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平成２５年度「あいちの大学『学び』フォーラム」開催結果（その１） 資料１－１

１ 目的

県内全ての高等学校及び特別支援学校高等部に在籍する１年生及び２年生（３年生も希望すれば対象）が、大学での「学び」（９０分の講義）を体験して、自分の関心のあることを見つけたり、

関心のある分野の知識をさらに深めることにより、その後の進路選択の一助とする。

２ 経緯
平成２５年１月 平成２４年度第２回「大学と県教育委員会との連携推進会議」において、平成２５年度開催案を協議
平成２５年３月 大学宛てにフォーラムへの協力依頼（講座および会場提供について照会）
平成２５年５月 大学からの回答を取りまとめ、全体プログラム作成
平成２５年６月 記者発表・募集開始
平成２５年７月 募集締切（８月開催分）
平成２５年８月 第１回フォーラム開催（県立大学サテライトキャンパス(名古屋駅)） ※以降、１０月～１２月にかけて順次開催

３ 参加者の声（Ｈ２５「アンケートの声」要約）

＜ 講 師 ＞

1.まじめに聴いてくれた生徒さんに感謝します。

2.非常に熱心に聴いてもらい、やりがいがありました。

3.熱心に受講してもらい、気持ちよくできました。ありがとうございました。

ぜひ来年もよろしくお願いします。

4.受講生はみんな熱心に聞いていました。手話通訳があったので話のスピードが

速くならないように気をつけました。

5.意欲的な生徒が多く、楽しめました。

6.まじめな生徒さんが多く、授業がやりやすかったです。

7.今後も継続していただければと思います（年複数回も検討ください）。

8.高校生に対して示すべき内容を再検討すべきであると自らが感じました。

9.よい企画ですので、もっと広がるとよいと思います。外で受講する機会は生徒にとって

も刺激が多いと思います。

10.希望動機や目的等が事前に分かると内容をよりまとめることができたと思います。

11.高校１～２年生と触れ合う機会を今後増やすべきだと思いました。貴重な経験をありが

とうございました。

12.卒業後のキャリアパスの話があってもよいのではないでしょうか（専門分野ごとに）。
13.高校での学習状況により、講義の仕方が異なる分野だったのでレベル合わせに苦労しま

した。
14.教育委員会主導の取組は大変良い機会になっていると思います。夏休み時期の方が生徒

負担も少なくよいのではないでしょうか。

＜ 生 徒 ＞
1.90分は今まで経験がなかったのですが、授業が長い分だけ濃い話を聞くことが
でき、とても充実した90分でした。

2.90分あっという間でした。今日はとても貴重な一日で、とても楽しかったです。
3.学校での45分の授業より、自分が興味のある分野の90分のほうが集中できて楽
しかったです！！

4.普段の45分よりも倍の時間でしたが、すごく面白くて普段の授業よりも苦にな
りませんでした。

5.初めて学びフォーラムに参加してすごく良い体験ができました。また参加した
いと思います。ありがとうございました。

6.自分の興味のある分野について詳しく知ることができる機会ができて、とても
学べることが多くて良かったと思いました。

7.学校では聞けないようなことまで教えてくれた。とても分かりやすかった。も
うちょっと時間があってもよかった。

8.授業では習ったことのない話を聞けてとても勉強になった。興味のある話で、
また機会があれば参加したい。

9.色んな講座を受けて、いろんなことを知って、納得のいく大学を決められると
よいです。

10.自分の進みたい分野がよく分かってよい経験になった。
11.自分の将来に向けて考えることができて良かったです。
12.大学で学びたいことがはっきりしたのでまた参加したいと思った。
13.大学で学びたいなと思いました。先生が好きです！

14.今はまだ分からないことがあったのでもっと勉強してから受講したい。
15.講義のスライドが早く進んで少し目が追いつかない所もありましたが楽しかったです。
16.とても眠かった。９０分の授業は長いと思った。もう少し頑張ってみようと思った。
17.とても専門的な話で分からない部分も少しありました。しかし、実際の大学と同じよう

な雰囲気を味わえて、とても有意義だったと思います。
18.分かりやすい説明と自分の手でできる実験がとても良かったです。
19.大学本キャンパスで開催し、大学の雰囲気をもっと感じたいと思いました。
20.とても有意義な時間を過ごせました。質問にも良い返答をいただき、これを機にもっと

勉強を頑張ろうと思いました。
21.実際の大学の先生の話を聞いて、現場の雰囲気や仕事内容について知ることができて良

かった。また来たいと思いました。
22.先生のお話がとても楽しく、今後の生活の中でもこの講座で学んだことについて考えて

みたいと思いました。
23.自分の思った内容とは少し違う内容でしたが、興味の幅が広がったのでよかったです。
24.普段の学校の授業と違い、「～だから、こうだ。」といった分かりやすい説明があり感

動しました。こういった大学の講義に参加させてもらったことは初めてだったのでとて
も勉強になりました。

25.同じ学問の講座が連続しているのもいいなと思いました。
26.大学院に行くことも考えてみたいと思いました。
27.参加型の講義を受けてみたいです。
28.討論形式のような講座を受講してみたいです。



資料１－２

平成２４年度 平成２５年度

日程
計４日間
（10/28(日) 11/11(日) 12/8(土)・15(土)）

計６日間
（8/2(金) 10/27(日) 11/16(土)・17(日) 12/7(土)・8(日)）

場所

延べ６会場・５大学（名古屋５，東三河１）
10月 愛知県立大学サテライトキャンパス （名古屋：名駅）
11月 愛知県立大学サテライトキャンパス （名古屋：名駅）
11月 名古屋経済大学名駅サテライトキャンパス（名古屋：名駅）
12月 名古屋学院大学名古屋キャンパス白鳥学舎（名古屋：熱田区）
12月 日本福祉大学名古屋キャンパス （名古屋：中区）
12月 愛知大学豊橋キャンパス （東三河：豊橋）

延べ８会場・７大学等（名古屋５，尾張１，西三河１、東三河１）
8月 愛知県立大学サテライトキャンパス （名古屋：名駅）

10月 愛知東邦大学キャンパス （名古屋：名東区）
11月 愛知県立大学サテライトキャンパス （名古屋：名駅）
11月 愛知大学豊橋キャンパス （東三河：豊橋）
11月 名古屋産業大学尾張旭キャンパス （尾 張：尾張旭）
11月 名古屋経済大学名駅サテライトキャンパス（名古屋：名駅）
12月 「保育コンソーシアムあいち」ｻﾃﾗｲﾄｾﾝﾀｰ （名古屋：金山駅）
12月 人間環境大学キャンパス （西三河：岡崎）

講座

全２１講座（２１大学） ※２９大学４３講座を調整

＜分野別内訳＞

①歴史・文化・言語 ５ ⑥生活科学 ３
②こども・教育 ３ ⑦保険・医療・福祉 ３
③芸術・デザイン ２ ⑧情報・工学 ２
④ビジネス ２ ⑨理学 ０
⑤社会問題 １ 計 ２１

全２６講座（２６大学） ※３０大学４８講座を調整

＜分野別内訳＞

①歴史・文化・言語 １ ⑥生活科学 ３
②こども・教育 ３ ⑦保険・医療・福祉 ４
③芸術・デザイン ４ ⑧情報・工学 ３
④ビジネス ２ ⑨理学 ２
⑤社会問題 ４ 計 ２６

参加
参加生徒 ５８６名
参加校 ８９校

(他に保護者等12名・・・総数 598名）
(うち、1年209名、2年326名、3年50名、4年1名)
(うち、男子230名、女子356名）
(うち、県69校、市6校、私12校、特別支援2校)

参加生徒 ４５２名
参加校 ６４校

(他に保護者等13名・・・総数 465名）
(うち、1年167名、2年272名、3年13名)
(うち、男子143名、女子309名）
(うち、県54校、市0校、私6校、特別支援4校)

＜平成２５年度プログラム調整方針＞
・【会場】駅から徒歩でアクセスできる場所を優先して選定（バスによるアクセスは、当日の混乱等を避けるため選外）
・【会場】新たな地域として、尾張地域及び西三河地域での開催に配慮
・【講座】平成２４年度でやむを得ず選外となった大学を平成２５年度に優先して選出
・【講座】平成２４年度に開催が少なかった分野（理学、社会問題等）の優先的な選出に配慮
・【講座】講座分野がなるべく連動するように選出（参加生徒が複数講座をまとめて受講できるよう配慮）

平成２５年度「あいちの大学『学び』フォーラム」開催結果（その２）

8月2日 県大サテライト

坊垣教授(愛知医科大)

10月27日 愛知東邦大

津田教授(愛知工業大)

11月16日 愛知大学(豊橋)

鈴木教授(愛知大学)

11月17日 名古屋産業大

竹市客員教授（愛知学院大)

12月7日 名古屋経済大(名駅)

鮎京教授（名古屋大）

12月7日 保育コンソーシアム

鷹巣教授(愛知教育大)

参考：各会場の講座風景（平成２５年度）

12月8日 人間環境大

葛原教授(愛知東邦大)

４ 全体概要

※特別支援学校の参加生徒数が大幅に増加
平成２４年度 ２名 → 平成２５年度 延べ２２名

（うち１５名は聾学校生徒）



資料１－３

平成２５年度
日程 会場 参加 講座 講師

8/2
（金）

県立大
ｻﾃﾗｲﾄ

76 ⑦「痛いの痛いの飛んでいけ」はウソ？ホント？ 坊垣友美 愛知医科大学看護学部准教授

19 ③美術と教育－大人の絵と子どもの絵 笹子恭男 愛知県立大学教育福祉学部教授

40 ⑥スポーツ現場での管理栄養士の仕事 松島佳子 東海学園大学健康栄養学部准教授

10/27
(日）

愛知
東邦大

16 ⑥ソーセージとチーズの科学 林利哉 名城大学農学部准教授

6 ①アメリカ手話の魅力 菊池俊一 名古屋外国語大学外国語学部教授

8 ⑤あなたが世界に何ができるのか 影戸誠 日本福祉大学国際福祉開発学部教授

15 ⑦しなやかな脚を作る！ 阿部友和 星城大学ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学部助教

6 ⑧知らなきゃ損する！最新光デバイス 津田紀生 愛知工業大学工学部教授

7 ⑧空気のようなシステムと緑のようなマネジメント
鷲見克典 名古屋工業大学工学部教授
横山淳一 名古屋工業大学工学部准教授

11/16
（土）

県立大
ｻﾃﾗｲﾄ

7 ⑨統計学入門～データから何が分かるか？～ 木村美善 南山大学情報理工学部教授

17 ③デザイナーの頭の中って、どうなってんの？ 下尾邦之 名古屋造形大学造形学部教授

10 ⑦臨床工学技士って何者？ 井平勝 藤田保健衛生大学医療科学部准教授

愛知大
(豊橋)

17 ⑧壊さないもの・壊すもの 安全について考える 足立忠晴 豊橋技術科学大学工学研究科教授

18 ④企業経営とエネルギー・環境問題 見目喜重 豊橋創造大学経営学部教授

13 ④粋（いき）な地方人＝ポスト東京人のまちづくり 鈴木誠 愛知大学地域政策学部教授

11/17
（日）

名古屋
産業大

（尾張旭）

12 ⑨ビッグデータに挑む統計学 加藤悟 名古屋産業大学環境情報ﾋ゙ｼ゙ﾈｽ学部准教授

13 ②学校って何だろう－教育の歴史社会学－ 久保田英助 愛知みずほ大学人間科学部講師

14 ②「学び」について 竹市良成 愛知学院大学総合政策学部客員教授

12/7
（土）

名古屋
経済大
(名駅）

18 ⑤アジア諸国に対する法整備支援 鮎京正訓 名古屋大学法学研究科教授

12 ⑤株式会社は、インドで生まれた？ 川上博英 名古屋経済大学法学部教授

保育ｺﾝ
ｿｰｼｱﾑ

19 ③音にまつわるエトセトラ～音空間と音楽～ 牧勝弘 愛知淑徳大学人間情報学部准教授

11 ③図像学入門 鷹巣純 愛知教育大学教育学部教授

12/8
（日）

人間
環境大

12 ⑤震災を語り継ぐ-映像メディアの役割－ 栃窪優二 椙山女学園大学文化情報学部教授

32 ②大学で学ぶ心理学 三後美紀 人間環境大学人間環境学部講師

16 ⑦スポーツトレーナーを目指す！！ 葛原憲治 愛知東邦大学人間学部教授

18 ⑥生活環境のにおい・かおり 光田恵 大同大学情報学部教授

452人

■１講座あたりの平均参加者数 ２７.９人／講座(全21講座) １７.４人／講座(全26講座) ２２.１人／講座(全47講座(1,038人))

■１講座あたり平均参加者数の分野別順位 No.1 こども・教育 (40.0人)※3 No.1 保健・医療・福祉 (29.3人)※4 No.1 こども・教育 (29.8人)※6
・カッコ内は講座あたり平均参加者数 No.2 生活科学 (32.0人)※2 No.2 生活科学 (24.7人)※3 No.2 保健・医療・福祉 (29.1人)※8
・※は開催講座数 No.3 情報・工学 (30.0人)※2 No.3 こども・教育 (19.7人)※3 No.3 生活科学 (27.6人)※5

No.4 保健・医療・福祉(29.0人)※4 No.4 芸術・デザイン (16.5人)※4 No.4 歴史・文化・言語 (21.3人)※6
No.5 芸術・デザイン (27.5人)※2 No.5 ビジネス (15.5人)※2 No.5 芸術・デザイン (20.2人)※6

平成２５年度「あいちの大学『学び』フォーラム」開催結果（その３）

５ 講座別の参加者内訳

平成２４年度
日程 会場 参加 講座 講師

10/28
（日）

県立大
ｻﾃﾗｲﾄ

39 ⑥スポーツ選手の食事を考えよう！ 松島佳子 東海学園大学健康栄養学部准教授

22 ⑤国際社会と法 佐分晴夫 名古屋経済大学法学部教授

21 ①「いま」に生きる名古屋城下町 山村亜希 愛知県立大学日本文化学部准教授

11/11
(日）

県立大
ｻﾃﾗｲﾄ

18 ③絵画と写真をつなぐﾌﾞﾗｯｸﾎﾞｯｸｽ「ｶﾒﾗｵﾌﾞｽｸﾗ」 小林亮介 名古屋造形大学造形学部教授

32 ①言葉と文化～日本語と英語をくらべて～ 廣瀬正宣 名古屋外国語大学外国語学部教授

30 ①Exploring Different Worlds Through English Rovert Croker 南山大学総合政策学部教授

名古屋
経済大
（名駅）

61
②人間関係を上手くやるコツ教えます

-対人魅力の心理学-
北折充隆 金城学院大学人間科学部准教授

21
⑦どのような支援ができるだろう？

-ある貧困家庭のこどものケース-
湯原悦子 日本福祉大学社会福祉学部准教授

27 ⑦長寿社会における栄養学 井形昭弘 名古屋学芸大学学長

12/8
（土）

名古屋
学園大
（白鳥）

26 ⑦頑張らないストレッチング 松田克彦 名古屋学院大学スポーツ健康学部

12 ①三国志と人形劇 渡邊幸彦 同朋大学文学部准教授

37 ③江戸のユニバーサルデザイン 堀越哲美 名古屋工業大学工学部教授

42 ⑧身近になる知能ロボットとＡＩ 巣宇燕 名古屋産業大学環境情報ﾋ゙ｼ゙ﾈｽ学部教授

12/15
（土）

日本福
祉大

（名古屋）

36 ②保育者の仕事は子どもと遊ぶことなの？ 小嶋玲子 桜花学園大学保育学部教授

23 ②手話の成り立ちを考える-特別支援教育入門－ 小田候朗 愛知教育大学教育学部教授

25 ⑥食と遺伝子 佐藤浩 名古屋文理大学健康生活学部教授

6 ④シリアスゲームによる学びと問題解決
天野圭二 星城大学経営学部准教授
野村淳一 星城大学経営学部准教授

愛知大
（豊橋）

27 ①英和辞典はどのようにして作られるのか 塚本倫久 愛知大学国際ｺﾐｭﾆｹー ｼｮﾝ学部教授

21 ④企業経営におけるﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 川戸和英 豊橋創造大学経営学部教授

42 ⑦こころをつくる化学物質たち 吉田祥子 豊橋技術科学大学環境・生命工学系講師

18 ⑧自動車の衝突安全設計の考え方 山本照美 愛知工科大学工学部教授

586人

平成２４年度 平成２５年度 総 計

表中の①～⑨は分野別の分類番号
①歴史・文化・言語：史学、文学、考古学など ⑥生活科学：栄養学、農学、水産学、環境など
②こども・教育：教育学、心理学、人間科学など ⑦保健・医療・福祉：医学、社会福祉、ｽﾎﾟｰﾂなど
③芸術・デザイン：美術、音楽、映像、建築など ⑧情報・工学：機械、電気通信、ｴﾈﾙｷﾞｰなど
④ビジネス：経済学、経営学、商学、金融工学など ⑨理学：数学、物理、生物、化学など
⑤社会問題：法学、政治学、国際関係学、社会学など



資料１－４

問1:参加したきっかけは何ですか？(複数回答) 問2:講義の難易度は適切でしたか？

問3:来年も開催されるなら参加したいですか？ 問4:参加してよかった点は？(複数回答)

問5:時期はいつがよいですか？
(問3で参加したいと回答した生徒のみ回答） 問6:会場はどういう場所がよいですか？ (複数回答)

（全２５人、一部複数回答あり）

１．参加のきっかけ
①自分の希望 ( 7 /26人）
②大学の方針 （19 /26人）
③その他 ( 0 /26人)

２．高校生の態度
①良い （21 /25人）
②普通 （ 4 /25人）
③悪い （ 0 /25人）
④その他 ( 0 /25人）

３．来年度の参加
①参加したい （20 /25人）
②どちらでもよい （ 4 /25人)
③参加したくない ( 0 /25人）
④その他 （ 1 /25人）
（その他：職場今年度限り）

４．会場場所
①ｻﾃﾗｲﾄ等便が良い所 (17 /29人)
②遠くても本ｷｬﾝﾊﾟｽ ( 8 /29人）
③自宅近くの大学等 （ 2 /29人）
④その他 （ 2 /29人）
（その他：高校生の参加が容易なところあれ

ばどこでもよい / 特になし）

19.2%

29.9%

4.4%

36.7%

9.2%

0.6%

0% 10% 20% 30% 40%

大学の講義を体験したかった

関心のある分野の講義があった

志望大学の講義があった

学校の先生から紹介があった

友人に誘われた

その他

平成２５年度「あいちの大学『学び』フォーラム」開催結果（その４）

６ アンケート結果

9.3%

74.8%

14.8%

1.0%

0% 20% 40% 60% 80%

易しかった

ちょうどよかった

難しかった

その他

82.9%

5.5%

11.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

参加したい

参加したくない

その他

10.6%

42.8%

8.7%

33.0%

0.6%

4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

大学で学びたい分野がよりはっきりした

自分の興味の幅が広がった

普段の勉強の大切さに気付いた

９０分の講義を体験することができた

特にない

その他

(515人)

14.2%

36.0%

15.1%

16.0%

4.5%

14.2%

0% 10% 20% 30% 40%

１学期

夏休み

２学期

冬休み

３学期

春休み

58.3%

21.4%

19.0%

1.2%

0% 20% 40% 60% 80%

交通の便がよいｻﾃﾗｲﾄｷｬﾝﾊﾟｽなど

遠くても大学の本キャンパス

自宅の近くの大学か大学以外

その他

生徒アンケート（Ｈ２４～２５の合計値） 講師アンケート（Ｈ２５のみ）

35.9
%64.1

%

36.2
%

57.6
%

6.2
%

80.4%

3.3%

0.7%
11.8%

3.9%

男女比率 学年比率

参加生徒属性（Ｈ２４～２５の合計値）

学校比率

(299人)

(466人)
(68人)

(572人)
(144人)

(9人)

(93人)

(747人)

(148人)

(10人)

(828人)

(55人)

(116人)

(166人)

(668人)
(137人)

(9人)

(66人)

(188人)

(475人)
(200人)

(211人)

(59人)

(188人)

(664人)

(244人)

(216人)

(14人)

(373人)
(665人)

(376人)
(598人)

(64人)

(123校)

(5校)

(1校) (18校)

(6校)

男子

女子
１年

２年

３年

県立高

名古屋市立高
豊橋市立高

私立高

特別支援学校

その他回答(例)：講座が面白そうだった/去年も参加してよかったから/
知らない分野を知ってみたかった 等

その他回答(例)：少し難しかった/なんともいえない/ふつう 等

その他回答(例)：日程が合えば/興味のある講座があれば(多数) 等 その他回答(例)：今後活かせる/興味がさらに深まった/同じ興味を持つ
友達に出会えた

(どこでもよい 等)



平成２６年度「あいちの大学『学び』フォーラム」開催案（その１）
資料１－５

（１）日程

〇アンケートからは夏休みがよいという声が多数寄せられており、また、本年度

において夏休み期間にあたる８月（平日）に試験的に開催したところ、他の日

程と比較しても参加者数が多かったため、平成２６年度は夏休み期間の開催を

増やす。

〇これまで開催している１０月～１１月の土日は学力考査や部活動の大会日程と

重複することが多く、生徒の参加が難しいとの声が学校現場から寄せられてい

ることから、なるべく１０月～１１月の開催は避けることとする。

（２）会場

〇アンケートからは「サテライトキャンパスなど交通の便がよい会場」を希望す

る声が多かったことから、これを中心に調整を行うが、その一方で、大学の本

キャンパスでの開催を望む声もあるため、大学の回答状況をみながら県教育委

員会で調整する。

〇会場地区については、本年度において新たに尾張・西三河地区で試験的に開催

したところ、当該地区の高校からの出席者は多かったものの、他地区の高校か

らの出席者は少なかった。また、会場場所に限らず、講座内容をみて参加して

いる傾向が全体的に強く見受けられることから、会場の地区割りにこだわらず、

生徒が参加しやすい会場を優先する。

（３）講座

〇各大学から派遣可能な日程、テーマ、講師について回答してもらい、原則１大

学１講座となるように県教育委員会が調整する（本年度の選外大学は優先して

選出）。

〇通常の講義に限らず、ワークショップやゼミ形式など、幅広な講座パターンを

募集する（生徒からも要望あり）。

〇分野別のバランスは、あくまで大学の回答状況全体をみながらの調整となるが、

人気分野（※1）や、生徒から開催を望む声が多い分野、進学者が多い分野、過

去に開催が少ない分野（※2）などに配慮する。

平成２６年度の開催方針（案）

参加者アンケート結果（生徒及び大学講師の意見）によると、来年も参加したいという生徒の声が多く、また、大学講師からも継続開催の意見が寄せられていることか
ら、以下の案により、平成２６年度も引き続き開催することとする。

また、人気分野については、多くの生徒が参加できるように複数日程の開催も

検討する。

※1（例）：教育学、心理学、人間科学、医学、看護学、スポーツ、栄養学、

言語（特に英語）

※2（例）：史学、マンガ、建築、宇宙、生物、経済、政治、法律、数学、

物理、情報通信

（４）スケジュール

①1月30日 大学と県教育委員会との連携推進会議

②2～3月 大学へ講師派遣及び会場提供の依頼・照会

③4～5月 大学の回答期限、教育委員会による調整

④5月 全体プログラム確定

⑤5～6月 記者発表、学校への参加依頼

⑥7月 本番（以降、順次開催）

（５）その他

〇募集要項（定員(50名)や応募方法(所属学校経由で県教育委員会への申込)等の

設定）は、原則例年どおりとする。

〇従来は、主催者として県教育委員会のみを示していたが、平成２６年度からは

記者発表やチラシ等において、「大学と県教育委員会との連携推進会議」を共

催者として記すことにより、高大連携による取組であることを対外的によりＰ

Ｒしていく。

※各大学におかれましては、本事業が次代を担う若者を社会全体で育成していく

ために、県内の大学と愛知県が協力して進めていくという趣旨のもとでスター

トした事業であることに鑑み、可能な範囲で講師の派遣及び経費等の負担につ

いてご協力いただきますようお願い申し上げます。



平成２４年度 平成２５年度 平成２６年度（案）

日程
計４日間（10/28(日) 11/11(日)

12/8(土)・15(土)）
計６日間（8/2(金) 10/27(日) 11/16(土)・

17(日) 12/7(土)・8(日)）
計５日間（7/12(土) 8/1(金) 8/9(土)

9/15(月(祝日)) 12/13(土)）

場所

延べ６会場・５大学（名古屋５，東三河１）
10月 愛知県立大学サテライトキャンパス （名古屋：名駅）
11月 愛知県立大学サテライトキャンパス （名古屋：名駅）
11月 名古屋経済大学名駅サテライトキャンパス（名古屋：名駅）
12月 名古屋学院大学名古屋キャンパス白鳥学舎（名古屋：熱田）
12月 日本福祉大学名古屋キャンパス （名古屋：鶴舞）
12月 愛知大学豊橋キャンパス （東三河：豊橋）

延べ８会場・７大学等（名古屋５，尾張・西三河・東三河各１）

8月 愛知県立大学サテライトキャンパス （名古屋：名駅）

10月 愛知東邦大学キャンパス （名古屋：名東区）
11月 愛知県立大学サテライトキャンパス （名古屋：名駅）
11月 愛知大学豊橋キャンパス （東三河：豊橋）
11月 名古屋産業大学尾張旭キャンパス （尾 張：尾張旭）
11月 名古屋経済大学名駅サテライトキャンパス（名古屋：名駅）
12月 「保育コンソーシアムあいち」ｻﾃﾗｲﾄｾﾝﾀｰ （名古屋：金山駅）
12月 人間環境大学キャンパス （西三河：岡崎）

延べ５会場～６会場
※駅からのアクセスが容易なサテライトキャン
パスや大学を中心に調整する。

講座

全２１講座（２１大学）
※２９大学４３講座を調整

＜分野別内訳＞
①歴史・文化・言語 ５
②こども・教育 ３
③芸術・デザイン ２
④ビジネス ２
⑤社会問題 １
⑥生活科学 ３
⑦保険・医療・福祉 ３
⑧情報・工学 ２
⑨理学 ０

計 ２１

全２６講座（２６大学）
※３０大学４８講座を調整

＜分野別内訳＞
①歴史・文化・言語 １
②こども・教育 ３
③芸術・デザイン ４
④ビジネス ２
⑤社会問題 ４
⑥生活科学 ３
⑦保険・医療・福祉 ４
⑧情報・工学 ３
⑨理学 ２

計 ２６

想定講座数２０～２５講座
※１大学１講座の選出を原則とし、Ｈ２５

の選外大学は優先して調整

＜調整時に配慮する分野＞
■人気分野（教育学、心理学、人間科学、医療・
看護関係、スポーツ、言語（特に英語）など）
＊人気分野は複数日程の開催も検討する

■要望・進学者が多い分野、過去開催が少ない分野
（史学、マンガ、建築、宇宙、生物、経済、政治、
法律、数学、物理、情報通信 など）

※ワークショップ、ゼミ形式、討論形式など、講座
の開催パターンは幅広く開催可（１コマで時間が
不足する場合は２コマ連続しての設定等も可）

備考
当初予定の10月・11月の計6講座開催から、大
幅に日程・講座数を増設

特別支援学校生徒の参加が大幅増（バリアフリー会場や
手話通訳の必要性）

「大学と県教育委員会との連携推進会議」を共催者とし
て記載（チラシ作成や記者発表時などに掲載する）

平成２６年度「あいちの大学『学び』フォーラム」開催案（その２） 資料１－６

（６）まとめ
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定期考査

長期休業期間

部活動等

学びフォーラム日程候補 ★ ★ ★

(1学期末テスト)(1学期中間テスト) (2学期中間テスト) (2学期末テスト)

新人戦等大会時期インターハイ等大会時期

夏休み 冬休み 春休み

(学年末テスト)

H26年

高校生スケジュール等

（７）参考（平成２６年度の日程検討）

★



平成２５年度「大学生による学校現場での学習支援の充実に向けた情報交換会」開催結果等（その１）資料２－１

１ 目的

大学と市町村教育委員会の担当者同士が、学校現場での大学生ボランティアについて情報交換を行うことにより、より多くの大学生に学習支援に参加する機会を提供する。

２ 経緯
平成25年７月 各大学宛てに開催通知・出席者照会 → ８月に取りまとめ
平成25年９月 各市町村教育委員会宛てに開催通知・出席者照会 → １０月に取りまとめ ※各市町村には出席大学の一覧を通知し、これを踏まえての出席者を照会
平成25年10月 記者発表
平成25年10月 尾張会場（10月30日（水） 14時～16時 於愛知県自治センター）
平成25年11月 三河会場（11月13日（水） 14時～16時 於愛知県西三河総合庁舎）
平成25年12月 各大学・市町村教育委員会宛てに次年度の参考とするためのアンケートを実施

３ 内容
（１）これまでの経緯説明、「あいちの学校連携ネット」紹介
（２）大学と市町村のグループ（８名前後）に分かれての情報交換（約３５分）
（３）各グループから情報交換の結果報告
（４）全体による情報交換（約２０分）

※情報交換の主な内容（例）
・市町村におけるH26の学生ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ内容
・学生の募集方法
・学生の保険、報酬、旅費の対応
・大学での単位認定

４ 参加者

（１）参加者数（人）

尾張会場 三河会場
大学計 市町村教委計 総 計

大学 市町村教委 大学 市町村教委

H25年度 27 28 4 9 31 37 68
H24年度 25 21 8 14 33 35 68

（２）アンケート結果（グラフ上段（斜線）がＨ２４年度、下段（黒）がＨ２５年度、いずれも単位は「人」）
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設問１．参加目的について 設問２．次年度の情報交換会について
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(3)学校での人数を増やすきっかけとなっ

た

(4)活動したことない小中学校で学生が

活動するきっかけとなった

(5)その他

(6)特になし
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(1)既に受入済みの大学から学生をさら

に増やすきっかけとなった

(2)受け入れたことのない大学から学生

を受け入れるきっかけとなった

(3)大学への募集PR方法を見直すきっ

かけとなった

(4)その他

(5)特になし

設問３．【大学向け】参加して良かった点について 設問４．【市町村向け】参加して良かった点について
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(1)4‐6月

(2)7‐8月

(3)9‐12月

(4)1‐3月

(5)その他
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(1)尾張と三河で各1会場

(2)全域対象で名古屋会場

(3)その他
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(1)グループ＆全体

(2)グループ協議のみ

(3)全体協議のみ

(4)その他
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(1)活用済み

(2)今後活用

(3)サイトを改善してほしい

(4)活用予定なし

(5)その他

設問５．開催時期の希望について 設問６．開催会場について 設問７．開催内容について 設問８．「あいちの学校連携ネット」活用について

〇「元気な学生が学校生活に入ったこ
とにより、校内が活力あふれ、明る
い雰囲気になった。」

〇「授業中、きめ細かな個別指導が行き届
き、子どもが落ち着いて学習に取り組め
るようになった」

〇「学生が教育実習を終えてから、また同
じ学校に入って子ども達とさらに深く関
わることができ、教育効果を上げてい
る」

〇「授業だけでなく、給食や放課、部活動
なども共にしてくれる学生もいて子ども
たちが喜んでいる」

【参考】～学生に対する学校現場からの声～



平成２５年度「大学生による学校現場での学習支援の充実に向けた情報交換会」開催結果等（その２）資料２－２

５ その他アンケート結果

H25年12月に大学と市町村教育委員会に対して実施したアンケートの取りまとめ結果（抜粋）。来年度以降の情報交換会の開催検討等のために実施したもの。

【大学向けアンケート結果（全４９大学）】
（１）大学内の学生向けメール配信システム用に県教育委員会が作成した「学生ボランティアの募集

情報を集約した情報」の活用状況について（※）

※市町村が募集する学生ボランティアの情報を県教委が集約し、大学内の学生向けポータル
サイト用などに案文を作成して大学へメール送付しており、その活用状況を問う設問。

（２）平成２６年度の「大学生による学校現場での学習支援」について、新たに実施する（もしくは
検討している）取組がありますか。

（３）上記（２）で「新しい取組がある（もしくは検討している）」と回答した大学について、具体
的な内容は何ですか。

【市町村向けアンケート結果（全５４市町村）】

（１）平成25年度(4月～11月末)に管内の小中学校の学習支援等に参加した大学生について

・いる：４２（４０）市町村 ・いない１２（１３）市町村

※カッコ内の数は前年調査結果。ただし、対象期間はH24.4月～H25.3上旬頃。以下同じ。

（２）（１）で「いる」と回答した場合、参加した大学生の実人数について

・合計：1,696人（1,983人）

（３）「大学生による学校現場での学習支援」に関する実施要項等の有無について

・ある：２２市町村 ・ない：３２市町村

（４）参加大学生への補助について

・ある：２９市町村 ・ない：２５市町村

＜補助の内容（複数回答）＞

（５）平成２６年度の「大学生による学校現場での学習支援」について（複数回答）

（６）（５）で２もしくは３（Ｈ２６に新たな取組がある）と回答した場合、その具体的な

内容について（検討含む）

尾張会場風景（H25.10.30 於県自治センター） 三河会場風景（H25.11.13 於県西三河総合庁舎）
【参考(各会場の様子）】

4

85

2
2

■活用しなかった理由（例）
・教員を目指す学生がいない（少ない）。
・ｼｽﾃﾑで流す既存の情報量が多く、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

情報を掲載しても学生が読まないと判断。
■その他（例）

・すでに市町村と連携した取組を実施中。
・講義、ﾎﾟｽﾀｰ、口頭などにより周知。

■「新しい取組がない」と回答した補足（例）
・現行の取組を良いものとするため検討は継

続していく。
・現行の取組の拡充・基盤強化は検討する。

■その他（例）
・検討中。
・市町村から依頼がある度に検討している。

15

1010

11
活用した

検討の結果、活用しなかった

そもそも対応不可だった

その他

8

30

8 新しい取組がある

新しい取組がない

その他

16

9

11
実績のなかった大学からの受入実施

大学との協定等の締結実施

大学への募集方法

22
61

13

保険料の負担（死亡、入院・通院、対人・対物等）

交通費の支給（５００円／回、１０００円/回等）

給食費の支給（２３０円／食（小学校）、２６０円／食（中学校））

その他（主に謝金（1000円/時、500円/時、20,000円図書券/年）等）

21

143

10

9
1.これまでと同じ大学と同様に継続して実施

2.これまでに加えて、新たな学校とも実施、もしくは検討中

3.今まではなかったが、新たに実施、もしくは、新たに実施することを検討

4.実施予定はない

5.その他（「大学を特定することなく同様に実施」「学校の要望・状況により実施」等）



平成２６年度「大学生による学校現場での学習支援の充実に向けた情報交換会」開催案 資料２－３

平成２６年度の開催方針（案）

参加者アンケート結果によると今後も参加したいという声が多く、また、県教育委員会として将来の教員の資質向上のため、当情報交換会がより効果的な場となるよう
に、以下の案により平成２６年度も引き続き開催することとする。

（１）日程

〇アンケートからは９月から１２月の間の開催を希望する声が最も多く、この

傾向は大学・市町村ともに共通であることから、例年同様に９月から１２月

の間の開催とする。

〇教育委員会が２日間の日程を設定し、大学と市町村に出欠の都合を照会し、

その回答をとりまとめ、全体の出欠バランスをみながら参加者の調整を行

う。日程によって人数が偏らないように配慮する。なお、両日の参加も可と

する。

（２）会場

〇アンケートからは例年同様に尾張会場と三河会場での各１回ずつの開催を望

む声が多かったが、これは参加人数の多い尾張会場の参加者のアンケート結

果によるところが大きく、三河会場の参加者のアンケートでは、県内全域を

対象として名古屋会場での開催を望む声も多かった。

〇平成２６年度は、これまで参加者が少なかった三河会場での開催を止め、県

内全域を対象として名古屋会場で開催する。

（３）内容

〇アンケートからは「グループ協議と全体での協議」を希望する声が多かった

ため、以下の流れで進行する。

1.グループ協議（１グループ８名前後で大学と市町村を同数配置）

2.グループ協議結果発表（各グループでの論点、課題等の報告）

3.全体協議（グループを超えての情報交換を実施）

※その他、大学・市町村での個別の取組や連携した取組で事例発表ができそ

うなものがあれば、当日に発表してもらうことも検討。

（例）【大学】単位認定、【市町村教育委員会】学生への保険・報酬、

【大学・市町村教育委員会】大学と市町村教育委員会の連携事例 等

（４）スケジュール

①平成26年７月 各大学宛てに開催通知・出席者照会

②平成26年９月 各市町村教育委員会宛てに開催通知・出席者照会

③平成26年10月 記者発表

④平成26年10～12月 名古屋を会場として２日間開催

※市町村教育委員会宛てに通知する際には、出席大学の一覧も参考までに併せ

て情報提供する。

（５）その他

〇平成２５年度より新たに実施した「大学での学生向けメール配信システムに

よるボランティア情報の発信(※)」を継続して実施し、学生にダイレクトに

情報提供を行う。

※「あいちの学校連携ネット」で市町村が募集する大学生ボランティア情報

をコンパクトに取りまとめたものを大学へメール送付し、その後に各大学

のメールシステムや掲示板等を経由して直接学生へボランティア情報を発

信する取組。

〇「あいちの学校連携ネット」を経由して、直接、市町村にボランティアに関

する問合せ（平成２５年１０月からサイト改修により付与した新たな機能）

をした学生の情報を大学担当者と共有する。

・平成25年10月末～平成26年1月までの間に合計９件（７大学）の利用あり。

・県教育委員会の担当者から当該大学の担当者に対し、ボランティアの問合

せをサイト経由で行った学生の情報をメール送付により伝達するもの（学

生情報の取扱については、各大学の運用による）。



「あいちの学校連携ネット」について 資 料 ３

１ 概要

県内の大学、市町村教育委員会、県立・私立学校等の各種情報を掲載し、双方の連携した取組の実施につなげていくことを目的に開設したマッチングサイト。平成２４年３月に開設。

２ 利用状況

３ サイト改修

サイトの利便性を更に高めるため、本年度において以下のサイト改修等を実施し、改修後のサイトを平成２５年１０月末から公開開始。

（１）短期大学の情報追加（既存の４年制大学同様に県内全ての短期大学の情報を追加）

（２）市町村が募集する大学生ボランティアに係る申込み機能の追加（サイト上から大学生が市町村に対して直接申込み等ができる仕組みを追加）

（３）サイト利用促進のためのチラシ・ポスターを高校生向け、大学生向けにそれぞれ作成し、関係各所へ配付

（４）その他、サイト上で必要なレイアウトや機能の修正等

４ サイトのＰＲ

（１）県教育委員会の高校生向け・大学生向け事業でのチラシ配付や、教育委員会広報誌でのサイト情報の掲載。

（２）大学が登録した「高校生向け講座情報」や、市町村教育委員会が登録した「大学生のボランティア情報」の更新情報を取りまとめ、県立学校や大学宛てにメール配信。

（３）市町村教育委員会が登録した「大学生のボランティア情報」をコンパクトに取りまとめたものを大学へメール送付し、その後に各大学内の「学生向けメール配信シス

テム（学生向けポータルサイトやメルマガ等）」を経由して直接学生へボランティア情報を発信（平成２５年度新規）。

(1)平成２４年度（Ｈ２４.４月～Ｈ２５.３月）

■アクセス数……………………………１４,０４１件

■ページビュー数

１．トップページ……………………２４,４１８件

２．高校生向け講座関係………………６,９３３件

３．学生ボランティア募集関係………５,１９２件

＊他に、教員向け講座関係やﾏｯﾁﾝｸﾞﾚﾎﾟｰﾄ(※)へのアクセス数
も多い。※高校と大学等が実際に連携し実施した事例の報告ページ

より魅力的なサイトにするためにも、各大学で学生にサイトをＰＲしたり、積極的な情報の更新(特に講座)をお願いいたします。
（サイト閲覧者は各大学で実施する高校生向け講座や、小中学校での学生ボランティアの情報を検索していることが大半です。）

(2)平成２５年度（Ｈ２５.４月～Ｈ２５.１２月） ※カッコ内は前年同月時点

■アクセス数………………………………１７,９４４件（ １０,６００件 ）前年比約1.7倍

■ページビュー数

１．学生ボランティア募集関係………１４,３０９件（ ３,２５５件 ）前年比約4.4倍

２．トップページ………………………１２,９３８件（ ２０,９５３件 ）前年比約0.6倍

３．高校生向け講座関係…………………２,５２０件（ ６,３１７件 ）前年比約0.4倍

＊次いで、大学見学や教員向け講座関係ページへのアクセス数も多い。

(3)大学からの情報掲載

高校生向け
公開講座

高校生向け
出張講座

大学見学
教員向け
公開講座

H24年度 28 35 45 2

H25年度 ９ 35 45 2

＜サイトへの情報掲載をした大学の数＞

市町村
教育委員会

特別支援学校

H24年度 12 2

H25年度 15 1

(4)【参考】学生ボランティア募集ページへの情報掲載

＜サイトでボランティアの募集をした市町村等の数＞
■H２５年度において、前年よりもアクセス

数が増加しており、それと同時に学生
ボランティア募集関係のページへもアク
セス数が急増している（市町村による募
集情報の掲載件数も増加)。

■一方、H２４年度において、トップページ
の次にアクセス数が多かった高校生向
け講座関係のページへのアクセス数はH
２５年度において減少している（当該講座
をサイトに掲載する大学の数も減少)。

利用状況分析

※ ※

※ Ｈ24年度から継続掲載のものが大半を占めている。

※サイト経由によるボランティア申込みの主な流れ
①学生がボランティア募集ページから市町村宛てに個人情報と申込内容等を入力・送信
②申込等があった旨、市町村へメール送信される（個人情報はパスワードで保護）
③以後、市町村担当者と学生で直接やり取りを行い、今後のボランティア活動に向け調整


