
 

成  果  報  告  書 

【H24年度教育改革推進事業経費】 

所属部局 宇宙教育研究所 代表者氏名 秋山演亮 

事項名 『斜め視点』を取り入れた地域連携と4年間一巻のプロジェクトマネジメント型教育コースの基盤構築 

当初計画に対する目標達成率     100   ％ 事業の終了時期 平成  25 年  3 月 

予算配分総額              1,000  千円 経費使用総額               1,000 千円 

【事業の成果】※具体的に記入してください。 

和歌山大が保有・使用できる全国的にも希な宇宙関連インフラ（12mパラボラや加太の射場など）を、学内と地域の学校教育の中に取

り入れ、次年度以降に実施予定の本格的な文理融合型マネジメント教育（４年間一貫コース）のプロトタイプとして、学生が興味を持

ち自主的なチーム活動を実践できる新しい教養教育プログラムとして、以下の活動を行った。 

 

a)大学生の指導による高校生を対象とした、ロケットガール＆ボーイ養成講座の実施 

大学生に対しハイブリッドロケットの製作や打上、安全なプロジェクト遂行に関する指導・訓練を実施し、大学生の指導により高校生

を対象とした養成講座を実施した。大阪・和歌山から公募した高校生12名、および京都洛陽高校・茨木工科高校を指導し、基礎知識や

安全、マネジメント講習の後、製造指導や地上での燃焼実験などを経て計４機のロケットの打上に成功した。 

 

b)12m電波望遠鏡を利用した、大学生の指導による高校生を対象としたパラボラガール＆ボーイ養成講座の実施 

主に近大附属中学・高校の生徒を対象とし、大学生の指導により、12m電波望遠鏡の利用方法を講習し、実際的な電波天文観測を実施

した。その成果は年度明けに中高生により発表される予定である。 

 

c)大学生の指導による小中学生を対象とした、探検倶楽部の実施 

友ケ島をフィールドとし、大学生による事前調査やまた必要となる現地の自然環境やフィールドワークに関する手引き書を作成し、小

中学生を対象とした探検倶楽部を実施した。公募により抽選で選ばれた十名の小中学生を大学生が指導し、食物採取や火を起こす訓練

などを実施した。 

 

d)小学生を対象とし、12m電波望遠鏡に取り付けたアマチュア無線用アンテナを利用した国際宇宙ステーションとの交信体験の実施 

12m電波望遠鏡を国際宇宙ステーション(ISS）追尾用の架台として利用し、アマチュア無線を利用して、ISSに滞在していた野口宇宙飛

行士と小学生との交信を実施し、宇宙や理数に関する興味の喚起を行った。 

 

e)大学生による成層圏バルーン実験の実施と、その成果の高校生チームへのスピンオフ 

大学生チームによる成層圏バルーン実験を実施し、実施方法等に関する知見を得た。またその知見に基づき、日高高校の高校生チーム

が次年度に参加する、ベルギーでの成層圏バルーン実験に対して、助言と指導を主にメールベースで実施した。 

 

f)高校生を対象とした缶サット甲子園 和歌山地方大会の実施、全国大会の和歌山での実施。岐阜での缶サット教育への協力。 

全国規模で実施される高校生を対象とした缶サット甲子園に参加し、和歌山地方大会を主催として実施した。また「理数が楽しくなる

教育実行委員会」が主催する全国大会を和歌山で開催し、共催として運営に寄与した。またこの機会を通じて高校生の缶サットへの取

組の発表会を開催し、教育的成果に関して議論を行った。また岐阜県内の６校が参加する缶サット教育への支援を行い、実施に関する

指導、および実施方法に関する指導を行った。 

 

g)愛知県におけるロケット打上及び缶サット実験の実施 

愛知県と協力し、愛知県内における初めのハイブリッドロケットの打上、および缶サット用モデルロケットの打上と缶サット実験を実

施した。実施に当たっては愛知県内の大学･高校とも協力し、教育を目的としたこのような実験に関する知見を深め、議論を行うこと

が出来た。 

 

h)社会人・大学生・高校生の参加による加太宇宙イベントの実施、伊豆大島共同実験のサポート 

３日間にわたり、県内外から社会人・大学生・高校生が参加する加太宇宙イベントを実施した。イベント実施中には9機のモデルロケ

ット、6機のハイブリッドロケット、1機のオクトコプターによる飛行実験を実施し、いずれも成功裏に終了することが出来た。また伊

豆大島で実施されたロケット打上の共同実験にも参加し、特に安全面でのサポートを行った。 

 

i)天文教育普及研究会等を通じた、全国の他大学・機関における取組との情報交換 

天文教育普及研究会を和歌山大学で実施し、全国の他大学・機関における取組と情報交換を行い、教育的効果等に関して議論を深める

ことが出来た。 

 

j)宇宙教育リーダ育成プログラムの学内開催による、地域リーダの育成と教育の実施 



 

JAXAが主催する宇宙教育リーダ育成プログラムを和歌山大学内で開催し、地元の社会人・大学生を対象とした地域リーダ育成をサポー

トした。この活動を通じて、宇宙教育の手法や問題点に関して、議論を深めることが出来た。また育成されたリーダにも支援を戴き、

小中学生を対象としたコズミックカレッジを実施した。 

 

このような活動を通じて、宇宙教育研究所や学生自主創造科学センターがこれまで構築してきた地域の小中高との緊密な協力関係を活

かし、『年長者が年少者を教える』『年少者が年長者を見て学ぶ』事による『斜め視点』の地域連携人材育成事業を実施し、地域の人

材供給の要としての和歌山大学の位置づけをより強化した。 

 

【当初計画段階との対比】※上記目標達成率を判断した理由等 

当初の実施計画案と実際の実施状況の対比は以下の通りである。 

 

1. １２ｍ径電波望遠鏡や加太の射場等を利用し、児童または生徒を対象にした「ほんまもん」教育を行う。「新しい機器やチャレン

ジ」に慣れるための体験コース、それらを活用してもう少し本格的に何かを独力で成し遂げる小用コース、チームで協力して達成

するマネジメントコースなどを開設し、段階的に理工系や社会の仕組み、動かし方が学べるコースを設計する。 

→ a)～j)の活動を通じて、従来の学校教育では接する事の出来無かった「ほんまもん」に直面できる教育を実施することが出来た。

また12m電波望遠鏡やロケット・缶サット、ISSとの交信や無人島でのサバイバル経験などを通じ、「新しい機器やチャレンジ」に

慣れるための体験コースを実現した。またさらに踏み込んで深く機器を使いこなしたり高度化（たとえば小型モデルロケットの製

造打上から大型のハイブリッドロケットの製造打上を行うなど）できるコース、チームで達成するマネジメントコースなども実施

することが出来た。またこれらの各コースを実践的に設計する事が出来た。これらのことから、この課題に関しては100%の達成率

と判断をした。 

 

2. 上記の各コースを大学生対象としても実施し、その体験に基づき『先輩』として『後輩』を教え導ける体験コースを設計する。こ

の体験コースで得られた知見を元に、来年度以降の事業提案の要となる『斜め視点』の教育プログラムをより高度化する。 

→  a)～j)の活動のほとんどにおいては、事前に大学生を対象とした訓練や教育を実施した。これらの教育により養成された大学生の

指導や協力により、上記１の活動を行うことで、『先輩』として『後輩』を教え導ける体験コースの設計を実施した。この過程を

通じて、大学生による指導方法や、実施に当たっての問題点等を洗い出すことにより、『斜め視点』の教育プログラムをより詳細

に分析し、高度化することが出来た。これらのことから、この課題に関しては100%の達成率と判断をした。 

 

3. 缶サットやロケット打上、電波観測や通信実験等を教材として高等学校の生徒を対象に授業を行い、これらの「ツール」としての

利用価値や実施方法を検証する。 

→  a),b),e)～h)などの取組において高校生を対象に授業を行うことにより、これら「ツール」の利用価値や実施方法を検証すること

が出来た。総じて従来の学校教育では接する事の出来無かったこれらの教材は、高校生の関心を大いに喚起し、アクティブラーニ

ングを可能とするその利用価値を実証することが出来た。また実際に実施することで、方法に関して検証をすることが出来た。こ

れらのことから、この課題に関しては100%の達成率と判断をした。 

 

4. 1～3の授業を学外の学校関係者と協力して実施し、児童および生徒たちへの教育効果や問題点などを調査する。 

→  f)～j)の取組を通じて、学外の学校関係者と協力を行い、児童および生徒達への教育効果や問題点などを調査分析、検討を行うこ

とが出来た。これらのことから、この課題に関しては100%の達成率と判断をした。 

 

5. 研究成果報告会を開催し、より良い高大連携・地域連携の実施に向けて相互理解を深める。 

→ これらのことから、この課題に関しては100%の達成率と判断をした。 

 

6. 他大学における、参考となる取り組みの調査を行う。 

→  これらのことから、この課題に関しては100%の達成率と判断をした。 

 

本学と学外の教育機関が連携し共同で開発する試験的な教育プログラムは、児童および生徒たちのチャレンジ精神と科学や理科全

般に対する基礎教養を高めるために効果的な方法を見極めるとともに、学校教育機関や地域のニーズにマッチした教育コンテンツ

の提供を可能にする。また、本学の他部局が実施している連携プログラムと歩調を合わせることにより、地域社会における本学全

体の存在意義の強化に貢献できる。 

 

 



 

【今後の展望等】 

○本事業の発展性 

3.11東日本大震災の発生により、現代の日本型社会システムは想定外の事態に極めて脆弱であることが露呈した。第三者に判断を仰がなければ動けず、

震災対応をめぐって他者の責任を追求する姿ばかりが目立った。これは社会の隅々まで日常業務の徹底したマニュアル化が進み、想定内の枠の中でしか

考えられず、臨機応変な対応ができなかった事が一つの大きな原因と考えられる。また震災以前より成熟した日本社会では、新規企業数が廃業企業数を

下回るなど、社会的活力が失われ始めている兆候が見られ、教育現場においても自らゲームチェンジを行う学生の気迫の減少が感じられる。これらがバ

ブル崩壊後の20年以上にわたる経済停滞の一因となっているとも考えられる。このような緊急の国家的危機に対し、細分化された専門分野の垣根を越え

て、新規事業や突発事態のみならず、日常の中に埋没している問題・取り組むべき課題を発見し、優れたコミュニケーション能力により周囲との連携・

協力を深め、適切な決断力・行動力により社会を変革する人材を育成する事は非常に重要な課題であり、今後、さらにその発展が望まれている。このよ

うな中、『与えられた教材や手順』に留まらず、『自分で判断し臨機応変に対応できる』教育を実施する事が非常に重要である。 

そこで本取組では 

１．教育プログラムとしての深化：『自分で判断し臨機応変に対応できる』教育プログラムの開発 

２．学内の教育改革的効果：大学生に対する『教育体験』効果を通じた自身の習熟度向上効果 

３．地域教育と進学意識の向上：小中高生に対する教育効果と和歌山大学に対する関心の向上 

４．地元密着シンクタンクとしてのリーダシップ：地域をリードできる地元大学としての役割認識の向上と関係性の深化 

の４つの分野での成果を期待した調査検討を実施した。特に２～３は今後、地方に大学が存在する必要性を考えるにあたり不可欠な要素であり、ますま

すの発展が期待されており、全学的な取組に昇華されていく必要がある。いわゆる「研究」を中心的に行う旧帝大系の巨大な大学に対し、日本各地に分

布し地元に根ざした地方大学では、地域のみならず日本全体の担い手優秀な人材を輩出すること今後、日本全体の発展のためにも必要不可欠な機能とし

て認識が高まっていくと考えられる。 

そこでこのような仕組み作りやその教育実践は、今後、様々な地域にも輸出されていく、中核的な教育改革に発展することが期待されている。 

 

○改善すべき事項 

和歌山大学内でも多くの教員が上記のような認識を持っていることは、本年度の教育改革推進事業への応募のほとんどがこのような観点からの提案であ

ったことからも確認することが出来る。一方で多くの提案が為されたことは、未だ学内において、このような動きが連動更なる相乗効果を生み出すよう

な仕組み作りには至っていないことの表れでもある。そこで今後は学長の強いリーダシップの元、これらの意欲的な取組が統合され、有機的に連動し、

和歌山大学としての進め方のビジョンが示されることが必要不可欠である。 

またこういった「教育」は、「研究」とは異なり労働集約的な活動であるため、「教育」を支える多くの人材を育てることが必要不可欠である。本取組

ではこのような観点から、教員に留まらず大学生を地域を指導する人材として育てることを意図して試行的な取組をおこなった。しかしこのような概念

を理解した教員の数はまだまだ少なく、また多くは「研究」活動との両立が必要であるため、多くの時間を割かなければならない労働集約的な本活動を

少人数で支えることは非常に困難である。そこで今後は、このような活動を多くの教員が理解し、そのための訓練を修め、こういった事業に参加できる

ような仕組み作りや取組を行っていく必要がある。 

また現代の学生の多くは「自分のキャリアアップのために大学で学ぶ」意識が強く、「地域の中核を担うエリート」として、国立大学法人に通っている

という意識を持つ者は少ない。しかし近い将来にも予測されている東南海地震において、山が海に迫った和歌山県においては容易に交通が寸断され、イ

ンフラ回復までの数日間、強いリーダーシップをもった地元の人材による復旧活動が必要不可欠と考えられている。このような状況に於いては、和歌山

に唯一存在する国立大学法人和歌山大学の学生に求められる役割は少なくない。自分のためのみならず、広く周りの社会のためにも学ぶ意識を、学生に

持たすことが出来るような取組を実施することが必要である。またそのためには、こういった取組に対するリターン（単位取得）等の制度上の改革も必

要不可欠である。 

 

○大型の競争的資金等（COE、GP等）への申請実績及び今後の予定 

本取組を参考にし、特に成層圏気球に特化した教育教材・教育プログラムの開発を題材とした科学技術研究費（基盤(C)）に申請を行い、新年度より採択

されれる事が決定した。また文部科学省が進める「平成24年度宇宙科学技術推進調整委託費・宇宙航空科学技術人材育成プログラム」への申請を行った

が、残念ながら採択には至らなかった。本推進調整委託費は平成25年度にも公募が予定されているため、引き続き申請を行っていく予定である。また科

学技術研究費に関しても、個々の参画教員が応募予定である。 

また新年度より、本分野における教育改革担当学長補佐の指導の下で学内の同様の取組とも協力し、大学改革の一環として大型競争的資金の獲得を目指

す予定である。 

 

○ その他特筆すべき事項 

本事業にも関わる宇宙教育研究所の活動は、「文部科学省における宇宙分野の推進方策について」でも特筆的に取り上げられ（http://www.mext.go.jp/

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/059/houkoku/1329049.htm


 

b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/059/houkoku/1329049.htm 参考資料その６ 3ページ目・12ページ目参照）、高く評価されている。また我が国の宇宙

教育分野での先導的な活動が認められ、新年度より本事業提案者は文部科学省宇宙科学小委員会の委員にも選ばれ、本委員会での当該分野における提言

が期待されている。 

 

※ 事業内容・成果等がわかるポンチ絵（写真・挿絵など）や関係資料を添付してください。 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/gijyutu/gijyutu2/059/houkoku/1329049.htm
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現在の人材・教育の問題点 

全仕事量300を5人で実施→一人の仕事量は60 

60 60 60 60 60 

30 30 30 30 30 

一人の仕事量は30で5人で実施→全仕事量150 

残りは？ 

仕事全体を見渡す考え方 

個人の積み上げで見る考え方 

 従来の学校教育では「決められた（試験）範囲」の中で「決められた手順」に関して、
「個人単位」で学んでいる（成績表は個人宛）ため、「出来る量を増やす」（短時間での
処理量を増やす）「出来る事を増やす」（資格取得等）事に重点が置かれています。 

 全てが『想定の範囲内』で実施される場合はこのような教育で十分ですが、『想定され
ない事態』が発生したときの対応方法に対しては脆弱です。 

                             Ex.3/11の東北大震災/原発事故 

 リソースが豊富であった時代は、様々な
人材を必要なだけ組み合わせ、仕事を達
成することが出来ました。しかし現在の日
本では、限られた人的・資金的リソース仕
事を成し遂げる(1+1を2以上にする)こと
が最重要の課題と成りつつあります。 

 『仕事全体を見渡し、一人あたりの分担量
や工夫による対応を考え、遂行できる人
材やチーム』が必要です。「自分はこれだ
けしか出来ない」「この人数では（従来の
マニュアルでは）これだけしか出来ない」と
いう考えを変える必要があります。 
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新しい人材育成プログラムが目指す教育 

 『与えられた教材や手順』に留まらず、『自分で判断し
臨機応変に対応できる』教育を実施するためには、生
徒・学生が主体的に取り組む意欲が重要です。そのた
めに、魅力的なテーマ選定が必要です。 

 過程を教えることは、『与えられた教材や手順』にしか
対応できない人材育成に繋がるおそれがあります。そ
こで「達成すべき目標」のみを提示し、そこに至る過程
に関しても自分自身で考える教育を行います。 

 「達成すべき目標」は同じでも、そのクオリティーは様々
です。自分達自身の能力を良く見極め、度のレベルを
目指すのか、実現が可能かも考えさせます。 

 個人ではなくチームで物事を成し遂げさせます。１＋１
が２にならない仕事の方法を実践的に学びます。 

 チームを競わせる、あるいは比較させます。過程や成
果、そのクオリティーを含め、他者を見ることで自身の
姿を良く認識することが出来ます。 

生徒・学生が 

興味を持てる 

テーマを選定 

アウトプットの 

クオリティーや、 

実施方法も 

自分達で検討 

チームとして 

問題に対応 
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 先輩が後輩を指導する、後輩
が先輩を見て学ぶ『斜め視点』
の教育により、他者の模範にな
る事による責任感の育成、自
己の知識・経験に対する正しい
認識が得られます。 

 大学が中核となり、各地の「知
の連携」を再構築できます。 

 各レイヤーの役割分担と、レイ
ヤー間の協力が可能な地域社
会を日本全国に構築出来ます。 

 「優秀な人材を輩出する地域」
によって支えられる日本の全体
社会を再構築できます。 

『斜め視点』の教育による『任せられる』人材育成 

社会人 

大学生・院生 

高校生 

中学生 

小学生 

尊敬・憧れ 

模倣 

   模範・責任・ 
正しい自己認識 

駆動力としての 

大学の役割 



    

a)大学生の指導による高校生を対象とした、ロケットガール＆ボーイ養成講座

の様子  

b) 大学生の指導による高校生を対象としたパラボラガール＆ボーイ養成講座

の様子（12m電波望遠鏡利用）  

    

c)大学生の指導による小中学生を対象とした、探検倶楽部の様子  

 

d)小学生を対象とした、国際宇宙ステーションとの交信体験の様子(12m電波望

遠鏡利用)  



    

e)大学生による成層圏バルーン実験の実施と、その成果の高校生チームへのスピ

ンオフ  

f)高校生を対象とした缶サット甲子園   （和歌山地方大会の様子）  

 

    

f)高校生を対象とした缶サット甲子園   （全国大会の様子）  g)愛知県におけるロケット打上及び缶サット実験の様子  

 



 

 

  

h)社会人・大学生・高校生の参加による加太宇宙イベントおよび伊豆大島共同

実験のサポートの様子 

i)天文教育普及研究会等を通じた、全国の他大学・機関における取組との情報交

換の様子  

    

j)宇宙教育リーダ育成プログラムの学内開催による、地域リーダの育成と教育の

様子  

j) コズミックカレッジの様子 
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