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取 組 の 概 要 

本取組は、北海道大学の教育目標「全人教育・実学の重視」に適

合した人材養成を、本学総合博物館を舞台として全学的に展開する

ものである。導入・ステップアップ・社会体験という３つの段階か

らなる教育システムを構築し、市民対象の大学博物館活動に学生が

参加する事で、協調性と自主性、自己評価の視点を持った学生を育

てることを目的としている。本取組は高年次における体験教育を展

望した教育プログラムとして位置づけられる。 

 

１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【１ページ以内】 

（１）取組の実施にあたって、８名からなる教育GP学内運営委員会を組織し、全体の

動きを統括した。また、教育GP事業推進ワーキンググループ、サブワーキンググルー

プを組織し、本プログラムにおける教育改善の発展性を保った。さらに、専任の博物

館教育コーディネーターを２名配置し、１名は会計・教務・庶務担当、もう１名は広

報・渉外担当としてプログラムの効率的な推進を図った。 

（２）初年度は導入科目、ステップアップ科目、社会体験型科目の３段階からなる教

育プログラムの展開、２年目はその発展、最終年度はプログラムの定着と継続のため

の体制の確保を行った。３年間の取組の具体的な内容としては、教育用解説看板を作

成するなど教育基盤を整備し、キャンパス教育用テキスト４編、演習用テキスト 10

編を編集・出版した。また、「学生参加プロジェクト」を実施し、他学部の学生や市

民ボランティアと協働することのできるプログラムを実施した。さらに、初年度より

開始した卒論ポスター発表会を、学部生の卒業研究イベントとして定着させた。これ

らの取組により、「ミュージアムマイスター」認定コースを全学的に展開した。参加

教員数は、20 年度 58 人、21 年度 121 人、22 年度 136 人、プログラム受講者数は 20

年度 674 人、21 年度 1,002 人、22 年度 1,335 人と発展している。また、学外の講師

も交えてセミナーとシンポジウムを開催し、本プロジェクトの公表・普及とあわせ、

他大学博物館の教育プロジェクトとの比較・検討を行った。 

（３）社会への情報提供活動としては、①専門誌・報告書、②学会発表、③学内向け

記事、④メディア報道（新聞、テレビ、フリーペーパー）、⑤ホームページ、⑥ポス

ター、チラシ、⑦一般向けセミナー・シンポジウムを行った。特に最終年度は、プレ

スリリースの結果、学生の活躍が度々新聞に取り上げられるなど、成果をあげること

ができた。 



 

②．取組の成果 【１ページ以内】 

 本プログラムは、北大総合博物館を舞台とした体験型全人教育を全学的に発展さ

せ、北海道大学が目指す「全人教育・実学の重視」に適合した人材を養成するために、

導入科目・ステップアップ科目・社会体験型科目の３つの段階からなる教育システム

を設定している。１年目は、学内運営委員会、外部評価委員会を設置し、「HOKUDAI

ミュージアムマイスター認定コース」を設定するなど、３つの段階からなる教育シス

テムの基盤作りを行い、２年目、３年目でその定着、発展を図った。 

この結果、実施プログラム数は 20 年度 16 科目、21 年度 28 科目、22 年度 32 科目

と増加し、ミュージアムマイスター認定コース登録者は 20 年度 0 名、21 年度 41 名、

22 年度 92 名（累計）となっている。認定コースは、登録システムを整備し、広報活

動に力を注いだものの、年度当初は、4～5 名の登録を得るに過ぎなかった。しかし、

学生参加プロジェクトへの参加者募集にともない、参加申込とともに登録する学生が

増え、徐々に認知されてきた。この結果、マイスター認定者は 20 年度 0 名、21 年度

2 名、22 年度 11 名と、順調にその数を増やしており（累計 13 名）、100 名程度の登

録者、年 10 名程度の認定という当初の目標は達成された。平成 22 年度は、ミュージ

アムマイスター認定者の中から、成績優秀で、品行方正な本学学部卒業者に対して、

本学の推薦に基づき授与される「クラーク賞」の受賞者が 2 名出たことからも、本プ

ログラムが育成した人材の質の高さが証明された。 

 ３つの段階からなる教育システムの中でも、社会体験型科目に位置付けられるオフ

カリキュラムプロジェクトはユニークな内容となっており、企画展の展示制作・展示

解説や、ミュージアムショップのグッズ開発、卒論ポスター発表会など、学生がコミ

ュニケーション能力と協調性、自主性を身に付けるのに貢献している。その中でも卒

論ポスター発表会は、学内外で好評を博しており、平成 22 年度には、大学本部から

の要請を受け、会場に隣接した場所に、本学のサステナビリティウィーク 2010 のポ

スター発表会で優秀賞を受賞した大学院生によるポスター6 点も同時に展示するな

ど、全学的な発展を見せている。また、本発表会は、市民の方に、学生がどのような

ことを学び、研究しているのかを知ってもらう良い機会となり、来場した教員や学生

にとっては、普段知ることのない他学部の研究成果を知る良い機会となったことが、

投票用紙に綴られたコメントから窺える：「いろいろな学部が何をしているかわかっ

て良かった」「学部横断のこのようなとりくみは他になかなかなく、楽しみに思って

おります」（来場者）、「このような企画をしていただき、たいへん興味深く、社会へ

の大学のアウトリーチとして素晴らしいものだと思います」（教員）。また、発表した

学生達にとっては、卒業研究を一般の方や異なる分野の方々に分かりやすく伝えて、

様々な質問に答えるといった経験を通して、課題探求能力、コミュニケーション能力

を身に付け、視野を広げるきっかけとなったことが、事後考察などから窺える：「普

段知ることのできない他学部の卒業論文を知る事ができ、違った着眼点や調査手法に

触れる事ができた」「大学外の市民の方々の意見を聞くことで研究の意義を改めて考

えさせられた」（参加学生）。このように、本プロジェクトが目的とする学部横断的な

全学教育は、着実に根付いているといえる。 



 

③．評価及び改善・充実への取組 【１ページ以内】 

 本プロジェクトは、学外からの厳しい評価と提言を得て運営に役立てるため、年に

１度6名の委員からなる教育GP外部評価委員会を設置して、プログラム全体に対する

第三者評価を行う体制を整えた。委員会の開催にあたって、前年度の事業成果報告書

の他、各種付随資料が配布され、委員会での事業推進WGによる口頭説明と各委員の意

見から、（１）総合評価、（２）教育プログラム、（３）導入科目・エコキャンパス、

（４）ステップアップ科目・パラタクソノミスト養成講座、（５）社会体験型科目、

（６）セミナー・シンポジウム等、（７）広報・評価、の各項目について、A〜Eの５

段階（A：非常に評価できる、B:評価できるが改善の余地もある、C:ある程度評価で

きるが改善の余地がある、D：改善の必要がある、E：大幅な改善の必要がある）の評

価基準を設け、評価した。 

 初年度の評価は（１）C、（２）D、（３）B、（４）D、（５）B、（６）D、（７）

E、21年度には（１）B、（２）A、（３）B、（４）B、（５）A、（６）B、（７）C

と、ほぼすべての項目で改善が見られた（平成22年度の外部評価委員会は平成23年6

月19日実施予定）。具体的には、初年度の外部評価を受け、二年目に「ミュージアム

マイスター」認定コースの根幹にあたる「導入科目」「ステップアップ科目」「社会

体験型科目」の開講科目のさらなる確保、充実を行い、キャンパスを教育資源として

利活用するための「仕掛け」（教育用看板の設置、演習用テキスト等）作りを行った。

また、元来市民向け講座として博物館が独自に開講していたパラタクソノミスト養成

講座も、初年度と比較し開講数を大幅に増加させた結果、学生の受講者数が倍増した。

この他、教育GPセミナーやシンポジウムの実施数を大幅に増やし、他大学との取組の

比較など、議論の場を設けた。 

 最終年度には、前年度の評価を受け、さらに「導入科目」「ステップアップ科目」

「社会体験型科目」の開講数を増やし、課題とされていたパラタクソノミスト養成講

座の学生参加数も増加させることに成功した（20年度15名、21年度44名、22年度90

名）。また、全４回の教育GPワークショップを企画・開催し、小学生から70代まで、

幅広い年齢層の市民と学生が協働し、一つの課題に取り組むことのできる場を設け

た。こうしたミュージアムマイスター認定コースの充実により、登録者数、認定者数

ともに増加し、当初の目標を達成することができた。 

外部評価委員会等で改善の必要性が指摘されていた広報活動に関しては、最終年度

に記者懇談会を開催し、学生が自身の活動を発表する場を設けた。また、夏の企画展

示に合わせて生協でブックフェアを開催してもらい、ブックフェアを通して、学生参

加プロジェクト「アラスカの恐竜展の展示制作・展示解説」が宣伝されるよう工夫し

た。さらに、3年間を通して、北海道大学OCW（オープンコースウェア）での、セミナ

ーや授業の公開も充実させることができた（20年度セミナー1件、21年度セミナー5

件、公開研究会1件、22年度セミナー6件、ワークショップ1件、シンポジウム1件、授

業2件、計17件）。 

 



 

④．財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】 

 ３年間の教育 GP プロジェクトは全学教育、博物館活動へ大変よい効果をもたらし

た。しかし、残念ながら学内の特別な予算措置の獲得はならなかった。このため 23

年度以降は、教育 GP のうち「HOKUDAI ミュージアムマイスター」認定コースと「卒

論発表会」とを総合博物館の事業として残し、館内予算の枠内で活動することとした。

また、昨年度までの博物館教育研究の支援補助体制（事務補佐員 1 名、研究支援推進

員 1 名、教育 GP 事務補佐員 2 名）は、23 年度は（事務補佐員 1 名、研究支援推進員

2 名）と、実質 1 名減となっており、教育事務を専門的にサポートする事務職員「教

育コーディネーター」は認められなかった。今後ともあらゆる機会を使って、大学本

部へ必要性をアピールする予定である。一方、本 GP の活動が評価され、22 年度が 5

年目の最終期限だった学内運用教員（博物館教育担当准教授）が、23 年度からさら

に５年間の継続が認められた。このため、これまで教育 GP で行ってきた事業の主要

部分は、総合博物館が主体となって継承することが可能となった。 

認定コースの基盤となる開講科目・講座は充実し、23 年度に向けて新入生に配布

された「HOKUDAI ミュージアムマイスター2011 年度開講科目一覧」冊子では、導入

10 科目、ステップアップ 15 科目、社会体験型 7 科目が用意されている。また、マイ

スター認定された在学生については、今後とも博物館活動と連携をはかりながらさら

にマイスターとしての資質向上を図り、卒業後においても社会からその価値が認知さ

れるように取り組み始めており、既にノーベル賞展示におけるインタビュー役や関連

セミナーの司会をマイスターが担うという、大学らしい教育実践が行われつつある。

また、社会体験型科目に位置付けられる「学生参加プロジェクト」（オフカリキュラ

ム）も、前期 2 件を実施している。さらに、予算の都合上、出版することのできない

演習用テキストは、「北海道大学学術成果コレクション HUSCAP」に登録し、HP からダ

ウンロード・閲覧できるようする予定である。既に、3 年間で出版された「パラタク

ソノミスト養成講座」テキスト 10 件を公開しており、今後作成されるテキストも、

「HUSCAP」を用いて公開する予定である。 

 継続後のプロジェクトのうち、改善の余地のあるものとしては、社会体験型科目に

位置付けられる、「卒論ポスター発表会」などのオフカリキュラムのプロジェクトが

挙げられる。平成 22 年度の「卒論ポスター発表会」では、新たに「サステナビリテ

ィウィーク 2010」のポスター発表会との連携を行ったが、「卒論ポスター発表会」に

大学院生のポスターを掲示することの意味付けやポスターの配置場所、広報など、よ

りよい連携の在り方を検討する必要がある。また、市民参加型のイベントであるため、

学外への広報も課題であり、広報ルートの見直しも含めて強化していかなければなら

ない。「学生参加プロジェクト」など、他のオフカリキュラムプロジェクトでは、受

講生と教員の日程調整、他機関との協働方法などに改善の余地がある。 

 継続実施するにあたって、現行のプロジェクトのうち、主要部分のみを残し事業を

縮小したので、現在の人員で運営することが可能となっているが、より細やかな学習

指導、プロジェクト運営のため、教育コーディネーターを確保することが課題となっ

ている。 



 

 

２．取組の全体像 【１ページ以内】 


