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【要旨】

参加者の集まらない中高生講座を何とか盛り上げるため，見た目に楽しそうな「ロボコン」を

開催することにした。それも都立航空高専の学生が手取り足取り指導してくれるのである。とこ

ろがこれがなかなか難しく根気のいる作業の連続である。難しく苦労が多いからこそ，中学生，

高専学生ともに意義のある講座が開催できた。
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� はじめに……講座企画のきっかけ

荒川区に限らず地方自治体の社会教育事業に

おける少年教育事業の中で，中学生や高校生を

対象にした事業は難しい。難しいというのは自

信を持って企画した事業でも参加者の集まりが

悪く，実績を残せなければ事業自体の存続が危

ぶまれるからである。荒川区教育委員会事務局

社会教育課でも小学生向けの事業はそこそこの

参加者数を集められるので，事業の中止や廃止

などほとんど問題にならない。しかし中高生向

け事業となると申し込みも少なく，またその日

によっては出席者がなく事業を中止するかどう

か迷うことがよくある。だが１０年先，２０年先の

地域リーダー予備軍を，今中高生向けの講座を

通して育成しているのである。だから「参加者

が少ない」からといってこのような事業を簡単

には切り捨てられない。

社会教育課の少年教育事業の中で一般的にい

う「ジュニアリーダー養成講座」は，社会教育

課と少年団体育成者団体の共催で青少年委員の

協力を得ながら開催している。これらの人々と

事業を企画し運営しているのだが，「中高生向

けの講座をどうしたら活性化できるか」がここ

数年来の共通認識となっている。平成１３年度の

「中高生講座」の企画会議で「中高生が興味を

持って参加してくれる講座とはどのようなもの

か」について，重苦しい雰囲気の中話し合われ

た。社会教育課から火起こしや野外料理などの

アウトドアに関する企画や，子どもと一緒に遊
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ぶための講座などと共に「ロボコン講座」が提

案され，「ロボコンなら中高生も興味を持って

くれるのではないか」という意見が出たので，

「ロボコン講座」が実現できるかどうか社会教

育課で検討することになった。

� 開催決定から準備まで

１ 開催決定までの経緯

筆者は社会教育課で平成１１年度から少年教育

事業を担当しているが，その間「中高生講座」

として実施した事業の内容は，「コミュニティ

ビジネス起業体験」「アウトドア体験のホーム

ページ作成」「ダンス体験」などの講座であっ

た。一応講座として成立していたが，参加者が

１桁台であるとか３回から５回の連続講座なの

に１回目だけ来て後は来なくなるなど，とにか

く惨憺たる状況であった。少年団体や青少年委

員などの育成者もその都度企画し事業の運営を

行っているのだが，参加者より大人の方が多く

「中高年講座」と間違うくらいなのだ。そんな

状況を誰もが「どうにかしなくては」と考えて

いたので，前述の企画会議で「ロボコン」を検

討してみようということになった。

ロボコン実現のためまず思いついたのが，区

内にある都立航空高専の吉田喜一教授へ協力を

依頼することだった。都立航空工業高等専門学

校といえばNHKの「ロボコン」にも多数出場

している，「ロボコン名門校」である。そして

吉田教授は「ロボコン」に出場している「ロボッ

ト研究同好会」の顧問であり，筆者の前職場で

ある商工振興課の事業の異業種交流会に参加し

ている。その縁で筆者が社会教育課に異動して

からも小学生にブーメラン作りや火起こし体験

指導，ペットボトルロケット作りの指導を学生

と共に何度も協力してもらった。そこで「ロボ

コン講座」についてもすぐに了解いただけると

安易に考えていたが，「少し考えさせて欲しい」

という返事だった。

テレビで見るロボコンは華やかで楽しいもの

だが，それは大会の時だけでその前の長い製作

過程は地味で根気のいるまさに「３K」現場な

のである。それをそっくり一般の中高生に体験

させるとなると，吉田教授が躊躇してもおかし

くない難しい事業である。しかしこの提案を吉

田教授がロボット研究同好会（以下「ロボ研」）

の学生に相談すると，学生が「ぜひやらせて欲

しい」と言ってくれたそうである。それを聞い

て早速教授と学生を交えた打ち合わせをするた

め航空高専に向かったのである。学生に対し

「このような大変な講座に中学生が来ると思う

か」という質問をすると，「自分達もものづく

りが好きで航空高専に入った。同じような中学

生がいるはずだから，参加者は集まる」と自信

たっぷりに答える。また「やるなら最初から最

後まで自分でやったほうがいい」と，ロボット

製作の全部の課程を体験させようと張り切って

いた。もともとロボ研は先輩が後輩にロボット

製作を指導している。その経験を生かし，今度

は地域社会でロボット製作を指導するのであ

る。当初は「中高生のロボコン（ものづくり）

体験」だけを想定して企画していたが，ロボ研

の学生が指導者として加わることで，高専の学

生にも日常あまり縁のない社会教育事業を体験

できる機会であることに気が付いた。つまり荒

川区は参加する側，指導する側双方に学習機会

を提供することができるのである。これが成功

すれば近年にない大きな成果が得られるはずで

ある。

だいたい講座実現の目途がたったので少年団

体と青少年委員に検討の経過や日程等を説明す

ると，少年団体の育成者から「団体の持つ技術

（野外活動等）を活かせない」「高専の日程に

あわせ講座を設定すると育成者が参加できな

い」（仕事の都合上日曜日でないと講座を手伝

えない）などの意見が出され，少年団体や青少

年委員の協力の下では「ロボコン講座」を開催
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できないという結論になってしまった。

しかし航空高専の吉田教授やロボ研の学生達

はすでに「ロボコン講座」開催に向け前向きな

協力の意思を見せてくれていたので，規定の予

算に計上されている事業ではなくなってしまう

が，社会教育課としては余った予算をかき集め

るなどして事業を実施することに決定した。

２ 開催までの準備

まず日程の調整やプログラムは，実際に指導

を担当する高専の学生の都合を尊重した。それ

は毎年夏休みから１１月末にかけてNHKのロボ

コンに参加するため，ロボ研の年間スケジュー

ルの中で比較的手が空いている時期しか講座開

催のチャンスが無いからだ。更に１月下旬には

航空高専の入試も始まってしまうため，必然的

に１２月から１月中旬までということになり，平

成１３年１２月２２日（土）から平成１４年１月２０日（日）

の間の５日間とした。ルールを設定し，設計，

製図，製作，大会という流れで行うことを学生

と相談して決定した。日程は以下の通りであ

る。

� １２月２２日（土）

ロボットを作る流れの説明，ルールの説

明，土台製作

� １２月２６日（水） 土台製作，機構製作

� １月５日（土） 土台製作，機構製作

� １月１２日（土）

機構製作，コントローラー製作

� １月２０日（日）

コントローラー製作，ロボコン大会

日程と内容の他に参加者募集用のチラシの原

稿も学生が作った（図１）。企画についてはほ

とんど学生が担当し，社会教育課は募集記事の

区報掲載と，区立中学校の全員と区内の私立中

学校，高校，都立高校に募集のチラシを配布し

参加者募集を行った。航空高専は都立であるた

め荒川区だけ特別に面倒を見てもらうわけにも

いかないので，吉田教授は周辺の墨田区，足立

区，葛飾区，北区の中学校にも参加募集してい

た。他に社会教育課で若干の消耗品予算が手配

できたので，モーターの一部を購入した。他の

材料は吉田教授の研究費等から購入したもの

と，高専内の廃材を探して充てた。最終的に

は，荒川区産業展実行委員会からも材料費の一

部が支出された。

もともとこの講座は予算化されたものではな

かったため，多様な連携を図り事業が出来ない

かと，産業振興の観点から東京商工会議所荒川

支部に協力を要請した。すると突然の事なので

事業費の負担はできないが，大会審査員の派遣

や参加賞（東京商工会議所のノベルティグッズ

など）の用意をしてくれることになった。

また，折角苦労して作るロボットだから１回

だけの試合ではもったいないので，３月に開催

する「荒川区産業展」でもコンテストができな

いか，以前の職場商工振興課での同僚に相談を

してみると，航空高専が出展するイベントのな

かで実施できるのではないかという事だった。

ロボコン体験講座実施までの環境は大方整っ

てきたが，肝心の参加応募者は当初中高生を対

象としていたのに中学生の応募しかなかった。

結局高校生の参加者はなく，定員３０名に対し区

内１４名，区外１９名の中学生から応募者があり，

内訳は１年生１１人，２年生１８人，３年生４人

で，女子１人以外は全員男子であった。

� 講座の開催

１ 製作過程

いよいよ「ロボコン体験講座」の初日が始まっ

た。続々と集まる中学生達は，いつもの少年事

業には参加したことのない子どもばかりだっ

た。新しい子どもたちが社会教育事業に参加し

てくれたことで，一つ成果が上げられたと思っ

た。

まず初めに指導の学生からルールと製作の流
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れが説明された。ロボットの形は，基本的に機

体・駆動（タイヤ，モーター）・機構・コント

ローラーから成り立ち，ピンポン玉を取り合っ

てゴールに入れるサッカーのようなルールで行

われることになった。どのようなマシンを作る

かはルールによるのでこれは大変重要な導入で

ある。そして学校ごとにチームを作ることを基

本とし，個人や少人数で参加した人は学校混合

で３～４人のチームを作り，各班に１人の学生

指導者が加わりアイディアを練り始めた。学校

や日常でほとんど機械の組み立てなどをしてな

いらしく，また初対面の学生に遠慮していたせ

いかなかなか中学生からアイディアが出て来な

かったようだ。口数の少ない中学生を相手に高

専の学生も困っていた。

ルールは�フィールド（１４００mm×２０００mm）

中央にあるボールプールの中のピンポン玉を

ゴールに入れる，�マシンサイズは２００mm×

２００mm×３００mm以内，マシン重量は２．５kg以

内とする（電源，コントローラーは含まない），

図１ チラシ
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�マシンが分離するのは構わないが操作できる

マシンは１台とする，�禁止事項に触れること

１回につき１点減点とする，である。このルー

ルに基づいたマシンの製作が始まった。

マシン製作の過程は，�どんなマシンにする

かアイディアを出す，�アイディアに基づきマ

シンの設計・製図，�部品の製作，�機構の製

作，�コントローラーの製作である。「何もな

いところからマシンを作らなくては意味がな

い」とのロボ研学生の方針で，中学生には慣れ

ない作業ばかりだったと思う。寸法を間違えて

部品を全部作り直す班もあった。この部品づく

りで使う工作機械は危険を伴うので，学生から

「大型機械を使用中は話しかけない，しゃべら

ない」「よそ見をしない」や「必ず指導の学生

に付いてもらう」などの厳しい注意があった。

部品が一通り出来上がったら機構を組み立て

ていく。そして駆動のためのモーターを取り付

け操作のためのコントローラーを製作してい

く。前半は機械を使う作業がほとんどだった

が，コントローラーの製作では半田付けなどが

主だった。配線がややこしく間違ってしまうこ

とも間々あったが，このコントロールパネルに

は洗面器やタッパーウエアなどを利用し，各班

ともマシンだけでなくコントローラーも個性的

なものが出来た。一連の作業時間が各班によっ

て異なり，大会までに完成するのかどうかハラ

ハラする班もあったが，講座終了時間が過ぎて

も残って作業する班もあり，全部の班が大会ま

でに無事完成した（図２）。

２ ロボコン大会

� ロボコン大会

講座の最終回はロボットコンテストの試合で

ある。午前中は製作し，午後に大会というスケ

ジュールだった。各班の進捗状況は異なり試合

直前まで組み立て上がらないところもあれば，

何度も改良を重ねるチームもあった。数枚の羽

で前方からボールを取り込み後方から出した

り，四角いアームでボールを捉えゴールに運ぶ

マシンなどの工夫を凝らし，どれも個性的なマ

シンだったと思う。

午後になり作業場を片づけ，ロボ研学生手作

りのコートを設置し，大会会場の設営も済むと

いよいよコンテスト開始時刻となった。教育委

員会や東京商工会議所荒川支部からも来賓が訪

れ，また参加者の保護者等の観覧者も多数集ま

り，アットホームで熱気の溢れた雰囲気の会場

となった。

開会式や選手宣誓のセレモニーが済むと，

トーナメント選の試合開始である。学校別の６

チーム，中学混合の２チーム併せて８チームが

エントリーした。優勝決定まで敗者復活戦を入

れて全部で１０試合行われ，優勝・準優勝の他に

全部のチームにそれぞれ賞を用意し，参加者全

員の苦労や健闘を讃えた。どの試合も声援や笑

い声が絶えず，その場にいた全員が楽しいひと

ときを過ごした。しかし，マシンは作っている

時と試合の時とでは予想と違う動きをしたり，

操作がうまくいかなかったり，試合中に故障し

たりとものづくりの難しさも実感することと

なった。試合が終わるたび手直ししたり変更を

加えたりと，フィールドの外では真剣な顔をし

ながら作業を繰り返す者も沢山いた。また，機

械を作っている時の真剣で生き生きとした子ど図２ 製作
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もたちの表情が日常では見せないものだったの

で，驚いた保護者も多かったと思う。

� 荒川区産業展でのロボコン

荒川区では毎年３月に区内企業の受発注促進

や製品の宣伝のため，「荒川区産業展」を開催

している。また人材育成のため都立荒川工業高

校や都立航空高専なども，学校での活動成果を

発表する展示などで出展している。展示だけで

なく子どもたち向けにクラフトの講座を指導し

たり，ロボコンに出場したマシンを操作できる

イベントも行っている。

「ロボコン体験講座」で苦労して作ったロボッ

トを動かす機会が一度だけではもったいないの

で，事前に産業展を担当する商工振興課や吉田

教授とも相談し，産業展での航空高専のイベン

ト会場で再度中学生達を集め試合をすることに

した。１月２０日の最終回から１ケ月半ほどの期

間があり，その間の期末試験などが終了してか

らロボ研学生の都合の付く日に中学生達が高専

に集まりマシンを改良した。そしてより性能を

アップしたマシンが持ち寄られ，３月９日（土）

に産業展航空高専イベント会場で「中学生ロボ

コン」が行われた。（図３，４）

� 講座の効果

１ 参加者の感想

� 中学生の感想

各回の講座の最後に「一口メモ」というのを

参加者に書いてもらった。同一人物の感想を時

系列で並べると，その人の講座を通した気持ち

の流れが良く出ていて面白いので紹介する。

Ａ（１年男子）

� 今日は初めてのロボコン。初めは固くるし

かったけど，後はにぎやかでした。今日は

モータBOXを作り終わった。いよいよ次回

から本格的に作りだすと思うと早く始まって

ほしい。

� 今日は初めての作業でおぼえる事が多くて

大変でした。けど次回からはしっかりと覚え

ているのでもっとキレイに出来るようにがん

ばりたいです。

� 今日は土台などのパーツを作った形が見え

てきた。あと９つのパーツを作らないと完成

しない。早く見てみたい。

� 今日いよいよロボ完成！！！といいたいけ

どまだ前が重すぎて動けないので早く動いて

るところを見たい。

� 今日は最後のロボコンで試合だったけど，

なんと準優勝。メッチャうれしー。だけどで

きれば，優勝がよかった。

Ｂ（３年男子）

図４ 産業展ロボコン

図３ ロボコン大会
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� 今日は，初日で班の人と仲良くなることが

できてよかった。製図は難しくてよく分から

なかったけど，おもしろそうなロボットがで

きそうで楽しみ。

� 今日はギヤーボックスを作りました。ギ

ヤーボックスは作るのがかんたんだった。作

業に入ってからは，チャンネルとアングルの

けがきと，せつだんと穴あけのせつめいを聞

いた。せつだんはむずかしい。今日も楽し

かった。

� 今日は，失敗つづきで何回もやり直しをし

たのでたいへんでした。もう少しで箱の形が

できそうなので，次もガンバル。

� 今日はいろいろやることがあってたいへん

でした。もう少しで完成なので次回がんば

る。

� 今日は，決勝まで残れると思っていたが，

しかし１勝しかできなかった。すごくざんね

んでした。でもすごくおもしろかった。

こうしてみると中学生達の苦労の跡とロボッ

ト完成への期待の大きさが窺える。しかし，毎

回苦労しながらも前向きな感想を書いている所

を見ると，苦しさの向こうにある大きな期待を

感じているのがよく分かる。この「大きな期待」

つまり終わった時に感じる達成感が，子どもの

成長期に必要なのではないかと考える。一つの

事を成し遂げた達成感は自信となり，勉強でも

運動でも自信が前向きに取り組む姿勢に繋が

る。筆者は１つでも多く達成感を味わえる機会

を，社会教育事業の中で提供していきたいと

思っている。

� 高専学生の感想

高専の学生達はこの経験をまとめ，各種の学

会に発表している。その発表の中で学生達が中

学生に指導した事の感想を述べているのでここ

で引用したい（１）。

� 初めて後輩ではない人間に教えるというこ

とで配慮する事も多く，また社会教育の一環

として自分が参加できたことを嬉しく思いま

した。今回の受講者は中学生のみでしたが，

中学生と高校生が同じ場で勉強するというの

は受講者にとっては，年齢・学年関係なく学

べる場としても良いことだと思います。高校

生の参加が活性化の一つにつながると思いま

す。今回行った班編成では学校ごとという分

け方でしたが，そういった事にとらわれない

班編成によって，交流の場としての役割を持

つ事が出来ると思います。また，学校ごとで

は元々知っている者同士という事でスタート

はスムーズに進めやすいという利点がありま

すが，国際ロボットコンテストや実社会で

も，異なる環境の人間が集まった方が良い結

果が出る場合が多々あります。次回は班編成

を変えてみればまた面白い結果が出ると思い

ます。

� 一番反省すべき点は時間の少なさである。

限られた時間内に中学生だけでマシンを完成

できたチームは無かったと思う。それ以前に

アイディアの段階でロボット研究同好会の学

生が参加をしてしまった班が多いと感じま

す。それは中学生がロボット作りに関して無

知のため時間的，技術的に無謀なアイディア

が多く出たためだと考えられる。中学生ロボ

コンなのだからどんなに無謀なアイディアで

も作らせてみてどこが駄目なのか自分で自覚

してもらう方が良かった気がする。そして自

分達でその困難を乗り越えさせるべきだった

のかもしれない。しかし，大会をうまく進め

るためには今回の判断は良かったのだと思っ

ている。次回もう一度中学生ロボコンをやる

のならば時間にゆとりを持って出来るように

したいと思っています。そして中学生が参加

したロボコンではなく中学生が中心のロボコ

ンにしたい。

これらの感想を読む限り，彼らがいかに主体

的にこの事業に関わってくれていたかが分か
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る。学生達が指摘した問題点や提案を，次回以

降の事業にぜひ生かしていきたいと思ってい

る。

２ 航空高専学生による学会での発表

航空高専の吉田教授はロボ研による中学生ロ

ボコン指導について，「日本機械工学会関東支

部講演会」および「日本高専学会シンポ in

木更津」などで学生と伴に発表することを決め

た。中学生がロボコンを行う事例は全国各地に

あるけれども，高専の学生が地域の中学生を指

導して区市町村レベルでのロボコンを実施する

という事例は他にはない。この貴重な経験を学

会で発表することで，学生達の学習をより深い

ものにした。

この発表の中で「高専教官が指導する例は多

く聞くが，高専学生が立派に中学生対象のロボ

コン指導が出来ることを示した」としている（２）。

� ま と め

１ なぜ「ロボコン」だったのか

社会教育課や少年団体の育成者達は中高生講

座を企画するに当たり「中高生が興味を持つ企

画を」と検討したわけだが，「ロボコン」はNHK

のロボコンなどテレビの影響もあり中高生でも

良く知っている題材であろうと考えた。中高生

のリーダー育成を目的とする講座だが，グルー

プで一つのマシンを作り上げることで，協調性

やリーダーシップを育成でき，達成感を味わえ

る講座ができる。

また荒川区は中小の町工場が集積する「中小

企業のまち」である。しかし産業の空洞化や景

気の停滞のため，工場数は減少する一途であ

り，また後継者難のため高齢の事業主は自分の

代で廃業してしまう例も多い。かつて「３K職

場」として若者に敬遠されてきた工業の現場で

あるが，「ものを作って売り，社会に貢献する」

仕事はやりがいも誇りもあるはずである。参加

者にはものづくりの入門編である初歩的なロ

ボット製作を通して，ものづくりの楽しさや厳

しさを体験し，荒川区を支える「ものづくり産

業」の重要性を感じて欲しいと思った。航空高

専の吉田教授も中小町工場の技術者育成を重要

視しており，子どもたちにものづくりへの興味

を持たせるような本講座に協力してくれたので

ある。このように「ロボコン体験講座」は，「町

工場」や「ロボコン名門校」が立地する荒川区

の特徴を生かした講座になったのではないかと

思う。

２ なぜ社会教育課で実施したのか

この講座の実施決定後，教育委員会事務局指

導室の技術科担当指導主事に参加者募集の方法

等を相談した。その時，前年度にその指導主事

を中心に区立中学校の技術科教諭が集まって，

中学生ロボコン実施を検討していたことを知っ

た。検討の詳しい経過は定かではないが，結論

としては中学校内でのロボット製作は現時点で

は不可能であり，ロボコンは実現できなかっ

た。大きな理由は，�ロボット製作を指導でき

る教員が不足している，�製作に必要な工作機

械が学校にない，ということだった。他自治体

の中学校には学校を挙げてロボコンに取り組む

事例はあるが，荒川区では実施できる状況では

なかった。

そのような検討がなされていると社会教育課

では全く知らなかったので，「ロボコン体験講

座」を実施するに当たり中学校の技術科や理科

などの教諭と協力するようなことは想定せず，

最初から日頃協力関係のあった都立航空高専に

指導を依頼し講座を企画した。したがって，他

自治体の事例を参考にすることはなく，社会教

育から独自のアプローチをしたロボコンとなっ

た。

３ 評価・成果

本講座は例年の中高生対象の講座のなかでは

特に参加者が多かったので，講座の成立要件と
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して十分な参加者数を得られ今後も継続するこ

とが妥当ということになった。

参加した中学生の出席率は良好で（たぶん休

むと作業が遅れたり同じ班の人に迷惑を掛ける

事になるからだと思うが），みな熱心に苦労し

ながらも協力しあい楽しく参加していた。参加

者が満足できる講座を作ることが，まず重要だ

と思う。ロボ研の学生も皆熱心に指導に当たっ

ており，中学生達から多大な信頼を寄せられて

いた。ロボ研学生は親切・丁寧な指導である

が，中学生の危険な機械の操作などを見つける

と容赦なく叱っていた。伝統的にロボ研では先

輩から後輩への技術指導がなされているが，製

図も機械も触ったことのない中学生を指導する

のは苦労が多かったと思う。ロボ研の学生も社

会教育の事業に参加することで，学校とは違う

体験が出来た。しかしこのような異年齢の交流

はこれまでの社会教育課の事業では見られない

ものだったので，航空高専に限らず区内の都立

高校など他教育機関とも荒川区の中学生が交流

出来る機会を増やしていこうと思う。

そしてこのような事業を実施するに当たり，

ネットワークの重要性も改めて実感した。前の

職場等で培った人脈を職場が変わっても活用

し，普通なら繋がらないセクションが協力しあ

い，前例のない事業を開催することができたの

である。これは社会教育行政に限らず，これか

らの行政の仕事をするうえで必要不可欠な要素

になる。仕事上だけでなく内外の人脈を形成す

ることを，行政職員として特に意識して行わな

ければならない。

４ 問題点・課題

まず規定の事業外でこの講座を実施したの

で，次年度以降は予算化し事業を定例化しなけ

ればならない。ところが平成１３年度の開催時期

がすでに平成１４年度予算要求の時期を過ぎてし

まっていたので，平成１５年度の講座から予算化

することになった。平成１４年度は無理だった

が，教育長や次長からも「ロボコンを予算化す

るよう」指示があったので，「ロボコン体験講

座」が正規の事業になることは確実だろう。

次に高校生参加の問題であるが，技術系の高

校生以外なら高校生にも充実した内容の講座で

あると思うが，今回参加者はいなかった。当初

「中高生講座」として企画していたが，その事

業から逸脱してしまったので，今回の結果を踏

まえ今後は中学生をターゲットとしていくこと

を検討する。

また日程が短く作業時間が足りないためマシ

ンの作りが雑になったり，作業場の片づけなど

が出来なかったとのロボ研学生から指摘もあっ

た。作業が遅い班についた学生はこっそり作っ

てあげたりしていた。指導する学生に負担が集

中しており，講座を長続きさせるためにも学生

の負担の軽くするための検討が必要だ。例え

ば，町工場で働く大人にも，指導者として参加

してもらえないかなどである。

５ 総 括

今回の事業を総括すると，「中高生にとって

魅力ある講座をつくる」ことと，「地域の資源

と人材を繋げ，未来を作っていく」ことがテー

マだったのだと思う。その具体的な題材がロボ

コンで，あまり社会教育事業に関わらない中高

生世代が指導者や参加者として大勢集まってく

れた。そして地元の企業も東京商工会議所荒川

支部という形で参加していただき，都立航空高

専と共に「産官学」の連携で新しい事業が生ま

れたのでる。地域を挙げての子どもの育成は

益々重要性を増してくる。荒川区は中小企業の

まちで，自営業の方々には社会教育に様々な形

で協力いただいているが，企業として参加して

いる例は少ない。しかし今回は地域の産業界が

加わり，今までの社会教育行政にはなかった展

開が図れたと思う。社会教育課はコーディネー

ターとして，地域資源を繋ぐ役割を果たした。

中学生ロボコンは今後も続けていく予定であ
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る。区内でもこの試みは高い評価を受けてお

り，更に多くの協力を得て拡大していく計画が

ある。しかしなんといっても中学生達に大切な

のは「地道な努力と地味な作業」で，決して華

やかなロボコン大会ではない。この基本姿勢を

忘れずに様々な人々との交流を大事にして，こ

の事業が大きく育っていくよう努力していきた

い。
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