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This paper reports on a collaborative project implemented in August 2021 between Hyogo Prefectural 

Hokusetsu-Sanda High School and the University of Hyogo. The two-day short-term intensive project provided an 

opportunity for high school and university students to study together. The results of this project can be described as 

follows: 1) The program assumed a form of cooperation based on an equal relationship between the high school and 

the university from the design stage, which allowed for enhanced educational content and appropriate division of 

roles; 2) Responses to the questionnaire by participating students were mostly positive; and 3) Although this project 

was successful, some issues need to be resolved in order to continue implementing the project and clarify any links 

with urban planning or Machizukuri. 
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1. はじめに 

1-1. 高大連携と都市計画・まちづくり 

高等学校（以下、高校）と大学・短期大学（以下、大学）が

連携して行う教育活動の「高大連携」は、その活動内容や連携密

度の違いはあるにしても、既に全国各地で取り組まれているとい

ってよい。この背景には、高校では日常的に実施することが困難

な高度かつ多様な教育機会を早期に提供することによる進路決

定の促しの期待や、少子化や大学全入時代におけるより意欲を持

った優秀な入学者の確保といった大学経営的な面もあろう。さら

に、昨今では、グローカル人材や課題解決型人材の育成が高校段

階から強調され、SDGsとの接点も模索されている。科目レベル

でも 2022 年度から新たにスタートする『【総合的な探究の時間

編】高等学校学習指導要領（平成30年告示）解説』（1）をみると、

横断的・総合的な学習を通じて、自分自身の在り方や生き方を考

えながら、高校生が自ら課題を発見し、適切なプロセス（課題の

設定→情報の収集→整理・分析→まとめ・表現）を経て課題を解

決するための資質や能力の養成が目指されている。 

しかし、これらの社会的背景や教育ニーズは理解できるとし

ても、高校側だけで全てを行うことは限度があり、高大連携の役

割は今後も大きいといえる。この際に、都市計画・まちづくり分

野では、高校生にとっても身近で具体的な対象や場の設定が可能

であり、検討内容の総合性やプロセスも含めた教育プログラムと

してのマッチングも比較的高いことから、高大連携の取組は様々

な形で実践されている 1）2）3）4）。もっとも、高大連携が都市計画・

まちづくり分野でも実地経験型の教育的意義や、新たな担い手の

養成の入り口として重要だとしても、到達目標の達成のために連

携密度が高まれば高まるほど、相互に適正な役割分担やメリット、

やりがいが当事者レベルでは求められることも事実であろう。 

1-2. 本報告の意義・留意点 

そこで本稿では、2021 年 8 月に実施した兵庫県立北摂三田高

等学校人間科学類型と兵庫県立大学環境人間学部都市計画研究

室との高大連携事業を報告する。本稿の意義は以下の通りである。 

 第一に、地域学習プログラムの検討から実施、評価までの体系

的報告である。どのようにプログラムを立ち上げ、相互に

Win-Winとなるような役割分担を決め、実践し、参加者の声とし

て評価されたのかという基本的事項は、「まちづくり学習」とし

ての実践報告はあるにしても 5）、高大連携については必ずしも文

字情報として十分に蓄積されているとは言い難い。また、特定の

地域を対象にした高大連携事業は社会的注目度も高く新聞記事

等で掲載されることも多いが、事業実施の意図や教育プログラム

としての妥当性の検証が報じられることはほとんどない。 

 第二に、短期集中型の地域学習プログラムの具体像の提示であ

る。これまで、3.11後の震災復興や駅前市街地再生などのテーマ

に関連して長期的な高大連携事業が行われ、長期的であるがゆえ

の意義が報告されてきたが 6）7）、高校・大学それぞれの事情から

短期集中型のプログラムの検討も必要である。これに新型コロナ

ウイルス感染症の感染拡大に対する断続的な教育活動への規制

措置もふまえると、事業実施リスクという意味でも教育の質の担

保をしながら同時に短期的取り組みが一層注目されよう。  

なお、本稿は次章で述べるように、いくつかの留意点が必要で

ある。特に、高校側は卒業生のほぼ全てが大学に進学する県立高

校であり、参加者も一般選抜ではなく特色選抜により入学した人

間科学類型 1 年生である（2）。換言すれば、本稿は進学校の意欲

のある高校 1 年生のクラスが大学の都市計画研究室と相互に

Win-Win になる形で短期集中型の地域学習プログラムに参加し

た活動の報告論文といえる。 
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2. 地域学習プログラムの開発と実践 

2-1. プログラムの開発の前提条件とプロセス 

 今回の高大連携事業の発端は、著者 A が実施した教員免許状

更新講習会「社会の動きを統計データで見る・表現する」（3）に地

理教員として著者 B が参加したことであった。その後、著者 B

が現勤務先にてグローバル教育や課題研究の担当主任となり、兵

庫県内でのフィールドワークやデータ分析を基にした入門的実

践を検討する中で、2021年5月に著者Aに協力を打診した。 

 地域学習プログラムの設計に際しては、当初から高校・大学の

双方にメリットが生まれることが念頭におかれながらも、継続的

なメールでの議論を行いながら、相互のニーズの確認と役割分担、

具体的なスケジュール案が構想されていった。 

 高校側では、人間科学類型1年生36名の参加が予定され、「人

間科学基礎（総合的な探究の時間）」として夏休み期間中に2日

間で実施することが前提条件であった。また、教育的観点として

は、参加生徒の2年生以降の長期的な課題研究の基盤になるよう

に、「情報収集力」「論理的思考力」「表現力」「協働力」といった

基礎的能力を座学やデータ整理、まち歩き、グループワーク、プ

レゼンテーション等を通して養うことが期待された。 

大学側では、都市計画研究室といっても文理融合型学部として、

専門知識と現場体験の融合機会が他大学と比較すると乏しく、か

つコロナ禍により長期的プログラムの検討はさらに困難になっ

ていた。また、環境人間学部では3年次から研究室配属となるた

め、これまでの大学生活の学びを振り返り、卒業研究やその後の

進路選択に活かす機会も必要であった。さらに4年生は卒業論文

と並行して就職活動や大学院進学にむけた時間が前期に必要と

なるため、3年生5名の参加が前提となった。 

これらの前提条件を相互に尊重しつつ、プログラム作りが進行

した。たたき台は類似の試みの経験 6）7）がある著者Aが作成し、

著者 B がコメントする形で進んだ。役割分担では、高校側が会

場の調整や三田市役所職員の講演内容の検討、グループワークの

設営、大学側が各種演習やまち歩き等の企画運営、プログラムの

評価を担った。なお、あらゆる場面でコロナ対応も当然、論点と

なった。高校と大学では基本的対策は共通するものの詳細は異な

っていた。そのため、教室の使用条件等でより厳しい措置を求め

られる大学側の対策基準に最大限即した形で検討が進んだ。 

2-2. プログラムの特徴 

 高校、大学ともに学内調整や詳細の検討を経て、7月前半には

プログラムが完成した。完成したプログラムは、「地域デザイン

実習：データ分析と姫路の現地見学を通して自分たちのまちの未

来をデザインしよう！」と名付けられた（【表-1】【表-2】）。 

プログラムの特徴は、2日間の短期集中型であっても「高校生

も大学生も共に学ぶ」ことを共通項に、①正しい知識の習得（市

役所職員からの三田市の課題説明）、②ビックデータ活用（自分

たちが暮らすまちの客観的状況の把握）、③チームワーク（グル

ープワークを通してチームで課題発見や課題解決）、④リアルな

体験（まち歩きによるまちの理解）、⑤比較的視点（自分が暮ら

すまちの長短を他のまちや他者の意見との比較から分析）、⑥現

実的提案（課題解決のために何ができるかを「グループ1押し提

案」として根拠を示しながらプレゼンテーション）、といえた。 

この際に、2日間の短期集中型への配慮として、高校生の出身

地ごとの班分けと、大学生の事前学習、PC演習に工夫をした。

まず、高校生は全員同じクラスに所属していることから顔見知り

だとしても、短期間で特定の地域を対象として課題発見と課題解

決の方法を学ぶ際には、グループで共通の地域を考えたほうが良

いと高校側から提案があった。そのため、36 名を大学生の人数

に合わせて5つの班に分けた上で、三田市（Ａ班・B班）、神戸

市北区（C班）をつくった。しかし、参加高校生は三田市や神戸

市北区以外からの通学者も存在していることから、D 班及び E

班は出身地をバランスよく混合させて班を設置した。大学生の事

前学習については、高大連携事業の目的やスケジュールを構想段

階時点で説明し、大学生も高校生と共に学ぶことの意義やスケジ

ューリングについて確認をした。その上で、個々人レベルでは北

摂三田高校や担当する班員の出身地についてリサーチをし、短時

間の作業時間でも円滑にグループワークが進むように全員でフ

ァシリテーション方法の勉強や、まち歩きのルート検討・まち歩

きのマップ作りを研究室活動として行った（4）。最後に、ビック

データを活用したデータ分析については、ミクロレベルでの実態

把握は困難であったとしても初心者でも直感的操作が可能で、人

口動態を含めてまちの現状と将来を客観的に知るために必要な

データが組み込まれているRESASを採用した（5）。 

【表-1】初日のスケジュール（北摂三田高校で実施） 

時間 実施内容 

10:00～10:15 ・顔合わせ、諸注意、連絡事項 

10:15～11:30 ・三田市役所担当者（地方創生、都市計画担当課等）から講義 

11:30～12:00 ・個人ワーク（講演を受けての感想、コメントの記入） 

12:00～13:00 ・昼休憩 

13:00～13:30 ・ミニ講義「未来の自分たちのまちをデザインするのは誰？」 

13:30～14:30 ・PC演習「RESASを使い倒して自分のまちを知る！」 

14:30～15:30 ・グループワーク「私が大人になった時の自分たちのまちは○○？」 

15:30～16:15 ・班ごとの中間報告と大学・高校代表者からのコメント 

16:15～16:30 ・1日の振り返り、連絡事項 

【表-2】2日目のスケジュール（姫路市内で実施） 

時間 実施内容 

09:30～09:35 ・諸注意、連絡事項 

09:35～10:00 ・大学生からのまち歩きマップの事前説明 

10:00～11:30 ・大学生の先導により班ごとでまち歩き、写真撮影 

11:30～12:30 ・昼休憩 

12:30～14:00 ・グループワーク「自分たちのまちをよくする1押し提案！」 

14:00～14:45 ・班ごとの最終報告、高校生及び大学・高校代表者からのコメント 

15:00～15:15 ・環境人間学部に向けて移動 

15:15～16:15 ・大学紹介、大学案内ツアー 

16:15～16:30 ・閉会、事業評価アンケート調査用紙の配布 

2-3. 当日の模様・成果物 

 兵庫県では、3度目の緊急事態宣言が2021年6月21日で解除

されたが、8月に入り新規感染者数は増加傾向であった。そのた

め、あらためて高校・大学側で実施の可否や実施形態を確認し、

予防的措置をさらに強化・徹底することで当日を迎えた。同時に、

まち歩き時の熱中症対策も懸案事項であったため、まち歩き時間

を午前中にしつつ、個人レベルでの暑さ対策以外にも、日影があ

るルートの選択や水分補給・休憩時間も設けた。 

- 293 -



公益社団法人日本都市計画学会 都市計画報告集 No.20, 2021年 11月 

Reports of the City Planning Institute of Japan, No.20, November, 2021 

 

 

 初日（8 月 5 日（木））は、北摂三田高校内で全てのプログラ

ムを実施した（【写真-1】【写真-2】）。最初に高校生と大学生との

顔合わせがあり、コロナ対策に関わる注意や2日間のスケジュー

ル確認をした。次いで、三田市職員から三田市の現状と課題につ

いて、若者のまちづくり課・まちのブランド観光課・都市政策課

（ニュータウン担当）・農業創造課の代表者から、講義形式で高

校が立地する三田市の特徴や直面する課題について幅広く知識

を得た。その後、高校生も大学生も事前に高校側が用意した感

想・コメントシートに記入する形で三田市を具体例としたまちの

見方や現況、自治体職員の活動内容を整理した。午後に入り、高

校のPC教室にて著者Aによるミニ講義「未来の自分たちのまち

をデザインするのは誰？」を行い、データや他都市のまち歩き、

高校生がまちづくり提案をすることの意義を説明した。引き続い

て、PC演習「RESASを使い倒して自分のまちを知る！」を行っ

た。高校生は、大学生のサポートを受けつつ、自分の暮らすまち

の現状と未来をデータを通して理解し課題や可能性を知ること

となった。以上を通して、初日のまとめとしてグループワークを

実施した。大学生のファシリテーションの下、概ね10年後の25

歳（＝大学卒業後の就職などを契機とした定住先の検討時期）に

なった時の自分たちのまちをイメージし「データをみて気づいた

現在と将来の自分たちのまち」「未来に変わっていててほしいこ

と」「未来も変わらないままであってほしいこと」を付箋に書き、

模造紙に貼り付ける形でまとめ、そこから連想した未来の自分た

ちのまちのキャッチコピーを班ごとで検討した。成果報告は、各

班5分程度で行い、高校・大学教員や大学生代表者からの包括的

なコメントを行うことで初日は終了した。 

  

【写真-1】三田市職員の講演      【写真-2】PC演習 

 2日目（8月6日（金））は、姫路市内で実施し、大学生が主導

して進めた（【写真-3】【写真-4】）。まち歩きは、通行人への配慮

や交通事故の回避から東西の2ルートを用意し、事前に用意した

まち歩きマップに沿って大学生が先導し各班の高校生とまちな

か見学をした（【図-1】）。この際に、まち歩きのテーマを姫路市

が進めているウォーカブルなまちづくりに関連付け、「歩きたく

なるまちのイイトコ探し旅 in 姫路」と題して、まちなか空間で

どのような工夫が行われているのかを大学生がガイドを行った。

また、その後のグループワークにつなげるように、タブレット端

末を高校側で各班に用意し適宜写真撮影も行った。午後からは姫

路市民会館にて、初日の模造紙やまち歩き時に撮影した写真も参

考にしながら、「姫路のまちなかを歩いて気づいたこと」「あらた

めて思った自分たちのまちの長所・短所」「自分たちのまちをよ

り良くするための1押し提案」の順序でグループワークを開催し

た。なお、提案のレベルについては、高校生が自分事としてまち

の課題発見をし、課題解決に資する提案をしてほしいと考えたこ

とから、提案は高校生でもできる内容であり、かつ誰にとっても

Win-Winの仕組みとすることにした。2日目のグループワークの

成果発表（最終報告会）は、初日と同様に各班5分程度でプレゼ

ンテーションを行いつつ、高校・大学の代表者以外に高校生から

の質疑応答も加えた（【写真-5】）。最後に、短時間の大学見学を

行い、次章で扱うアンケート調査への記入依頼を行った。 

なお、一般に類似の地域学習プログラムでは関係者への対面型

インタビュー調査を行うことが多いが、2日間の短期集中型であ

ることやコロナ対策も考慮し、今回は実施しなかった。 

 

 

【図-1】大学生が作成したまち歩きマップ（A4サイズ両面） 

  

【写真-3】まち歩き     【写真-4】最終報告会 

 

 

【写真-5】最終成果物の例  
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3. 参加者からの事業評価 

3-1. 参加高校生へのアンケート調査結果の分析 

 最終的に両日参加した高校生は33名であり、33名全員から7

つの設問を含む無記名のアンケート調査への回答を得た。 

（1）2日間の各活動はどのように評価できますか（【図-2】）？ 

 2日間の活動を大別して5つに区分した上で、5段階評価の結

果を見ると総じて肯定的な回答であった。また、後述する総合評

価の回答結果もふまえると、コロナ禍という特殊状況からか、グ

ループワークやまち歩き、大学訪問など学外活動ができたことに

対するプラスの評価もあったと考えられる。 
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とても良かった どちらと言えば良かった

どちらとも言えない どちらかと言えば良くなかった

全く良くなかった 無回答  
【図-2】各活動への評価（1つを選択） 

（2）2日間の活動は時間的には十分でしたか（【図-3】）？ 

 2日間という短期集中型のプログラムに対しては、高校・大学

側の想定よりも、高評価の結果となった。2日間では当然、都市

計画やまちづくりに関わる知識も技術も体験も薄くなってしま

うが、高校1年生にとっては多くが初めての体験であったと思わ

れ、入門的意味では十分な内容と時間であったと理解できる。 

1
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どちらかと言えばそう思わない
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【図-3】活動の時間的十分さ（1つを選択） 

（3）2 日の実施内容は自分のまちの将来を考えるきっかけにな

りましたか（【図-4】）？ 

 高校生の出身地がどこであっても、自分たちが暮らすまちを自

分事としてとらえ、自分自身の生き方を考えることは、前述した

「総合的な探究の時間」の趣旨にも関わるといえる。その意味で、

2日間の短期集中型とはいえ、回答結果からは活動を通して自分

のまちの将来を多面的に考える機会になりえたと判断できる。 
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【図-4】自分のまちの将来を考える機会（1つを選択） 

（4）大学生のサポートは役に立ったと思いますか（【図-5】）？ 

大学生への事前教育の必要性は過去の高大連携でも指摘され

ていたが 7）、今回は約2か月の準備期間があり、その間で大学生

はファシリテーションやまち歩きについて運営の仕方や工夫を

考えることができた。その成果が高校生にも伝わったと考えられ、

きわめて高い評価となったといえる。 
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【図-5】大学生のサポートの有益さ（1つを選択） 

（5）将来的に都市計画やまちづくりを大学で学んでみたいと思

いますか（【図-6】）？ 

 今回の高大連携事業は、都市計画を専門とする大学教員と研究

室が関わったとはいえ、参加する高校生にとっては都市計画やま

ちづくりを学ぶという意識は事業目的からして必ずしも大きく

なかった。また、実際の各活動でも専門的内容や大学とのつなが

りは限定的であった。それでもなお、回答結果からは一定数の高

校生は今回の活動を通して、都市計画やまちづくりのさらなる学

びに関心を持ったといえる。 

0

6

10

12

5

全くそう思わない

どちらかと言えばそう思わない

どちらとも言えない

どちらかと言えばそう思う

非常にそう思う

0 5 10 15 20 25 30  
【図-6】都市計画やまちづくりへの関心（1つを選択） 

（6）2 日間で感じたこれからの自分に必要な力や学びは何だと

思いますか（【図-7】）？ 

 高校生にとっては、2年次以降の本格的な課題研究を行う上で

も、今回の高大連携事業を通した自分自身の気づきは重要であっ

た。自由記述形式での回答を、出現回数に加えて重要度を付加し

た値を基にワードクラウド形式（青：名詞、赤：動詞、緑：形容

詞）でみると、人を中心としてコミュニケーション能力（力）や

プレゼンテーションといった様々な分野で普遍的に必要なスキ

ルや、何かを結び付け、現象を読み取ることの重要性を体感した

といえる。これらの能力や姿勢は今回の高大連携事業ではなくと

も身に付けることは当然可能であろうが、非日常的な2日間だけ

でも高校生の気づきという意味での教育効果はあったといえる。 

 

【図-7】活動を通して気づいたこれから必要な能力・学び 

出典：ユーザーローカル社のAIテキストマイニングによる分析結果 

（7）総合的に見て2日間の満足度は（【図-8】）？ 

 総合評価としての満足度は、その他の回答結果を反映し肯定的

評価となった。また、サブの設問として設けた理由に関わる自由

記述のうち、「非常に満足」を一覧すると、大学生との協働や大

学生のサポートに関わる記述が7/27、普段の高校生活では機会が

乏しいグループワークやまち歩きなどの実践的活動に関する記
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述も同数見られた。ここからは、適切な事前教育を行った場合、

世代の近い大学生の存在は高校生には新鮮かつ有益であること

と、実践的活動は高大連携の核となること、これらを合わせると

さらなる肯定的発展がみられる可能性があることが読み取れた。 
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27

全く不満

どちらかと言えば不満

どちらとも言えない

どちらかと言えば満足

非常に満足

0 5 10 15 20 25 30  
【図-8】2日間の活動の総合評価（1つを選択） 

3-2. 参加大学生へのアンケート調査結果の分析 

 参加大学生5名に対しては、無記名で2日間の活動を通した自

分自身の学び、グループワーク、まち歩きといった個別活動と全

体に対する評価を自由記述形式で回答を得た。 

（1）2日間の活動を通した自分自身の学びは何ですか（【表-3】）？ 

高大連携の持続可能な発展のためには、高校生と同様に大学生

の学びも重視する必要がある。その意味で、回答結果をみると、

5名それぞれで重点が違うにしても、事前準備や高校生との協働

の中で学んだことは確実にあることが読み取れ、短期間の活動で

あっても大学生の学びにも資することが明らかになった。 

【表-3】大学生の個々人の学び 

 回答内容（自由記述形式） 

❶ 

・グループワークの大切さを学んだ。グループで考えを共有し議論を深めることで、1

人では思いもつかないような発想が出てくる。話し合いによって出た考えを模造紙に

まとめていくことで、より考えが簡潔にまとめられるので高校生にとってグループワ

ークをしやすかったと思う。 

❷ 

・グループワークの方向性を理解してもらい、その上で進めていく難しさをあらためて

感じた。生徒は柔軟な発想をもっており、面白い意見も多くあったが趣旨とずれてし

まうこともあった。その中でいかに、生徒の意見を取り入れながら趣旨に沿った模造

紙を作成していくかという点はみんなで話し合いながらできたと思う。 

・事前準備の必要性を痛感した。生徒は私なら見過ごしてしまう些細な疑問をしっかり

みている。その疑問に対して、的確な答えを示すためには事前に学び、準備をする必

要がある。生徒のもつどうして？という疑問を無駄にしない為にも教える立場が生徒

の視点に立って物事を理解することの重要性を感じた。 

❸ 

・教える立場では、準備がとても大切だということ。高校生に聞かれた時に、事前準備

で用意していたことは答えやすかった。 

・グループワークのファシリテーターをするには、それぞれ意見が言いやすい雰囲気を

作ることが重要だということ。高校生の意見が柔軟で自分では思いつかないことが多

かったので、面白かったし、いろんな意見があり、勉強になった。 

❹ 

・まち歩きの際に、事前に下見をした時には気が付かなかったような箇所（自動販売機

や警察署など）に高校生が注目しており、あらためてまちづくりにおける景観の重要

性を感じた。高校生の興味や積極性は様々 で、そうした中で 1 つの目的に向かって作

業することは難しくもあり楽しかった。 

・高校生に限らず、何歳であっても興味や積極性に違いがある中でこれから仕事をする

ことになるため、最初の一歩として良い経験になった。 

❺ 

・自分が伝えたいことを人に教えることの難しさ：RESASやグループワークの際に高校

生から質問が何度か来たが自分の中ではうまく伝えられていると思っていたが、高校

生がすっきりした顔をしていなかったので何がわからないのか、何を伝えればよいの

か考えることが必要であると学んだ。 

・まち歩きの方法について学ぶことができた：まち歩きで高校生どんなことを見てもら

いたいか、何を意識してほしいのかなど考えてまち歩きを行うことができた。 

・グループワークを進めることの難しさ：高校生は理解をして形にしてくれたが、少し

戸惑っていたりした場面もあったので、自分が頭で描いていたほどはスムーズにいか

なかった。自分が高校生の立場になってどんな説明が必要なのか考えることが事前準

備のうちから必要であるとあらためて学んだ。 

・高校生の意識の高さ：私の高校生活では与えられた課題やテストをこなすことが高校

での学習であった。しかし、今回のPJで高校生のうちからこのような活動を行ってい

ることを知って意識の高い高校生がいることを知ったのと同時に私は高校生のうちに

何もしてこなかったので残りの1年半でたくさん学ばなければいけないと思った。 

（2）2 日間の高大連携事業は個別の活動、全体としてどのよう

に評価できますか（【表-4】）？ 

 大学生が担ったグループワークやまち歩きについては、事前に

想定した時間配分が必ずしもうまくいかなかったことや高校生

の提案への方向付けや介入のタイミングや度合いの難しさ、班員

の中での意欲や参加の程度の差への配慮、質問への不十分な回答

など、反省点もみられた。もっとも、参加した大学生はこのよう

な体験は今回が全員初めてであり、実際に経験したからこそ気づ

いた点といえる。他方、全体の事業に対する評価は、回答結果（1

名は無回答）をみると、活動を主体的に担った立場として、充実

した経験となったと読み取れる。一方で、時間配分の詳細やグル

ープ分けの仕方は課題が残る結果となった。 

【表-4】大学生の事業全体への評価 

 回答内容（自由記述形式） 

❶ 

・二日間を通して充実した演習が行えた。準備は少し大変だったが、このような機会は

めったにないので関わることが出来て良かった。 

・高校生も大学生も楽しく二日間を過ごせたように感じている。全体的に時間配分も内

容も良かったと思う。 

❷ 

・配分時間は生徒の集中力等も考慮すると、1時間から1時間半程度が妥当かなと感じた。 

・各コンテンツにおいて、ある程度大きなテーマを提示することで、生徒の多様な発想

を盛り込むことができたと思う。 

❸ 
・全体的に時間配分も内容も良かったと思う。 

・出身地域がバラバラだったので、テーマが少し難しかったかなと思った。 

❹ 

・グループを出身地ごとに分けてもらえてよかった。複数の地域から集まっていたため

最初は難しいと思ったが、他のグループとは違う提案ができた。 

・グループワークの時間が両日ともにあと5~10分欲しかった。大変だったがとても楽し

かったし達成感があった。 

 

4. まとめ・今後の課題 

4-1. 本稿のまとめ 

 本稿のまとめとして、開発した地域学習プログラムは、高校生

は非日常的な体験を通して、大学生は事前準備や高校生との協働

を通しての学習機会が双方のメリットとなり、活動へのやりがい

も感じたことから、全体的に肯定的な教育効果を得たといえる。

これは 2 日間という限定的な条件下でも工夫次第で十分な意味

を持つことの証左といえる。「総合的な探究の時間」という観点

からみても、参加した高校生は自分事として自分が暮らすまちを

とらえ、十分な時間や高度な分析はできなかったとしても、課題

発見から成果発表までの課題研究を進める上での必要な内容と

プロセスは体感的に理解したものと思われる。これらの肯定的評

価の背景には、個々人の努力や積極的参加以外にも、①高大間の

適切な関係性：高大連携事業の企画段階から高校と大学の担当教

員間で密なコミュニケーションがあり相互に積極的な関わりと

対等な関係性を築けたこと、②学びの場の設定：初日と2日目で

会場と実施内容を明確に分けメリハリが生まれ有機的な活動に

なったこと、③参加者のまとまり：意欲のある高校生1年生がク

ラス単位で参加し、大学側も都市計画研究室として既に人間関係
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が一定程度できていた上で参加したこと、④高校・大学教員の立

場：教員はプログラムの設計や安全管理に注力し、主役は高校

生・大学生という認識や姿勢を徹底したこと、が関係していると

思われる。 

4-2. 今後の課題 

今回の活動が1つの具体的モデルになるとしても、これを他地

域での展開や都市計画・まちづくりにつなげていくためには以下

が課題といえる。①実施体制の改善：本事業自体は属人的環境で

実施されており、都道府県の教育委員会や関係学会の支部単位で

目的やニーズに合わせたコーディネート機能を果たすことが本

来的には望ましいこと、②幅広いテーマ設定：今回は自分たちが

暮らすまちの将来像を考えることをテーマに設定したが、防災や

防犯、多文化共生、具体的な都市開発事業など、多様な都市計画・

まちづくり課題に対応できる柔軟性も必要であること、③都市計

画・まちづくりへの発展性：最終的な成果物として高校生の提案

は現実性を重視したとはいえ一方通行で終わっており、教育内容

の精緻な検討及び評価と合わせて、地域や大学との継続的活動や、

適切な発表の場の設定、空間との接続性を含めた段階的な学習機

会が求められること、④高大連携としてのあり方：高校側では通

常、中長期的なスケジュールの中で課題研究を行うことが多いこ

とから、高校側の教育目的との整合性や、その他の多種多様な高

大連携の実施形態も考慮に入れる必要があること、である。これ

らの諸課題を即座に解決することは容易ではないが、他分野の試

みや知見も参考にし 8）9）10）、目的と手段を混同せず、誰にとって

も有意義で持続的なより良い高大連携活動を行うことが期待さ

れる。 

 

補注 

(1) 「総合的な探究の時間」は従前の「総合的な学習の時間」

を改訂して設置されるが、「両者の違いは，生徒の発達の段

階において求められる探究の姿と関わっており，課題と自

分自身との関係で考えることができる。総合的な学習の時

間は，課題を解決することで自己の生き方を考えていく学

びであるのに対して，総合的な探究の時間は，自己の在り

方生き方と一体的で不可分な課題を自ら発見し，解決して

いくような学びを展開していく」と整理されている。 

(2) 人間科学類型の教育目標は、「志を実現できる高い学力と専

門性を深め、さまざまな探究活動を通して課題解決ができ

る資質と想像力の向上を図り、社会を担うリーダーとして

貢献できる人材の育成」であり、一般選抜の入学生よりも

高大連携や学外での実践的教育機会や課題研究の時間数が

多いことが特徴といえる。 

(3) 福山市立大学にて開催した同講習会では、「総合的な学習の

時間」に代表される地域を対象とした学習機会を念頭に、

ビックデータ（例：RESAS）の活用方法やWeb-GIS（例：

地理院地図、jSTAT MAP）の操作方法を小中高校の教員に

演習方式で紹介するものであった。なお、現在は「データ

を活用した地域学習の理論と実践」として兵庫県立大学に

て実施している。 

(4) まち歩きマップの作成は、環境人間学部が姫路市に立地し

姫路のまちなかは大学生にとっては見慣れた場所であると

しても、事前にまち歩きをし、高校生に案内するルートや

ポイント、実施リスクについても検討をした。また、グル

ープワークやまち歩きについては、以下の文献を参考にし

た。枝廣淳子（2021）『好循環のまちづくり!』岩波書店、

木村玲欧（2020）『授業でも研修でもすぐに使えるグループ

ワークのトリセツ』北樹出版、山納洋（2019）『歩いて読み

とく地域デザイン: 普通のまちの見方・活かし方』学芸出版

社、谷口守（2018）『実践 地域・まちづくりワーク:成功に

導く進め方と技法』森北出版、などである。 

(5) 参加した高校生は全員がRESASの存在を当日まで知らず、

利用することも初めてであったが、人口動態などを具体例

に簡単な操作方法をレクチャーしただけで、部分的には大

学生からのサポートは必要であったとしても全員が開始10

分程度で操作方法はマスターした。その一方で、データを

探すことやデータを見ることだけに高校生が注力しないよ

うに、気づいたことをグラフと紐づける形でメモするよう

に指示をした。 
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