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Ⅰ．目的

本学地域交流事業の新しい手法を探るために、旧
立川市多摩川小学校跡地活用事業（たまがわ・みら
いパーク）と向き合い、学生と市民、大学と自治体の
連携を試行する。
この施設では、子育て、子どもの居場所づくり、世
代間交流、防災、環境などをテーマとして、5つの
町会・自治会、および市民グループや個人が参画し
た、たまがわ・みらいパーク企画運営委員会（任意
団体）が、市民向けのプログラム運営を行っている。
23年度下半期より連携が深まり、企画運営に参画し
ている。これまでは限定的な関わり方をしてきたが、
大学の特長を活かした地域住民との関わりの中でコ
ミュニティを形成するため、もう一歩踏み込み、当該
施設の利用促進、場づくりの活性化を推進したい。
大学にとって有益な情報の獲得、近隣の社会問
題への対応、産学官で連携したニーズの把握、こう
した手段としてのネットワークを提案し、これまでにな
い協働の展望を課題とした。それを踏まえ、新しい地
域交流事業の可能性も提示したい。

Ⅱ．方法

平成22・23年度に得られた成果の中で、いくつか
確かめることができた内容がある。まず、トレーニン
グされた学生が指導的立場として関わるという点で、
新しい地域交流事業の可能性を提案できるのではな
いか。また、本学の学びに、より能動的な学びとして
の授業外学習の場を新たに広げることも可能ではな
いか。こうした視点から、たまがわ・みらいパークに
参画して教育活動の提供を継続することとした。
調査は、たまがわ・みらいパーク役員会及び同企
画運営委員会、利用促進部会、各実行委員会等へ
の出席を継続し、協議を重ねながら直接対話を行う
こととした。また、月1～2回の頻度で継続的なプロ
グラム提供を行い、プログラム参加者の傾向と意識
を聞き取ることとした。
大学教育と当施設プログラムの接着点を探り、地
域における協働の場づくりを行い、研究教育の素材と
して活用を目指す取り組みである。
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Ⅲ．たまがわ・みらいパークについて

1．沿革
平成10年の立川市立学校適正規模等審議会など

の検討を経て、平成14年4月に南富士見小学校・
多摩川小学校の統合、統合後に新校として南富士
見小学校を活用し、多摩川小学校を廃校とする決定
がされる。平成16年4月に新校「立川市立新生小学
校」が開校し、南富士見小学校改修のため1年間の
多摩川小学校利用を経て、平成17年4月に多摩川
小学校が未利用施設となる。
ここまで、学校規模適正化による廃校までの経緯で
ある。これに先立ち、平成14年度に地元の関係す
るPTA、自治会、学校などで構成する跡施設活用
提案部会において、小学校跡施設活用案が検討さ
れ「子どものための施設」、「地域の発展に寄与する
施設」などを報告書にまとめ、平成15年3月教育委
員会に提出された。
平成17年5月には、市民向けの公募によって組
織された旧立川市立多摩川小学校活用計画等検討
市民委員会が組織され、跡地利活用に関する協議
が重ねられている。同年12月に、「旧立川市立多摩
川小学校活用計画基本提言」としてまとめられ、平成
18年4月以降たまがわ・みらいパークとして、協働
事業が実現することとなった。

18年度当初は、立川市が招集した活用計画等検
討市民委員会が運営を担っており、基本提言にまと
められた「基本理念」「基本コンセプト」「4つのテー
マ」表 .1を基礎として、課題とする各種事業「プログ
ラム・プロジェクト」の実施に取り組むこととなった。
廃校で空になった学校施設から運営を始めており、
事実上ゼロからの出発であったという。19年度には、
たまがわ・みらいパーク企画運営委員会 （任意の市
民団体）を設置し、立川市とパートナーシップ協定を
交わして官民の「協働事業」が始まり、事業の企画・
運営・管理について立川市と業務委託契約を取り交
わすこととなる。この契約は、組織の運営資金として
処理されており、所管である立川市による支援のもと
で現在も継続されている。その他に、プログラムに対
して立川市より補助金の支援を平成21年度まで受け

ている。
平成22年度からは、直営のプログラムに対する
立川市からの補助金が途絶えることとなり、参画する
会員（団体含む）の自助努力によって補われたが、
多様性を認めることができたプログラム内容も次第に
変化していくこととなる。そうしたことから、これまでに
ない利活用の創出と独自な広報の実現へと方向性を
持つにいたっている。
そうした中、平成23年に東日本大震災が発生し周
辺も計画停電に見舞われ、2か月間の事業停止とな
る。平成23年5月より通常の事業運営に戻るが、そ
の夏に立川市の主導により「立川市旧多摩川小有効
活用市民検討会議」が開催され、10名の市民を委
員に委嘱して平成24年度以降の協働事業における
施設利用の一部見直しが検討される。ここでの議題
は、耐震化工事を施工した後に、2棟ある校舎建屋
のうち、協働事業を1棟に集約して空きとなる1棟に
新しい事業を起こすという草案の説明と意見交換の場
であった。その後、24年度になって旧多摩川小学
校有効活用事業（案）が立川市より示され、民間事
業者を公募して施設全体の管理運営を委託、協働
事業と連携する複合的な施設として再編する計画が
進展していく。

25年4月になり、施設改修を経た1棟に事業集約

表．1　協働事業の基礎として掲げられた理念
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して施設環境をリニューアルした。現在では、新しく
参入する民間事業者との協議を重ねている。平成26
年には耐震化工事を予定しており、夏季3か月間の
事業停止が見込まれる。今後の民間事業者との相
互連携を探りながら、以降の協働事業を維持する基
礎づくりを進めているのが現況である。

2．施設の概要
当施設は、東京都立川市富士見町6-46-1に所
在しており、敷地内の施設の配置は図 .1のとおりで
ある。廃校当時の小学校施設が原型のまま残ってお
り、今後も維持される見込みである。建屋は2棟あり、
協働事業はB棟に集約されている。A棟には平成27
年度から新規事業が運営される見通しで、敷地全体
の改修が平成24年からの3か年で実施される状況に
ある。
平成24年度に実施されたプログラムは、表 .2のよ

うになっている。平成21年度までは、補助金を受け
て直営プログラム（組織内配分による）が実施される
ケースもあったが、現在は提供する会員（団体・個
人）の自主財源によって整えられている。独自プログ
ラムの活動内容には、子育て支援、モノづくり、音
づくり、文化講座、健康づくり、交流事業などで、多

世代の参加を促すものとなっている。他に、年1回の
おまつりと、不定期のイベントも行われている。自治
会と共催しての研修会、勉強会、自治体による住民
説明会などの利用もある。
プログラムの提供には、代表者の登録が必要で、
個人団体問わず、1登録につき年間1,000円の会費
を納付する。この登録にはスタッフ人員の登録（保
険加入を目的）も付帯しており、1件あたりの人数制
限は設けられていない。
プログラムを提供する会員には、自治体等（4）、
会員団体（32）、体育施設利用団体（17）、一般団体
（27）の4種別があり、自治会及び会員団体につい
ては利用日の3か月前、その他は1か月前から利用申
し込みができる。なお会員の登録については、企画
運営委員会で審査の上で承認される手続きとなって
いる（平成26年1月現在）。
企画運営委員会の中核となる関係者は、当初か

らのコアメンバーに加え、PTA役員、自治会役員、
民生委員、法人役員（NPO団体等）、ソーシャル
ワーカーや老人会、保育者等、市民グループの代
表であり、恊働事業の推進者である。他の会員につ
いても、月1回の企画運営委員会及び年数回の全体
会議への出席が求められていた。平成24年度から
は、主要な委員を15名程度選任して日常の企画運
営を行っている。全会員が参画しての協議は、年数
回に限られることとなっている。
広報では、学校便と呼ばれる市内小中学校向けに

B4サイズのチラシを配布している。同じ形式で、周
辺自治会向けにも配布しており、概ね1万枚前後で
主軸の媒体（月：1回/2種）である。その他に市報立
川への開催情報の掲載と、事務スタッフによる周辺
公共施設への広報物設置、街頭への掲示がある。
平成19年半ばよりＨＰを設置しており、メインページ
には協働事業の理念、コンセプト等、更新頻度は少
ないが主旨説明を行うコンテンツは整っている。また、
webからの申し込みフォームも備えている。
平成21年度から24年度にかけての施設利用者数

の推移は、図 .2のとおりである。月別の利用者数は
平成24年度を例に、図 .3のようになっており、利用
者は緩やかに増加の傾向にある。図．1
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月 プログラム名 対象 費用 回数

4

現代塵ジャンクアート展 だれでも 無料 2
杖をつくろう 500円 2
さぼう どなたでも 実費 11

介護予防体操ほか 高齢者 50円
絵てがみ教室 どなたでも 無料 2
子育て広場 乳幼児（就学前までのお子さん）の親子 無料 6

春のうたとあそぼ! 0才～就学前まで 無料

陶芸教室 500円 
大人800円 2

みんなのサロン どなたでも（高齢者向き） 100円
お話し会 どなたでも 無料
絵付け教室 どなたでも 50円
日曜絵画教室 幼児からお年寄りまで 無料
プラモデル教室 小学生 100円

5

さぼう どなたでも 実費 10
現代塵ジャンクアート展 だれでも 無料 2

杖をつくろう 500円 2
子育て広場 乳幼児（就学前までのお子さん）の親子 無料 5

陶芸教室 500 円 
大人800円 2

0才からできるミニ運動会 0才～就学前まで 無料
みんなのサロン どなたでも（高齢者向き） 100円
お話し会 どなたでも 無料
絵付け教室 どなたでも 50円 2
日曜絵画教室 幼児からお年寄りまで 無料
プラモデル教室 小学生 100円

6

子育て広場 乳幼児（就学前までのお子さん）の親子 無料 7
さぼう どなたでも 実費 11

ヤゴを救出し、トンボに育てよう 小学生から大人 50円
現代塵ジャンクアート展 だれでも 無料 2

杖をつくろう 500円 2
介護予防体操ほか 高齢者 50円
絵てがみ教室 どなたでも 無料 2

陶芸教室 500 円 
大人800円 2

多摩川ウォーク&自然観察会 小学生から大人 50円
みんなのサロン どなたでも（高齢者向き） 100円
土曜絵画教室 幼児からお年寄りまで 無料
プラモデル教室 小学生 100円
お話し会 どなたでも 無料

7

多摩川カヌー教室
現代塵ジャンクアート展 だれでも 無料 2

杖をつくろう 500円 2
“さぼう”でティータイム! どなたでも 実費 10

子育て広場 乳幼児（就学前までのお子さん）の親子 無料 6

陶芸教室 500 円 
大人800円 2

介護予防体操ほか 高齢者 50円
収穫祭 どなたでも 無料

干潟観察会
みんなのサロン どなたでも（高齢者向き） 100円
おはなし会 どなたでも 無料

夏休み水の科学教室&
多摩川中流域の水の学習 100円

プラモデル教室 小学生 100円
日曜絵画教室 幼児からお年寄りまで 無料

8

雑貨をハンドメイドする
ママたちのサークル どなたでも 100円～ 2

子育て広場 乳幼児（就学前までのお子さん）の親子 無料 7

陶芸教室 500 円 
大人800円 2

“さぼう”でティータイム! どなたでも 実費 10
現代塵ジャンクアート展 だれでも 無料 2

杖をつくろう 500円 2
2012年夏休みを応援し隊 小学1～6年生 300円 2

多摩川源流体験教室
in小菅村

小学生以上
（1人での参加は小4以上） 3000円位

空き瓶に絵付け どなたでも 50円
光のアート 小学生から大人 無料
日曜絵画教室 幼児からお年寄りまで 無料
プラモデル教室 小学生 100円
おはなし会 どなたでも 無料

9

陶芸教室 500 円 
大人800円 3

“さぼう”でティータイム! どなたでも 実費 11
現代塵ジャンクアート展 だれでも 無料 2

杖をつくろう 500円 2
絵てがみ教室 どなたでも 無料 2
子育て広場 乳幼児（就学前までのお子さん）の親子 無料 6

魚とりと水生生物の観察 in 残堀川 小学生から大人 50円
パパとママのベビーボンディング 3～8ヶ月の乳児とパパ・ママ 1000円

介護予防体操ほか 高齢者 50円
サラダ菜植付ほか 100円
雑貨をハンドメイドする
ママたちのサークル どなたでも 100円～

みんなのサロン どなたでも（高齢者向き） 100円
たまがわウォーク 小学生から大人 100円

月 プログラム名 対象 費用 回数

10

絵てがみ教室 どなたでも 無料
子育て広場 乳幼児（就学前までのお子さん）の親子 無料 4

“さぼう”でティータイム! どなたでも 実費 5
楽しい体操・やさしいゲーム 高齢者 50円
第29回全国都市緑化フェア
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除草ほか 無料
みんなのサロン どなたでも（高齢者向き） 100円
ミニたちかわ 小学3年生～中学生 無料 3

第6回たまがわ・みらいパークまつり 1

11

子育て広場 乳幼児（就学前までのお子さん）の親子 無料 6
“さぼう”でティータイム! どなたでも 実費 8

絵てがみ教室 どなたでも 無料
雑貨をハンドメイドする
ママたちのサークル どなたでも 100円～ 2

楽しい体操・やさしいゲーム 高齢者 50円
ネイチャーゲームで遊ぼう」 小学生から大人 100円

みんなのサロン どなたでも（高齢者向き） 100円

陶芸教室 500 円 
大人800円 2

万華鏡であそぼう! 小中学生 無料
つくろう! あそぼう! あやつり人形 小中学生 無料

日曜絵画教室 幼児からお年寄りまで 無料
プラモデル教室 小学生 100円
おはなし会 どなたでも 無料

12

万華鏡であそぼう! 小中学生 無料
つくろう! あそぼう! あやつり人形 小中学生 無料

子育て広場 乳幼児（就学前までのお子さん）の親子 無料 4
“さぼう”でティータイム! どなたでも 実費 8

絵てがみ教室 どなたでも 無料 2

陶芸教室 500 円 
大人800円 2

楽しい体操・やさしいゲーム 高齢者 50円
日曜絵画教室 幼児からお年寄りまで 無料
みんなのサロン どなたでも（高齢者向き） 100円
プラモデル教室 小学生 100円

1

“さぼう”でティータイム! どなたでも 実費 8
軽い体操と脳トレ玉入れビンゴゲーム 高齢者 50円

絵てがみ教室 どなたでも 無料

陶芸教室 500 円 
大人800円 2

みんなのサロン どなたでも（高齢者向き） 100円
ペンダントトップを作ろう 小学生 150円

「多摩川子どもシンポジウムに
参加しよう 小学生から大人 無料

日曜絵画教室 幼児からお年寄りまで 無料
プラモデル教室 小学生 100円
公開勉強会 会員、その他希望者 無料

2

“さぼう”でティータイム! どなたでも 実費 8
楽喜居クラブの絵てがみ教室 どなたでも 無料 2

折り紙を創ろう! 高齢者 50円

陶芸教室 500 円 
大人800円 2

ぼうけんあそび場 幼児とその親 無料
みんなのサロン どなたでも（高齢者向き） 100円

ターザンの森で自然観察会&
ネイチャーゲーム 小学生 100円

日曜絵画教室 幼児からお年寄りまで 無料
プラモデル教室 小学生 100円
公開勉強会 会員、その他希望者 無料

3

“さぼう”でティータイム! どなたでも 実費 10
体操、脳トレゲーム、紙袋作り 高齢者 50円

陶芸教室 500 円 
大人800円 2

みんなのサロン どなたでも（高齢者向き） 100円
ぼうけんあそび場 幼児とその親 無料
日曜絵画教室 幼児からお年寄りまで 無料
公開勉強会 会員、その他希望者 無料

表．2　平成24年度に企画運営されたプログラムの一覧

●たまがわ・みらいパークホームページカレンダーに掲載されたもの



23

3．地域連携の実際
土地建屋の普通財産への区分が認められる平成

27年度には、管理運営を委ねる形で民間事業者に
立川市より無償貸与（維持経費を含めて）される。展
望される利活用のイメージは図 .4のとおりである。平
成24年度より利用形態の変化する状況を踏まえて、
企画運営委員会では持続可能な経営体制を探るべく
既存の枠組みに頼らず、変化に応じた柔軟な対応を
検討することになる。利用者数は少しずつ伸びては
いるが、運営規模としては限度を見出しており、地域
にとって本当に必要なサービスは何かを考え、利用
率を高め利便を図る具体策が必要とされている。地
域のまつり企画やイベントづくりを通じて、多世代交
流を創出してきた成果を、将来の立川市富士見町一
帯にどのようにして継承していけば良いのか、27年
度以降の姿を展望しながら協議を積み上げている。
この施設では、小学校跡地を巡ってかつてのPTA

や小学校から巣立った卒業生達が、自ら学んだ地
域史というものを、現在の自治会や市民グループなど
と共鳴して確かめ合う、そうした場づくりがなされてい
る。そこには、跡地の活用問題に市民が参画して、
愛される拠点として再生しようと、ゆっくりとだが有効
活用を追究して自主運営する姿がある。しかしなが
ら、その試行はいくつかの難しさも含んでいる。協働
事業は、独自な目的を持つ登録グループの主旨を受
け止めながら、掲げた理念に照らして、会員及び利
用者を支援する責務を担っている。同時に、利活用
を通じて新たなる協働の推進を課題として、地域向
けに啓発し続けなければならない。組織を担う構成
員においても、年度単位で出入りがあるため、中核
を担う人材の育成が課題の一つと確かめることが出
来る。

Ⅳ．研究期間内の実践事例と考察

研究期間内の主な実践事例は、以下のとおりであ
る。
1．『日曜絵画教室』
会期： 平成24年4月から26年3月までの期間
　　　概ね月に1回の頻度で実施した。
学生：  3名が運営スタッフとして参加
旬の果物を題材とし、鉛筆と絵の具でスケッ

図．2　H21-H24年度の利用者数の推移

図．3　たまがわ・みらいパーク 月別施設利用者数（H24年度）

図．4
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チを行って、描かれた絵を愛でながら題材とし
た果物を食すという催し。
参加者は8名から15名前後であり、2～4人

の家族での参加が多い。幼児から高齢者まで
の参加者が集まるのが特徴でスケッチを通じた
交流の場が形成された。

2．『2012環境フェア』
春の楽市～みどり・はな・環境の交流フェスタ～
会期：平成24年4月23 日（日）
学生： 3名が運営スタッフとして参加
立川市の環境対策課が主管して春の楽市の

中で行われたイベントで、バイオマスのビニー
ル袋に鯉のぼりを描くコーナーを担当。

3．『第26回全国都市緑化フェアTOKYO』
会期：平成24年10月13, 14日
学生： 3名が運営スタッフとして参加
昭和記念公園みどりの文化ゾーンで開催され

た東京都のイベントに、たまがわ・みらいパー
クが2日間を担当する。研究グループからは一
般市民の協力を得て2種類を出店する。『日曜
絵画教室／似顔絵描きます』『婦人服だけ』

4．『たまがわ・みらいパークまつり』
～そうだ ！ たまみらをふるさとにしよう ！～
会期：平成24年10月28日
学生：4名がスタッフとして参加
施設で年一度行われる大規模なまつり。雨の

中800名ほどの来場者を数えた。研究グループ
からはステンシルによるカレンダーづくりを提供
した。体育館で本学ジュニアユースクラブが
実演を行った。本学地域交流センターを介し、
日本フォークダンス連盟の協力を得てマイムマ
イムでエンディングを飾る。

5．『富山県南都市周辺に伝承される民族舞踊の取材』
期間：平成25年3月14, 15, 16日
地域還元を視野にいれて、こきりこ節、麦屋
節、越中おわら節などの舞踊を現地保存会に
取材する。

6．『リニューアルコンサート』
～たまみらでオペラを聴こう～
会期：平成25年4月21日

改修した校舎でのリニューアルオープンを記
念して、近隣に在住する音楽家の皆さんと恊働
してオペラコンサートを提供した。その後、コ
ンサート出演者の手によって、当施設でのプロ
グラムとして、近隣市民を対象とした「たまみら
ミュージックアカデミー」が設置された。

7．『タマゾン川・多摩川のふ・し・ぎ』
会期：平成25年9月23日
秋の多摩川を散策し多摩川の石の話を聞き、

拾った石に絵を描いて遊ぶ催し。たちかわ水辺
の楽校と協働で実施した。

8．『たまがわ・みらいパークまつり』
～目指せ！たまがわ・みらいパーク家族～
　会期：平成25年11月17日
　学生：3名がスタッフとして参加
およそ900名の来場者を数える。研究グルー

プからはステンシルによるカレンダーづくりを提
供した。本学卒業生が指導する新体操クラブ
の実演と、立川吹奏楽団演奏との共演が実現し
た。

9．『民族舞踊』
授業日：平成25年11月14, 21日
受講者：27名
平成25年3月に、富山県南砺市上梨地区に

対してこきりこ踊りなどの取材を行ったが、その
研究を経て本学体育学部の授業において教材と
して扱った事例である。この授業の成果を、プ
ログラム提供という形態で提供する可能性があ
る。なお、受講した学生達は民謡のこきりこ節※
を良く知っていたとのことである。
※昭和44年、文部省（文部科学省）が音楽教
材に指定し、全国に広く知られるようになった。
リズム・メロディーとも簡単で、しかも明るく軽快
なこともあって多くの人に愛されている。

10．『平成25年度指導力向上のための武道・
　　ダンス講習会』
授業日：平成25年11月27, 28日
受講者：中学校教員3名、指導主事2名
講習会において、こきりこ踊り、ささら踊りを教

材として扱った事例である。
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事例の中で、たまがわ・みらいパークにスタッフと
して関わった学生の、活動直後のアンケート結果は
以下の通りである。

●今回のたまがわ・みらいパークまつりで、印象に
残った場面や出来事はありましたか？

・  多くの親子が遊びに来ていたことがとても印象
的。前回参加した時と比べ、全体的に盛り上
がっていたように思えた。

・  たまがわ・みらいパークに来る人も、運営する側
も楽しそうにしていた。

・  大人も子どもも皆笑顔で楽しそうにお祭りに参加し
ていた。

・  子どもたちがとても活発に活動していて、楽しん
でいる姿がとても印象的。

・  保護者の方も子どもと一緒に活動していて親子
間でコミュニケーションをとってやっている姿もと
ても印象的。

●大学での学びと関連する内容はありますか？

・  今回はスポーツ的な内容が中心だったわけで
はないですが、学校中を元気に走り回る子供た
ちが最後まで楽しんでもらえるように、安全面な
ど考えて活動出来たので良かったです。

・  子どもとの関わり方など。
・  普段あまり交流する機会がない地域の方と一緒
に活動できるところ。

・  ジュニアスポーツの資格を取得しようと考えてい
るので、子どもたちとの関わり方などが関連して
いると感じました。

・  子どもとの接し方、話し方（説明をするとき）など。

●たまがわ・みらいパークは、市民のボランティアに
よって運営されています。企画出来るとした場合、
どんな事をやってみたいですか？

・  ピクニックやハイキングといった野外活動。
・  子どもたちと何か一緒にやるもの。軽い運動や
軽作業。

・  体育大生なので子供たちの苦手なスポーツを
克服する教室。

・  ゴミ拾い
・  スポーツ教室

●子どもたちが過ごす地域に世代間の交流を生み出
す取り組みについてどう思いますか？

・  まずは地域の大人同士がきちんとしたコミュニ
ケーションを取り、協力して子供が見守られるよ
うに、地域での運動会やスポーツを通したり、
お祭りであったり子供が喜ぶような活動が世代
を超えた交流を生み出すのではないかと思いま
す。

・  なかなか世代間の交流を生み出す取り組みとい
うのがないのであったら良いと思う。

・  大切な事だと思います。一緒に過ごすことで、
信頼感や安心感が出ると思います。

・  大変良いと思う。子供たちの成長や学びにも繋
がり、更に保護者の方の拠り所となる為。

・  地域交流が少なくなっている現状を打破する為、
とてもよい機会だと思います。子供たちにとって
も貴重な体験となり、大人との交流（知ってい
る人・知らない人）によって交流の幅も広がり、
色々な事を感じる事が出来ると思います。

●大学の資源（人的）を地域に提供する事についてど
う思いますか？

図．5
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・  大学側としても良い影響が得られると思うし、私
はもっと、こうした地域の交流場面を増やすべき
だと思います。

・  大学側にも地域側にも良いことだと思う。
・  大学にとっても地域にとってもお互いの向上に繋
がるので良いと思います。

・  大変良いと思う。大学と地域どちらも得るものが
あると思う。

・  大学の中だけでは足りない部分（実際に交流す
ること）を補う事が出来、貴重な体験とともに学び
の場にもなっていると思います。

・  大学では体験できないこと感じられないことも体
験出来るので、大切だと思います

●地域の市民と関わりながら学ぶことについてどう思
いますか？

・  とても良いことだと思う。地域市民と協力して学
ぶ事により、様々な考えなどを通してお互いを理
解し合う事にも繋がり、より地域が結束出来るの
ではないかと思っています。

・  普段は気付けなかったことが発見出来そうなの
で、良いと思う。

・  新しい発見も沢山あるので良いと思います
・  良いと思う。近年は地域住民の方 と々の関係が
希薄になっている為。

・  子ども、大人、両者にとってとても大切な事だと
思います。子どもは大人との交流で、地域に守ら
れている安心感や新鮮さを感じる事が出来、大
人は子どもの考え方を知り、これから更に様々な
地域交流を行う為の材料を得る事が出来ると思
います。

●指導者としての訓練を行ったうえで、地域環境で
実践的に学習することについてどう思いますか？

・  とても良い経験になると思う。
・  自分の為にもなるし、地域の役に立てるなら嬉し
いです。

・  良いと思う。実践的に学習する事でより学びが深

まると思う為。
・  とても大切な事だと思います。大学内で出来る
実践的な学習は限りがあると思うので、とても良
い機会だと思います。子供の実態もそこで知る
事が出来ると思います

このアンケートは、平成24年度たまがわ・みらい
パークまつりに参画した際に記録したものである。自
発的な意識から役割を担っているだけに、予めこうし
た場に適応できる問題意識が備わっていた。幼少期
に地域と関わる経験を有しており、短時間の事前学
習で交流に臨むことができる。これらは通常のボラン
ティア派遣と並ぶもので、高次の学習を求めるもので
はない。この点について引き続き課題としながら、本
学学生の継続したボランティア活動との接合点を探
る必要性が感じられる。

Ⅴ．本学地域交流事業との接合点

出会いの場を幅広く求め、地域の課題を確かめな
がらその仲立ちを柔軟にリードしてくれるこの団体は、
大学が地域連携を深めるうえでのパートナーになるの
ではないかと考える。（図 .6）本学の地域交流事業の
一般講座は無料あるいは実費で参加者を募集してお
り、長年に渡り地域市民に親しまれている。このこと
から、協働で生まれた関係を基礎に一般講座を試験
的に学外へ持ち出し、相互交流を経て、教育研究
の拠点として育てていくことができるのではないか。
一般講座の企画に関しては、平成26年度公開講
座の会場として、当該施設と本学地域交流センター
運営委員会に提案し、実施の方向で定まりつつある。
学外での開催については、新規の参加者を呼び込
めることに加えて、たまがわ・みらいパークの認知を
高めて出会いの場づくりに貢献することにつながるこ
とだろう。学外で定期的に交流を育むことは、地域
市民にとってはより身近に大学の持つ知識に触れるこ
ととなり、私たちにとっては地域が抱える問題点や市
民が求めている知識を把握する機会として有効であ
ろう。また、地域コミュニティと関連する行政担当者
を交えた情報共有が進めば、私たちが抱える課題に
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ついても意見交換ができるはずである。学外での一
般講座開催は、可能であれば数年間継続して行い、
学生の参画も促して大学での学習内容をさらに引き
上げる取り組みへと発展できると良い。
将来的には、学生がより能動的に取り組むことがで

きる学習方法を考案することも可能であると考える。こ
の施設で、総合大学、教育系大学、芸術系大学の
学生達が任意で団体をつくり会員登録を行ってプロ
グラム提供を行う際、施設担当者として立ち会い支
援した事例がある。当該施設における協働の一場面
でしかないが、対話をしてみるとそれぞれ明確な意識
で行動していた。芸術系大学の学生は、学芸員資
格を取るための「ワークショップ研究」という授業にお
いて、自らワークショップを企画し、実施した結果に
ついて考察するという課題の取り組みであった。教
育系大学の学生は、小学校教員を目指しており小学
校授業で扱う教材を開発し、実際の効果を確かめな
がら児童との対話を繰り返している。いずれも行動目

的が明確であり、受け入れる側を清々しい気持ちに
させてくれた。
本学学生の場合には体育館や校庭を用い、スポー

ツ・健康などのテーマで幅広く活用する可能性があ
ると思われる。研究グループではこれまで3年間の
協働の積み上げがあり、Ⅲ-2施設の概要に示したよ
うに理解を深めていることから、このような申し出があ
れば、担当窓口として支援を行うことができる。個人
の奉仕活動と見てしまえばそれまでだが、地域での
利用者実態は幅広く多様性に富んでいる。大学で学
ぶ知識や経験からの考察がなによりも重要であるが、
指導等の場面で柔軟に対応せざるを得ない不規則
な状況は、創造性を有する学習へと発展させる可能
性が大きいのではないだろうか。問題意識との出会
い、解決するアイデアへの気付き、工夫して取り組
み、自ら検証し評価を行うという、将来の展望に沿っ
て知識を生かす取り組みであるならば、必ずや関係
者の賛同を得られるはずである。（図 .7）
本学の公開講座は教職員が講師となって継続的

に実施しているが、将来は地域市民との協働の中で
問題意識を育て、学生が主体となって運営に携わる
姿を展望する必要があると考えている。地域コミュニ
ティは、抱える課題と向き合いそれを乗り越える手立て

図．6 図．7
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を常に求めていて、継続的な連携に加えて学びあえ
る場づくりを必要としている。その課題とは、地域は
資源に限りがあるということと、少子高齢化を迎える地
域社会の発展には、出会いや気づきを創出する仕組
みが求められているということである。
対話を深めるために、私たちは当該施設の状況を

より良く学ぶ必要があった。本学を主軸として、地
域・教育・研究を往還できるような双方向の交流形
態を実践するところまでは、研究期間内に達成しえな
かった。地域社会に触れるための動機を育てマッチ
ングさせる必要があり、そのための方策が不足して
いたと考える。また、予め対象地域が抱える課題につ
いての知識を十分に整え、継続的な対話に耐えられ
る問題意識も必要である。
たまがわ・みらいパーク企画運営委員会が提供し

ているサービスは、一般市民が教育に参画すること
ができる機会を提供するものであり、「絆づくりと活力
あるコミュニティの形成」という現在の教育が掲げる
基本的方向性を体現していることを確かめることがで
きた。今後は、異なる形でこの協働事業と連携を取
り、大学の地域交流事業と、私たちの担当授業の2
側面から継続性を見出し、対話していく考えである。

Ⅵ．今後の課題

本学には、学外でボランティア活動を継続的に行
う中で職業観を見出し、学園生活の中で問題意識を
高めて、卒業後の社会貢献を準備している学生たち
がいる。こうした事例にも注目し、ボランティア理論・
実習の単位取得に関わる活動事例を整理する必要
が感じられる。公開講座、ジュニアユースクラブ、
地域に親しまれる本学の交流事業は、魅力にあふれ
ている。さらに、立川市、国立市、府中市、福生市
など近隣地域には、社会教育・学校教育の可能性
が無数に広がっている。学園の関係者がこの中で過
ごし、多くの刺激を得ていることから、地域と大学の
接合点を見出し育てていく発想には確かさを感じ取る
ことができる。マッチングの機会を増やすためには、
授業やクラブ活動で学外地域を教育素材とすること
を活性化させたり、地域の教育力との連携を生み出

して相互交流を豊かにしたり、いくつもの試みが必要
であると考える。
立川市協働事業への参画では、行政担当者をは

じめ、委員や役員、近隣住民、近接する学校の児
童など、限定的だが取材をさせていただいている。
この地域が抱える問題を精査して、大学としてどのよ
うに関わることができるのか、これを見出すことが今
後の課題といえる。
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8） たまがわ・みらいパーク企画運営委員会　「た
まがわ・みらいパーク企画運営委員会平成24
年度通常総会」　平成24年5月

9） 立川市　「立川市旧多摩川小学校有効活用事
業計画（案）」　平成24年6月

10） たまがわ・みらいパーク企画運営委員会　「た
まがわ・みらいパーク企画運営委員会平成25
年度通常総会」　平成25年4月

11） 高桑敬親　「古代民謡筑子の起源考」　平村
昭和45年　


