東北地区

特別企画

復興を担う理工系分野は
社会貢献意識への訴求を
震災の復旧・復興に関わる人材育成が急務の東北地区。特に製造業をはじめとす
る産業の復活に直結する理工系人材の育成は、地域の期待が大きい。求められる
人材を受け入れ、育てるために、高校、大学はそれぞれどのような役割を担ったら
よいか、意見交換を行った。
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また、高大の接続部分となる入試に

力 の３つが重要という考えが背景に
ある。小学校、中学校、高校、大学、

積しており、体験重視で人材育成をす
ることが重要」と述べた。

理工系学部の理解を促す
情報発信が必要
高校教員からは理工系学部に対する

画にもまとめた」と話した。
高校側からは、熊谷副校長が「ボラ

「強い人材をつくるためには、課題

る、岩手ネットワークシステム（INS）

するケアの必要性を強く感じている」

次に、教育面の施策が報告された。
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ンティア活動を通じて、将来は地元に
関わっていきたいと考える生徒が増え
た。2011 年は人と人との絆が重視さ
れたが、今後はそれに加えて、ものづ
くりが重視されるだろう。ものづくり
といえば工学の分野。ぜひ東北の大学
の理工系学部から、その風を起こして
いただきたい。地域の復旧・復興に関
わりたいという生徒に力を付けさせ、
社会に送り出してほしい」と述べた。
復興を視野に入れて社会で活躍する
人材を育てるためにも、高大の連携は
欠かせないだろう。
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