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取 組 の 概 要  

本学と連携・協力の協定が得られた団体や地域を活用し、実践的な

フィールド実習、室内分析、環境情報解析演習の 3 つを合わせた環

境総合学習システムを、実践と評価を繰り返し構築した。学生は協

定先で様々な人と関わりながら実際の環境問題解決や環境教育活動

に取り組むことで、自身の社会的役割を認識させるとともに、社会

人基礎力を習得した。教育の実践結果は常にプログラムにフィード

バックさせ、教育内容の質を最大限に高める工夫を考案し、次の実

践へと活かした。  
 
１．取組の実施状況等  

①取組の実施状況 【２ページ以内】  

(１)取組の実施体制について  

 本取組では北海道の豊かな自然やフィールドを実習地及び教材とする環境教育プ

ログラムの構築に向け、協定先実習設備の充足による利便性の充実化とともに、本学

と協定先実習地との連携を円滑に行うために、地元 NPO 団体に現地サポートスタッ

フとして業務を委託した。更に本学教員・学生・現地サポートスタッフが円滑な連携

が取れるよう各重点フィールド（西興部・洞爺湖・野幌・円山動物園）担当のサポー

トスタッフを 1 名ずつ本学に配置した。これにより、既存カリキュラムを見直した上

での総合学習教育システムの設計・実施が可能になった。また、本取組における評価

体制は本学科教員による運営委員会、協定先関係者による第 3 者評価委員会、教育プ

ログラム参加学生が評価を行った。集約された評価及び得られた成果を教員及びサポ

ートスタッフによって、環境教育における教育内容の改善、資料や教材として常にフ

ィードバックさせることによって、より効果的で実践的な環境教育プログラムへの改

善・実施に活かしていくことが可能になった。  

(２)取組の実施内容について 

 初年度は各フィールドの基盤整備、既存の教育カリキュラムの洗い出し、本取組の

設計等、土台構築を行った。H22・23 年度は各フィールドでの実践教育を展開し、課

題抽出、委員会・参加学生による評価、本取組の再構築、得られた成果を社会へ情報

発信する等を繰り返し実施し、H23 年度においては次年度以降も本取組を継続させて

いく体制作りについて重点を置きながら実施した。西興部フィールドでは、フィール

ドの特徴を活かした夏・冬季におけるフィールド実習を行い、近年問題となっている

エゾシカ対策・狩猟方法の他、外来植物・水環境調査・解決方法や昆虫・動物相等の

各種調査方法を実習項目として取り上げ、本学科の特色を存分に出した教育プログラ
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ムを実施した。洞爺湖フィールドでは、洞爺湖特有の自然環境を活かしたフィールド

実習とし、主に水環境調査及び船を用いた観測の基礎、野生生物の生態調査方法につ

いて習得できるよう構成し、室内分析・解析も実習後に行う一貫した教育プログラム

とした。小中学生向け環境教育活動では地元（洞爺湖）の自然環境についてより理解

が深められるよう学生らが中心となり構成した。円山動物園フィールドでは、主に学

生主体の環境教育活動及び円山動物園と連携した教育研究を行った。環境教育活動で

は年少者向け環境教育活動、外来種問題、エゾシカの保護管理について正しい理解を

深める普及啓発活動等を実施した。連携教育研究では動物園において飼育されている

動物に焦点を当て研究を行った。本フィールドの取組においては生命環境学科の学生

ならば誰でも参加できる体制とし、これらの活動に参加した学生は 終年度には学科

3・4 年生の約 3 割になった。また、円山動物園職員が講師を務める実習を本学で行

う等幅広い連携が取れた。野幌フィールドでは、本学に も近く広大に広がる野幌森

林公園を活かしたフィールド実習を行い、本学科 1-2 年次において樹種同定、動植物

相調査、GIS・GPS を用いた演習等、フィールド基礎教育を展開することができた。

調査方法のみならず、実験・情報解析の基礎も習得を目指した教育プログラムとなっ

た。各年度における参加状況については表 1 を参照されたい。  

 

参加者数
（延べ人数）

参加率
（%）

参加者数
（延べ人数）

参加率
（%）

2009年度 学生 436 13 3 303 69
教職員 16 (4)* 4 20 79 395

2010年度 学生 439 917 209 241 55
教職員 14 (4)* 73 406 115 639

2011年度 学生 461 1015 220 353 77
教職員 12 (4)* 99 619 110 688

表1. 2009-2011年度大学教育推進プログラムにおける学生及び教員の参加状況

在籍者数
（人）

実習 その他活動

* 括弧内の数は、サポートスタッフの人数を表している。  
 

(３)社会への情報提供活動について 

 初年度に作成した website に本取組の内容・成果等の活動記録を随時掲載し、社会

への情報提供とした。本取組の website へは酪農学園大学公式 website からもリンク

されて見ることができ、入学を考える高校生や保護者等多くの方々に情報が提供され

るようにした。その他、各フィールドにおいて実施された環境教育、本学教員による

講演会、現地成果報告会・フォーラム、オープンキャンパス等の開催会場にて本取組

の紹介・成果をまとめたポスターを展示し、作成したパンフレット、報告書を配布し

た。更に本学に近い札幌市厚別図書館の 2 階展示室を無償借用させて頂き、本取組に

ついて紹介するコーナーを設置した。展示内容を定期的に入れ替え、各フィールドの

概要、教育研究、地域との活動等を紹介したポスターやフィールド用品を展示し、広

く一般市民に紹介した。  
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②取組の成果 【１ページ以内】  

 本学科では、学生が様々な側面から環境問題を考え、基礎知識から応用技術までを

4 年間を通して学習し、将来の研究や生活で活かしていける教育体制となっている。

『実社会の中で、粘り強く考え抜く力と主体的なチャレンジ精神を持ちながら多くの

人と協働して課題解決への努力ができる質の高い「社会人基礎力」の習得』を具体的

に実現し、 終的に「専門性を持った教養人の育成」を本取組の目的として目指して

きた。本取組の目標達成は、次に挙げる問題点について解決することである。1）参

加できる学生数の制限、2）環境総合学習としての体制が不完全、3）効果的な教育体

制の不備、4）環境教育の体系的評価体制の不足、5）実践的な環境活動が単位認定さ

れていない。  

 まず初年度には本取組準備として施設設備の充実化を図り、西興部・洞爺湖・野幌・

円山動物園の 4 フィールドにおけるフィールド実学実習のハードを強化した。これに

より、学生や地域が一体となって教育展開可能なフィールド整備が整い、提携先と共

同で教育を推進する準備室の設営が可能となった。準備室設営と同時に、学生評価並

びに教育システム構築の専門サポートスタッフを雇用し、既存の教育システムの洗い

出しを行い、実習予定地の選定及び少人数での実習シミュレーションをし、次年度以

降のフィールド実習における運営体制及び環境総合学習としての体系作りを試みた。

本格始動した 2010-2011 年度における洞爺湖・野幌フィールドでは、それぞれ 100 名

を超える学生を受け入れる体制ができた。また、4 つのフィールドを基軸として様々

な野外実習・室内分析・環境情報解析を包含する環境総合学習システムを構築し、3

年次の実習として実践した。西興部フィールドは本学から も遠方にあり、実習は宿

泊を伴うことから約 40 名の学生を受け入れるのが限界であったが、他のフィールド

と同様に実習・分析・解析を含めた環境総合学習を実現した。実施した教育プログラ

ムの後には、FD またはサポートスタッフが作成したアンケートを実施し、学生によ

る評価及び提携先関係者らによる第 3 者評価委員会評価を集約して、これらに基づく

改善を繰り返し行った。学生からのアンケート結果より、実習内容はよく理解できた

か、実習の進行速度や時間は適切であったかといった項目は 7-8 割の学生が理解でき

た、または適切であったと回答し、実習に積極的に参加し、満足したかとの質問には

8-9 割の学生が自主的に積極性をもって実習に臨み、満足したと回答していた。実施

した自然環境教育プログラムを改善し、翌年度実施した同様の教育プログラムにおけ

る学生評価がほぼ全ての実習において向上しており、教育プログラムの実践と評価が

繰り返し行われ、教育の質の向上に繋がった。また、生命環境学外実習を新たに設定

して、学外でのフィールド実習を広く単位認定する仕組みを構築した。  

 本取組を実施した結果、4 フィールドそれぞれにフィールド実学実習のハード的充

実を図ったため、フィールド教育拠点を作ることができた。同時に、サポートスタッ

フを雇用し、教育システムの見直し・改善が促進されたため、教育環境に大きな改善

がみられた。また、提携先地域との交流が深まり、本補助事業終了後も相互に連携・

協力し、より良い取組が展開していけるよう教育的な意見交換ができるまでになっ

た。  
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③評価及び改善・充実への取組  【１ページ以内】  

 本補助事業における評価体制は、学生評価及び教育システム構築の専門サポートス

タッフを雇用し、提携先において関連する行政機関や NPO 団体によって構成される

第 3 者評価委員会の設置、学生からの評価を得るため FD の効果的な活用といった評

価体制を申請当初から計画的に構成しており、本取組期間内で評価体制を構築するこ

とができた。得られた評価を蓄積していき、これらからサポートスタッフ及び教員の

連携によって、教育内容の改善、環境教育プログラムにおける教材や資料を作成する

等をし、常に実践と評価を繰り返し行って、教育内容の質を 大限高める工夫をした。

本取組における評価は次のような方法をとった。1）申請当初より構想していた評価

体制である協定先第 3 者委員及び教員によって、地元への貢献度、学生のコミュニケ

ーション能力、展示物等の作成や利用、フィールド研究の実践を通して、学生が粘り

強く考え、主体的に行動しているか、また多くの人と協働して課題解決への努力を行

っているかを評価した。2）高大連携関連実習の参加生徒及び高校教諭による評価を

環境教育的観点からの評価体制を強化する予定であったが、実際に取組を実施すると

高校生への環境教育よりも、小・中学生への環境教育活動の割合が多くなり、低年齢

での環境教育における導入教育プログラムの構築に至った。これは、学生を中心にし

て教育プログラムを構築したことにより、環境教育に参加した児童・生徒だけでなく、

環境教育を行った学生にとっても教育効果がある取組となった。導入教育における達

成度はプログラム中に 1 つ到達目標を挙げ、それに達するよう環境学習を展開し、終

了時に学習成果を発表することにより、プログラムに参加した全員でどの程度目標に

達しているかを把握した。評価体制は当初の予定通り、参加児童・生徒及び教諭によ

る二重の評価を実施し、多面的な環境教育的観点からの評価を強化した。3）本学科

教育における自然環境教育プログラムを行った後に、科目担当教員や本補助事業サポ

ートスタッフが集まり、学生や第 3 者評価委員から得られた教育プログラム等に対す

る客観的評価を統合した上で、教員やサポートスタッフによる自己点検・自己評価を

行った。これにより、幅広く多面的な評価を共有することができ、他の実習等の教育

に資する改善・目標を明確に設定することが可能となった。  
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④財政支援期間終了後の取組 【１ページ以内】  

 各フィールドとも本学教員、学生、提携先関係者間で実習や環境活動の実績が蓄積

され、今後はよりスムーズに実施できると期待している。  

 西興部フィールドでは、現地サポートスタッフとして業務を委託していた NPO 団

体が教員と連携したフィールド実習の運営・評価ができる体制になり、今後も西興部

村からの支援も得られ、西興部フィールドは重要な実践的な実学教育の場として活用

する予定である。洞爺湖フィールドにおいても行政・地元 NPO 団体から積極的な支

援を得られており、今後もフィールド実習及び環境教育活動等を継続可能と判断して

いる。野幌フィールドは本学に も近く、比較的本学の独立予算内での教育展開が容

易に行うことができるため、活躍の機会が増す見込みのあるフィールドである。円山

動物園フィールドでは、本取組における 3 年間で動物園職員と学生との良好な関係が

構築されてきており、2011 年度より本学を含む教育関係の外部組織と連絡・調整を

担う職員が確保され、今後さらに円山動物園フィールドとの連携した教育展開が見込

まれる。本取組が実施されたことにより、実践的かつ発展的な環境教育の実施及び評

価における基盤整備ができ、財政支援期間終了後も実践的な自然環境教育プログラム

の継続を見込んでいる。しかし、申請時に目指した本プログラムで作成した教材によ

る独立採算性を有した事業化までの到達には、2012 年度 4 月現在では達成されてい

ない。そのため、本取組を独立予算内で行える環境教材としての内容を精査し、本学

科教員を中心に開発していく必要がある。  
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２．取組の全体像 【１ページ以内】  

 本学と協定が得られた地域や団体を活用して行った本取組は、図 1 のように実学教

育、環境教育、人材育成、地域交流、社会への情報発信の要素を持った教育プログラ

ムであり、実践結果及び得られた評価を常に本取組にフィードバックさせ、教育内容

の質を最大限に高める工夫を考案し、次の実践へと活かした。  

 学生は協定先において様々な人と関わりながら実際の環境教育活動、環境問題解決

に取り組むことにより、自身の社会的役割を認識させるとともに、社会人基礎力を習

得した。  

 2009-2011 年度の 3 年間における実習及びその他活動に参加した学生・教職員は、

延べ 3,322 人に上った（表 1）。これに含まれていない提携先関係者及び地域住民等を

含めると本取組に関連した人数は、更に増加する。  

 財政支援期間終了後は、3 年間で構築した体制を活かした実践的な自然環境教育プ

ログラムを展開し、今後も実践と評価を繰り返し行い、更なる体系構築を目指してい

く。  
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図 1. 本取組全体を表したイメージ図  
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