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1　はじめに　　　　　　　　　　　　　　　　　　　風土が新潟の地域性を象徴しているといえよう。筆者

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は5年前に新潟市へ移り住んで以来、新潟ならではの

　本授業改善プロジェクトは、地域と連携した大学教　　アートプロジェクト、言い換えれば地域性を生かした

育を授業改善に生かしながら推進したものである。具　　アートプロジェクトの在り方を模索してきた。その中

体的には、授業内容としてアートプロジェクトを企画　　でまず着目したのが「日本海夕日コンサート」であっ

し、その運営のために学生が自治的な組織を構成する　　た。実は、その存在については新潟へ来る以前から情

とともに社会的な組織と関わる場面を設定することに　　報を得ており、地域性を生かしたイベントであろうと

よって実践的指導力を高めようとした。連携を図った　　想像を膨らませていた。新潟へ来て実際に会場へ足を

のは、新潟市青山海岸で毎年8月に開催されている日　　運んでみると、その情景は期待以上で、砂浜に設置さ

本海夕日コンサートの実行委員会である。この実行委　　れた巨大なステージやオーロラビジョン、さらに突然

員会は商工会議所出身者を中心とした地元の有志に　　海岸に押し寄せた数万人もの観客に驚かされた。そし

よって組織され25年継続されているものである。論者　　て刻々と沈みゆく美しい夕日を背景に優雅なオーケス

は過去3年に渡りこの実行委員会との連携事業を推進　　　トラの演奏が奏でられる空間は、これまでに体験した

してきた。これまでは授業とは別立ての企画として芸　　ことのない雰囲気であり、まさに今、この場所にいる

術環境講座の学生の中から参加希望者を募り実践して　　ことを感謝させられるような豊かな感情を抱かされた

きたが、その活動が回を重ねるごとに学生の意識が高　　のである。その時、この日本海夕日コンサートはまさ

まり徐々に組織的な運営形態をとることができるよう　　に新潟の地域性を生かしたすばらしいイベントである

になってきた。4年目を迎える今回、大学教育におけ　　と実感した。それと同時に「ここで学生や子どもたち

る喫緊の課題でもある「授業改善」という視点から授　　　と一緒にアートプロジェクトをしたい」という思いが

業内容として明確に位置づけ、その意義を追求しよう　　込み上げてきたのである。

と考えた。研究テーマとしては、学生の自治的組織が　　　筆者は早速実行委員会の門を叩いた。このコンサー

社会的組織と関わり協働するような活動を通して実践　　　トは市民が自主的に立ち上げている活動で当時20周年

的指導力を育成することを設定し、それを大学におけ　　を迎えていた。折しも実行委員会では運営のマンネリ

る授業を改善する方法論として位置づけていこうとし　　化が課題となっており、筆者の持ちかけたアートプロ

た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ジェクトはタイムリーな構想として歓迎された。その

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　後、実行委員に参加して独自の立場からコンサートを

2　日本海アートプロジェクトについて　　　　　　支える企画を三ヶ年にわたって提案してきたのである。

（1）日本海夕日コンサートとの出会い　　　　　　　　②　これまでの取り組み

　新潟大学教育学部の芸術環境講座では、これまで地　　　①一年目（ショートフィルムの上映）

域と連携を図りながら「西区DEアート」や「水と土　　　　当初は、砂浜へ作品を設置するランドアートと

の芸術祭」をはじめとして様々なアートプロジェクト　　　オーロラビジョンによる映像作品発表を構想した。

を推進してきた。その中の一つとして、論者が新潟な　　　ランドアートは小中学生を対象に考案し市内の全小

らではのアートプロジェクトとして着想し追究してき　　　中学校へ案内を送付したが参加校はなくあえなく断

たのが「日本海夕日アートプロジェクト」である。ま　　　念、学生制作による映像作品制作のみを推進した。

ず、このプロジェクトの意図を説明しておきたい。　　　　　映像作品は大学の講義で「夕日をテーマにした

　本学が所在地する新潟市には、信濃川と阿賀野川の　　　ショートフィルム」という課題で取り組んだ。それ

二大河川が日本海に流れ出すことによって形成された　　　それCGやクレイアニメ、切り絵など技術的にはい

広大な平野が広がっている。この地域は、豊かな川の　　　くつかのバリエーションに分かれ、全6作品による

水を資源とした日本有数の穀倉地帯であると同時に港　　　10分程度のオムニバスとなった。

湾都市としても産業・経済を発展させてきた。また、　　　②二年目（ランドアート）

その一方で河川の氾濫や豪雪さらには中越地震などの　　　　二年目はオーロラビジョンの設置が危ぶまれため

自然災害と戦ってきた歴史も持ち合わせている。その　　　映像作品の企画は立てず、かわりに昨年頓挫したラ

ように地理的な条件や気候など日本海に面した独特の　　　ンドアートを復活させた。今回は大学院に現職教員
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　が在籍しており、現職同士のつながりを生かして参　　本海夕日コンサート」を中心的なイベントとして活動

　加校を4校（生徒数約200名）ほど確保できた。テー　　　している。そもそも結成時は新潟市旅館組合が新潟市

　マは「夕日のイメージで彩色した球体のインスタ　　の文化を発信しようと立ち上げた（開始時から数回は

　レーション」に決定し、和紙による張り子で制作し　　関屋浜で開催）ものを青年会議所や商工会議所などの

　た。当日は、海岸線の80mに渡り高さ3mのポール　　メンバーが支え続けてきたが、徐々に自然に所属を超

　を立て、そこにロープを渡して球体を取り付けた。　　えた新潟市民の有志者が参加し活動している。

　いわば五線譜のイメージである。子どもたちは夕日　　　実行委員会は図のように毎年のコンサート開催を主

　コンサート会場での展示という設定に刺激を受けた　　たる目的として、その広報を兼ねた夕日写真大賞や俳

　ようで、学校での制作から当日の飾り付けまで意欲　　句大賞などのコンペ、さらに万代橋脇やすらぎ亭での

　的に取り組む様子を見せた。コンサート当日も炎天　　夕日カフェなどの企画運営をすると共に、開催資金と

　下で過酷な状況であったが、大学生と中学生が協力　　　しての協賛金や寄付金などを各企業等から募る活動を

　しながら飾り付け作業を行った。この企画には不登　　年間通して行っている。論者が参加してから二年目に

　校傾向にあった生徒まで積極的に参加していた様子　　はコンサート部会の傘下にアート部会を設置していた

　が見られ、この実践による生徒の反響が次年度につ　　　だき、正式な実行委員会の活動として運営に関わって

　ながっていくことになる。　　　　　　　　　　　　　いる。

　③三年目（「日本海夕日アートプロジェクト2007」）　　　実行委員会は年度当初は月に1回、4月以降は月に

　　夕日コンサートへ関わって3年、徐々にアートプ　　2回のミーティングを開催している。ミーティングヘ

　ロジェクトの信用度も高まり、実行委員会からばか　　はほとんど論者が橋渡し役として参加しているが、時

　りでなくステージ設営に関わる業者からも新たな提　　折学生にも参加させ、活動状況や作品構想などの報告

　案が出されるようになってきた。2007年は本企画の　　をさせている。

　名称を「日本海夕日アートプロジェクト」として以　　　く日本海夕日キャンペーン実行委員会の組織図〉

　下の6つのプロジェクトを企画した。

　・ランドアート（市内6校の小中学生が制作した流

　　木のランプシェード約250基を設置）

　。ステージ装飾（流木を使って装飾した舞台美術）

　・信濃川沿岸でのインスタレーション（ミニライブ

　　での流木作品展示）

　・映像作品1（「日本海」「夕日」をテーマにした

　　ショートフイルム）

　・映像作品2（出演ミュージシャンのイメージで制

　　作した紹介フィルム）

　・映像作品3（「キッズコーラス」メイキング映像）

　この年は、「流木」を一つのテーマに据えた。海岸

には流木をはじめとした様々な漂着物がゴミとなって

散乱している。流木はそのような海岸線の抱える問題　　3　授業改善プロジェクトとしての取り組み

の一つであったり、場所によっては資源の一つであっ

たりもするが、朽ちて浸食された材質感には想像をか　　（D　連携の内容

き立てられる魅力もある。教育上の可能性も含めて取　　　芸術環境講座の学生から参加希望者を募り「日本海

り上げてみたいと考えたのである。5月から学生によ　　夕日アートプロジェクト実行委員会」を組織し、制作

るワークショップを開始し、まず中学生と一緒に流木　　内容に応じて部会を構成した。学生による組織と活動

拾いを行い（エコウオーキングと称し流木ばかりでな　　内容は下の図のようになっている。

〈ゴミなども拾い集めた）素材を集め、その後ランプ　　〈学生による日本海アートプロジェクト実行委員会の組織図〉

シェードの作り方なども各学校に出向いて実施した。

この年から、ステージ装飾に携わるようになったが、

これは専門の業者との綿密な打合せを重ねながらデザ

インを構想し実現へ向けて取り組んできており学生と

してもやりがいのあるものであった。

（3）日本海夕日キャンペーン実行委員会について

　この組織の正式名称は「日本海夕日キャンペーン実

行委員会」であり、毎年8月に青山海岸で開催する「日
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　各部門の制作内容は、論者の担当する講義内容と重　　　　な準備をしてコンサートを作り上げていることに

ねて調整し、受講者はできるだけその講義が扱う部門　　　　対しても感激の言葉を返してくれた。それもまた

の制作を中心に関わるようにした。また、必然的に講　　　　学生の成就感にもつながったようである。そして

義の受講者は実行委員会に所属することとなる。今回、　　　キッズコーラスの練習過程を映像にまとめる企画

関わった講義と活動内容は以下の通りである。　　　　　　　も第一回目から続いており、オーディションから

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　当日までの軌跡を追ったドキュメンタリーとして、

1　「美術科教育法（中等）皿」（教材開発として「日　　　　他の映像作品とともに放映している。この製作は

　本海・夕日」をテーマにショートフィルムを作成）　　　　練習会場へ出向いて撮影したり膨大な量の資料を

2　「造形教育論・造形教育方法論」（風車づくりのワー　　　　編集したりと大きな労力を要するが、この活動を

　クショップ実施）　　　　　　　　　　　　　　　　　　通して映像表現の技術を向上させてきた側面もあ

3　「美術教育特論」（大学院の講義。実践課題の一つ　　　　　る。

　として設定）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②「造形教育論・造形教育方法論」

②　各講義における授業改善内容　　　　　　　　　　　　　○青山海岸一帯へのランドアートの構想

　①　「美術科教育法（中等）皿」　　　　　　　　　　　　　　今年の日本海夕日コンサート会場を飾るランド

　　○　ショートフィルムの制作　　　　　　　　　　　　アートを構想しなさいという問いかけに対し、昨

　　　映像作品に関しては三つの企画（ショートフィ　　　　年の流木に続いて学生が考案したキーワードは

　　ルムのオムニバス、出演アーティストのイメージ　　　　「風」であった。風で動く草花のイメージを「風

　　フィルム、キッズコーラスのメイキングフィルム）　　車（ふうしゃ）」という造形にして、海岸一帯の

　　がある。講義の中では、ショートフィルムの制作　　　　ランドアートへと創り上げていく構想である。

　　を課題にした。中学校の学習指導要領では「映像　　　　　　授業においてまとめた構想を実行委員会の会議

　　メディアによる表現」が取り入れられているが、　　　　で発表し、そこで得た感想や助言を大学へ持ち

　　学校現場においては未だ活性化されていない題材　　　　帰って現実的な案へと練り上げていった。

　　である。このメディア時代において今後益々重要

　　な領域であることから学生にも参考作品の制作と　　　　○スケッチッアーの実施

　　いう形で取り組ませている。本プロジェクトでは　　　　　実行委員会へ参加している東北電力の協力によ

　　夕日コンサート会場に設置されるオーロラビジョ　　　　り風力発電の風車を見学しスケッチするというツ

　　ンでの上映を目標にしてとりくませるものである。　　　アーを企画。二葉中学校美術部の生徒12名が参加

　　テーマは「日本海」もしくは「夕日」として、そ　　　　して大学生と一緒に風車のスケッチを行った。学

　　の要素が盛り込まれていれば内容は自由とした。　　　　生も15名が参加し、見学中の生徒達との触れ合い

　　課題提示と共に多様な映像表現を鑑賞させ、また　　　　やスケッチ指導などを経験した。このツアーは休

　　教育的な配慮事項などにも触れながら授業を進め　　　　日に設定せざるを得ないために、学生も予定を調

　　た。グループを編成して制作に臨み、構想から作　　　　整しながら参加した。

　　品完成までの各段階において途中経過報告という

　　かたちで、授業の中において講評会を設定しなが

　　ら進行した。

　　　映像作品については、この講義以外の学生によ　　　　』　　　　　　　囲拶

　　る制作になる。作品発表を許される時間帯はコン
　　サート開始前や出演者が入れ替わる待ち時間のみ　　　　　　，　　　　　　”㌧　　、　　　　Q、

である。しかもその時間は本来協賛企業のコマー

シャルや諸連絡が流されるため、学生の作品発表

はそれらとの兼ね合いで可能になる。したがって、

いつどのタイミングで放映するか司会担当や出演

者の所属事務所との協議を幾度となく重ねる必要

があった。しかしながら、そのような協議で様々

な条件を提示されたり自分たちの作品をプレゼン

し感想を述べてもらう経験は学生にとって大きな

刺激となったようである。彼らのポテンシャルが　　　　○各学校へ出向いてのワークショップ

引き出されてくる様子が目に見えてわかった。ま　　　　　今回の参加校は小・中・高校の計7校。和紙と

た、それぞれのミュージシャンもステージ装飾に　　　　針金を使って草花をイメージした形態の風車を制

気づいてその味わいを喜んでくれたり、このよう　　　　作した。各学校ごとに訪問する学生を割り振って、
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担当学生全員がワークショップの指導を経験でき　　　ジェクトの実行委員長を希望していたため、その

るように配慮した。このワークショップも各学校　　　役割を課題とした。メンバー総数が40名を越える

の実状に合わせた時間帯に学生が訪問して実施し　　　組織となっていたが、各部門のリーダーとの連携

た。したがって講義の中で実施することは不可能　　　を良く図りつつ、日本海夕日キャンペーンの実行

であり、他の講義や予定との調整を図りながら参　　　委員会へも参加し、積極的で真摯な姿勢から実行

加体制を作るのには学生なりに苦労が多かったと　　　委員の方々からも強い信頼を得ていた。

ころである。

④その他の部門
　・ステージ装飾

　　全回、ある業者からステージ背景の装飾を学生

　が担当してみてはとの提案があったもので、学生

　もミュージシャンとのコラボレーションを図れる

　場を恵まれて創作意欲を高めることができている。

　コンサートに出演する3組の音楽を聞き込みなが

　ら、どのようなコンセプトでデザインし飾り付け

　るのか、今年のテーマとも関連づけながら構想を

　練った。素材は紙（不織布）として、音響・照明・

　舞台設置等の各業者ヘスケッチや実際に組み立て

　たパーツなどを持参しながら打ち合わせを重ねる

　日々が続いた。このデザイン化にはいくつかの条

○当日の設置活動　　　　　　　　　　　　　　　　　件を踏まえた上での構想が必要である。特に取り

　コンサート当日は午前9時から設置作業を開始　　　　付けの方法。リハーサルの合間をぬって設置作業

した。海岸は35度を越える炎天下、学生の誘導に　　　　を行わなければならなかったし、撤去時もコン

従って制作に関わった生徒達も作業に参加した。　　　　サート終了後ステージ全体の撤去作業に影響しな

会場全体と作品の調和を見ながら約2時間ほどで　　　　いように迅速に行うことが要請された。そのよう

400本に及ぶ白い草花の風車が会場の雰囲気を和　　　　　な課題を克服するために簡単な取り付けを可能に

らげていった。　　　　　　　　　　　　　　　　　　するパーツ（一区画が一辺180cmの正方形〉を考

　また、このイベントは8月であり講義は当然終　　　　案したり、雨風にも耐えることのできる作品作り

了した後である。学生は実行委員として参加して　　　　のために幾度となく専門業者との打合せを要した。

いる意識が強いので、休日中に講義へ参加しなけ　　　　このプロジェクトで学生らは構造体の最上段に

ればならないといった不満を抱くことはなかった　　　　のぼって作業するなど、業者の指導を受けながら

ように思われる。日程的なことについては当初か　　　　　普段経験できない性質の仕事に取り組む。業者か

ら再三触れながら構想を深めてきていたことも　　　　らは時間や技術的なことなど何かと厳しい条件を

あって自分達のプロジェクトを実現しようという　　　　突きつけられることが多かったが、その反面で学

期待感をもって当日を迎えられていたようである。　　　生のためにわざわざ構造体の一部を実際に組み立

③「美術教育特論」

　本科目は大学院の講義であり内容としては美術

教育の専門性を深めたものであるが、数名の履修

者に各自の実践課題を与えて理論と実践を関連づ

けた研究を推進している。履修者の一人が本プロ

てて具体的に教えてくれるなど、人情味溢れる面

に触れることもできた。貴重な社会経験だったよ

うに思う。
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　　・信濃川沿岸でのインスタレーション　　　　　　　いる様子を目の当たりにすることができた。ここ数年、

　　　夕日コンサートの広報を兼ねたミニライブ「サ　　このランドァート制作に関わった子どもたちからは

　　ンセットカフェ」が市内の中心部に流れる信濃川　　「砂浜に置いたら自分の作品が生き生きして見えてき

　　沿岸で、10回ほど企画されていた。実行委員会か　　ました。」「自分の作品が大勢の人に見てもらえるのは

　　らその場所でアートとのコラボレーションを展開　　うれしかったです」「こんなにたくさんの作品の中に

　　してはとの提案を受けて取り組んだ。会場は川沿　　自分のつくったものがあることがすごいと思いまし

　　いの落ち着いた所で、ジャズやボサノバの音楽と　　た」「自分達の作品に囲まれながら聞く音楽はぞくっ

　　学生制作の流木アートが幻想的な雰囲気を生み出　　とするように心に響きました」「今までがんばってき

　　していた。毎回、学生の作品を大学から会場まで　　たことが報われるような、うれしい感動でいっぱいで

　　トラックで往復で運搬する労力を要したが、市民　　した」というような感想が得られている。そのような

　　の往来が多い場所で注目を浴びるものとなった。　　子どもたちの感想を得ることができたことも、スケッ

野　　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　チツアーやワークショップを通して関わってきた学生

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にとってもうれしいことであり、教育の意味を体感す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　るものであったように思われる。

（2）大学と小中学校の連携について

　今回、授業改善プロジェクトで課題としていた「社

会的組織」とは日本海夕日キャンペーン実行委員会で

あるが、ある意味で小中高校の児童生徒達との触れ合

いも対外的に貴重な経験であった。風車づくりは大学

生が小中学校へ出向いてワークショップとして行って

きた。どの学校でも学生との触れ合いに目を輝かせる

子どもの表情が印象的であった。学生との新鮮な出会

いが指導技術の善し悪しを超えて子どもの表現意欲を

高めており、同時に、その瑞々しい姿が学生にとって

4　プロジェクトの成果と課題　　　　　　　　　　美術教育の魅力を感じさせるものになっていたようで

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある。加えて、小中学校の担当教員からは、このよう

（D　日本海夕日コンサートとの連携について　　　　　　な関わりを持つことによって改めて子どもの表現を社

　今回の夕日コンサートの来場者は5万人を越えた。　　会的に展開する必要性に気づかされたとの感想もあっ

本プロジェクトをこのコンサートを舞台に実践した目　　た。制度的な制約縛られがちな現場の教師にとってこ

的の一つには多くの市民に作品を鑑賞してもらうこと　　のようなきっかけは貴重であろう。

があったから、その点においては申し分のない状況が　　　その反面で学校現場との連携の難しさもいくつか浮

もたらされたと思う。学生はステージ装飾と映像作品　　き彫りになってきた。一つには、学生の機動力を発揮

を創作したが、これまでの他のアートプロジェクトや　　することとは反比例するかのように学校側の関わり方

作品展にはなかったスケールからの成就感は得られた　　が受け身になってしまい、学生の負担が非常に大きく

ようである。それは小中学校の子どもたちにとっても　　なってしまったことである。各学校がどれだけこのプ

同様であった。子どもたちは、次々に来場する人々が　　ロジェクトに意義を感じ積極的に関わってくれるかは、

海岸一帯のランドアートを歓声をあげながら鑑賞して　　参加を呼びかける段階のプレゼンの問題でもあるだろ
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う。また、このプロジェクトの責任の所在を問われる　　る。毎月二回夜遅くまで行われる定例会に参加するこ

場面があった。海岸へ子ども達を連れて行くこと等危　　　とは学生の立場上問題も多い。これまではほとんど教

険が伴う内容も含まれている。安全管理上の体制つく　　官の立場で関わりながら連絡調整を図ってきたが、こ

りや運営責任の所在を明確化するとともに教育委員会　　れだけ大きなプロジェクトが創造されている現場に触

等への事前申請などの徹底も重要であることを感じた。　れてほしいという思いもある。どのような形でどの程

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　度までの関わりが保てれば良いのか教育的な見地から

（3）社会的組織との連携について　　　　　　　　　　　検討していきたい。

　本プロジェクトは日本海夕日キャンペーン実行委員

会との連携によって実現した。この実行委員会には一　　　6　おわりに

般企業や行政その他様々な立場の人々が関わっており、

地域のために良いものを創り上げたいという情熱で満　　　学外との連携を授業改善のストラテジーとすること

ちあふれている。定例会では常に妥協することのない　　は、授業自体の教授システムを変えるというよりも、

意見が積極的に交わされ、論者はその建設的な機運に　　授業の学習内容に関する動機付けとして関与してくる

こそ連携する価値を感じたのであった。大学教育にお　　ものである。それは、観念的に終始しがちな大学の学

いて社会的な実践力の育成が求められている今日、　びを生きて働くものにする意味では価値があるように

様々な分野の社会人から学べることは多い。今回も、　　思う。授業外における連携ということで、時間的な問

映像作品の制作者やステージ装飾担当者は、音楽関係　　　題や交通費をはじめとした経費等、いくつかの間題は

や照明機材関係さらに芸能プロダクション関係の専門　　生じるが、学生にとって実践的指導力が育成される成

業者と打合せを重ねることによって構想を練り上げて　　果はかけがえのないものであろう。

いった。その過程では、学生の観念的な構想に対して　　　日本海夕日コンサートは、本来それ自体が「夕日」

社会人の現実的かつ経験に裏付けられた質問や指摘が　　　と「音楽」という新潟の地域性を生かしたアートプロ

徹底的に突きつけられた。助言された真意を理解でき　　ジェクトであった。しかも四半世紀に渡って継続され

ずに涙ぐんでしまった者もいた。しかし、この実行委　　てきた新潟を代表する文化でもあるから、そこへ新た

員会は、社会的組織といっても青年会議所出身者や商　　　に「美術」の要素を加えていく上では提案する側の責

工会議所関連の方が多くいる関係で、各企業の社長も　　任は重いものがあった。美術が加わることによって、

数多くメンバーに名を連ねている。したがって委員そ　　音楽がより豊かに響き、夕日を臨む海岸という場所の

れそれが各現場で豊富な経験を積んできた方々であり、　魅力も高まるものでなければならない。その逆の事態

学生の能力を理解しようと努め、また彼らの発想を何　　だけは避けなければならないということである。その

とか生かしてあげたいと暖かい眼差して包んでくれて　　ために大学と実行委員会あるいは各業界を往復しなが

もいた。委員一人一人のアドバイスは、どれもが大学　　　ら率直にビジョンを提言しつつも謙虚に批評を受けて

においては得にくいような実践的で幅の広いものであ　　止めてきた。その関わりの姿勢自体が身につけるべき

り、学生と一緒に会議に参加しながら、そのような充　　社会性であり学生にとっての実践的指導力の基盤とな

実感と感謝の気持ちが込み上げてきた。論者は、学生　　るものであろう。大学はそのような社会性を身につけ

がこの実行委員会に参加することに飛躍的に社会性を　　させる役目を担っていることは当然のことであるが、

培っている様子を感じていた。それは教育実習後に見　　それを日常の授業において果たしていくことが今後

せる成長ぶりと似ている。　　　　　　　　　　　　　益々求められてくるように思われる。

　地域で活動している組織と連携を図ることにはこの　　　今回、コンサート途中で制作に関わった新潟大学の

ように大きな利点や意義があるが、一方で学生がどの　　学生がステージに上がりこれまでの取り組みの概要を

ような関わり方をすればよいか配慮を要する側面もあ　　説明するとともにその様子をオーロラビジョンで放映

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　する機会を得た。市の文化を代表する大きなイベント

に新潟大学の学生が関わり、数万人の観客を前に自分

達の表現を声高らかに謳歌したのである。新潟大学の

活動をこれほどストレートに多くの市民へ伝える機会

はそうあるものではない。貴重な機会であった。

　このように学生の実践的指導力を日々の授業から構

築していくことには大きな意義がある。しかし、その

実現のためには社会的な人々との信頼関係が必要であ

り一朝一夕にできるものではない。我々教師が日常に

おいて社会的に関わりを持った教育活動を構築してい

るかどうか、その姿勢が問われる課題でもあるだろう。
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