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招待講演

教養教育の課題解決への方策

一千葉大学の外部・自己点検評価を例として－

野口 薫（千葉大学副学長・大学教育委員長）

多くの総合大学で新カリキュラムを導入し，その成

果を自己点検・評価していますが，千葉大学では最近

外部評価を受けましたので，その概要を説明し， これ

からの教養教育実施上の問題点を示し，今後の改善方

向を探りたいと思います。以下に外部評価の概要とそ

れに基づく問題解決項目を示します。

修方法の弾力化をめざしたものとして評価されました。

また，専門基礎科目が全学協力によるものと学部固有

のものとの両立になっていること， とくに理系学部の

専門基礎科目が学部横断的に実施されていることは望

ましいと指摘されました。

3 普遍教育科目の編成

全体としての構成

普遍科目は，総合科目，セミナー型科目の比重が低

く，個別科目中心の体系になっているのではないかと

鋭く批判されました。また，普遍科目の下位分類は，

｢人間と文化」 「現代社会と政策」 「人間と環境」 「自

然と情報」としたほうが学生には理解しやすのではな

いかと指摘されました。

共通基礎科目

共通基礎科目の外国語，情報処理， スポーツ・健康

科学については，それぞれ次のような評価を受けまし

た。

1)外国語

教育理念も明確にされており， 3類型のコース制（ト

レーニングコース，異文化理解コース，専門連繋コー

ス） もユニークでよい。全学運営の利点として，未修

外国語が多様であることに強い印象を受けた。その反

面， カリキュラムの設定が複雑であり，それを説明す

るためのガイダンスが不十分である。

2）情報処理

ほとんど全学生に必修指定とされていることはおお

いに評価できる。 2年次以降の各学部のカリキュラム

で引き続き情報関連科目を履修しうる環境が整備され

ていることが必要である。

3）スポーツ・健康科学

実技よりは総合科目・個別科目での講義を増やし，

外部評価の概要

1 4年一貫教育における普遍教育の位置づけ

千葉大学の普遍教育への全学的取り組み，総合大学

としての全体的な方向性とカリキュラム編成方針につ

いては高い評価を受けました。他方， 「普遍教育」と

いう独特な名称を掲げながら，かって全国的に有名に

なった「総合科目」とまではいかなくても，それに類

する特記すべきものが見当たらない， また千葉大学独

自の教育理念が見えない， 目的をより具体化すべきで

あるという指摘を受けました。

履修基準（卒業要件）に占める普遍教育科目の単位

数と専門教育科目の単位数との割合の妥当性について

は，普遍教育科目の単位は少ないものの，専門基礎科

目を別建てにしたこと， 自由選択・学部開放科目に相

当の単位を配していることもあり，概ね妥当であると

いう意見でした。

しかし，普遍教育科目と専門教育科目との単位数の

割合が，学部・学科によってかなり異なり， 「千葉大

学カラー」をどこまでどのように出すのかについて検

討が必要であると指摘されました。

2 四年一貫教育における専門基礎教育の位置づけ

専門基礎科目を専門教育の中に位置づけたこと，普

遍科目と専門科目を繋ぐ環として， 自由選択科目・学

部開放科目を設定したことは，科目内容の多様化，履
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学生に健康や自己の意識を変える姿勢を教育する役割

を果たすべきである。

普遍科目

総合科目，セミナー型科目，個別科目については，

それぞれ次のような評価がなされました。

1）総合科目

企画・実施に多大な労力が必要な総合科目が多く開

設されていることに敬意を表する◎しかし， 「総合科

目といえば千葉大」といわれた勢いを失っている。全

学から広く提供できる科目名と担当者を募り，全学的

な観点から必要と考えられる科目については非常勤講

師によってでも開講すべきである。他の科目と違って，

総合科目はそれを担当する専門教官集団がないので，

強化が必要である。

2）セミナー型科目

開講数が少ない，やや熱心な限られた学生にとどま

って，全体の水準を向上させないでいる印象を与える。

全学履修体制が必要であるという意見が優勢であった

が，全員必修にすべきかどうかについては，意見が分

かれた。提供の方式としては，各学部教官が自学部学

生を担当するのが現実的である。

3）個別科目

個別科目を総合科目と関連づけて開講すべきかとい

う問いには，その必要はないという意見や，望ましく

はあるが，開設する側と履修する学生との間には距離

があることに注意すべきである。相互に関連のない科

目の寄せ集めであった旧一般教育科目と違って，総合

科目と対比しつつ， 「一人の教官が他の専門を念頭に

置きながら自らの専門を広い視野の中で論ずる」科目

としての個別科目の趣旨の浸透を図ることが必要であ

る。

4専門基礎科目の位置づけ

理系学部において，従来教養科目と基礎科目に分か

れて，その位置づけが明快ではなかった理系科目を'｢全

学運営専門基礎科目」として，一貫教育の中で位置づ

けたのは，千葉大学の改革の収穫の一つであるという

評価がなされました。他面，文系学部においては，既

存の文系の専門基礎科目は専門教育的色彩が強すぎる

と指摘され，全学共通の専門基礎科目は理系に偏って

いることから，文系も全学共通の専門基礎科目を設け

るべきであるという指摘を受けました。

5 学部開放科目の位置づけ

全学開放科目については，系統的に配置されている

専門科目の一部を聴講しても，あまり効果が期待でき

ないという意見がある反面，高年次の教養科目として

意義を見いだすことができるという意見もありました。

また，文系学問においては教養教育と専門教育を明確

には区別をつけられないから，学部開放科目はこの両

者を繋ぐ環として積極的に評価できるとする意見が出

されました。

6 実施体制

実施体制については次のような指摘がありました。

1）大学教育委員会一科目運営委員会一専門教官集

団という 「委員会方式」の全般については，

・実施体制は全体として非常に良であるという評価

がある反面，

・委員会方式は少数の教官に過重な負担がかかる，

責任母体の組織体制が複雑であり，教官人事や新

しい科目創造に支障を来す，普遍教育全体にかか

る日常的かつ突発的問題の処理がどの組織でなさ

れるのかが明らかではない，専門教育と対等に調

整する形での連携，学部との連携が不十分である

という意見がありました。

2）大学教育委員会の構成メンバーについては，

．学長が委員会の構成メンバーからはずれているの

が全学実施体制に支障を来さないかという懸念が

示され，

・専門教育との連繋を深めるためにも，各学部長を

構成メンバーに含めるべきであるという意見があ

りました。

3）科目運営委員会のあり方,その強化の方策につ

いては，

・委員会方式は少数の教官に過重な負担がかかり，

そこでの調整を実効的にするためには，それなり

の工夫・手段（各種データや予算）が必要である，

・科目運営委員会は各専門教官集団から提案された

授業科目を運営するための組織であり，新しい二

－ズに合わせた授業科目を開拓する機能は，一部

の委員会（外国語，情報処理， スポーツ・健康科

学）を除いて， ないであろう，
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・科目運営委員会の担当分野は調整するにはヘテロ

であり，調整機能は専門教官集団に期待せざるを

えないとう指摘がありました。

4）専門教官集団の種類と数，そのあり方などにつ

いては，

・専門教官集団の制度は評価できるが，集団のくく

り方が粗密様々である，

．この集団は各学部に所属する教官の集合体である

から，そこでの議論が各学部で行う教官人事等に

どのように反映されるかは疑問である，

・総合科目の専門教官集団がないので， ここをどの

ように強化・発展させるか力課題である，

・外国語関係が専門教官集団として一つになってい

るのは，学生の履修動向に対応できる総合的な組

織であり評価できるという意見がある一方で，外

国語センターと外国語科目運営委員会および外国

語専門教官集団の相互関係が不明であるとの指摘

もありました。

5）全学協力体制の達成度，普遍教育への学部寄与

度などについては，

・教官集団への登録制度は一定の効果を上げている，

・普遍科目担当教官の功労評価を考える必要がある，

・旧教養部教官の負担が重すぎる，

・分担にある程度アンバランスが生じるのは過渡期

として止むを得ない，総合大学の場合，各学部の

教育研究の性格が異なるので,普遍教育を学部間

で均等に負担するという発想は無理である，

・旧教養部教官の分担という人的負担を基準とする

よりも，学部に移行したポスト数を基準に学部全

体での負担割合を基準にすべきであるとの意見も

ありました。

7 学生の視点から見た実施上の問題点

新カリキュラムの実施にあたっては，学生による単

位取得・履修の視点から問われるべきであるという意

見が多く，以下のような指摘がありました。

・カリキュラムが学部・学科毎の縦割りとなってお

り，学生の裁量による履修ができにくい。すなわ

ち，学部・学科毎に一貫教育のカリキュラムが設

定されているので，学生の個別科目の選択幅は現

実にはかなり制限されている。

・一貫教育の中で普遍教育を位置づけたとしても，

学生が普遍教育の単位を早取りしてしまうのでは

制度の趣旨が形骸化してしまう。

・普遍教育を高年次に履修させることも一案である。

・学生の科目選択を決める思考プロセスは， どんな

分野の講義を聴くか？ 授業の形式はどうか？

そして教官は誰か？ である。履修案内やシラバ

ス，教官の組織や意識中心ではなく， この学生の

思考プロセスに合わせたものにすべきである。

8 学生による授業評価

平成7年度後期セメスター，平成8年度前期セメス

ターについて行った学生による授業評価の実施方法と

その結果については，概ねそれを評価する声が多かっ

たのですが，以下のようなコメントも指摘されました。

・集計や分析について一層の検討を要する。ことに

教官からの提出率が低いので，集計の外部委託を

すべきである。

・教官による授業評価も加えて，総合的なものにす

べきである。

・専門教育についても学生による授業評価を行うべ

きであるし，将来的には卒業生による評価も必要

である。

9 普遍教育等の全体についての評価（その強みと弱み）

1）積極的評価（強み） としては，以下の意見があ

りました。

・他の大学と比較すると，千葉大学の普遍教育は高

い評価に値する。

・全体として，全学体制でよく考えられており，実･全体として，全学体制でよく考えられており，実

施体制や授業担当者のマン・パワーの面もうまく

いっている｡全学の教官が普遍教育のいずれかの

科目に登録されていること， 自己点検評価体制な

どから，普遍教育が全学で支えられているのが推

察される。

･普遍教育の全体構成の枠組みは明快である。内容

的には総合大学の強みを活かした多様なテーマの

普遍科目， シラバスに見る分かりやすい興味ある

授業への取り組みの意欲，外国語科目の多様性，

いち早い情報処理科目の必修化，学生の授業評価

や自己点検評価， さらには外部評価の導入など，

全体として意欲的な取り組みにその強みが発揮さ
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れている。

2）問題点（弱み） としては，以下の意見が出され

ました。

・基本的な普遍教育の理念とその具体化の面が弱い。

また，科目区分と科目設定の基準において不明確

な点が多い。

・実施体制において多数の委員会が設置されていて，

現時点では相互の連絡・調整が大変なのではない

か。

・ 4 （6）年一貫教育における高年次の普遍教育科

目，入学時のオリエンテーションの充実，セミナ

ー科目の必修化，専門教官集団と学部との関係な

どが課題である。

3）今後への期待など

・外部点検・学生による評価等を参考に，今後カリ

キュラムの見直しなどがなされ， ますます前進す

ることを期待するし，それがどのような手順で効

果的に進められるか，関心をもって見守りたい。

・激変する社会の動向に大学教育が対応するため，

教育組織がフレキシビリティを産み出すには， た

えず評価を行い，その結果を改善に結びつける評

価機構が必要である。恒常的な評価体制を構築し，

その評価をたえずカリキュラムの計画・実施にフ

ィードバックする必要がある。

・必修を前提としたカリキュラム作りは，多様化の

中でもはや不可能である。選択制を増やした以上，

学生は自らの責任で勉強する必要があり，そのよ

うな指導を行うべきである。教官自身も，必修科

目を担当していれば，教官定員は確保できるなど

という考えを捨てて，今後の大学教育に必要なも

のは何かを真剣に考えるべき時である。

外部評価を受けて－主要な課題と改善方策一

これまで外部評価委員による千葉大学の普遍教育等

についての評価の概要を駆け足で述べてきましたが，

その指摘事項は，学内者では気づきにくい重要な問題

を含めて， これからの課題を突きつけています。私た

ちが検討しなければならない主要な課題を以下にまと

め，可能な改善方策を示唆したいと思います。

1． 4年一貫教育の整備

普遍教育と専門教育との一層の連携

普遍教育の4（6）年一貫教育における位置づけが

まだ明確ではありません。すなわち，専門基礎教育は

その位置づけが明瞭であるが，普遍教育は教育課程全

体の中で「いつ， どのように， どの程度の比率で」行

なわれるべきかが，十分に検討されていません。 とく

に普遍科目 （総合科目，セミナー型科目，個別科目）

の履修単位および履修年次が問題です。

普遍科目の履修指導とセミナーの強化

千葉大学では普遍科目の履修年次が指定されていま

せん。一見， 4年間のうちいつでも履修できるという

印象を与えるが，実際には，ほんどの学生が前倒しに，

低年次に集中的に履修しようとします。したがって，

科目によっては年次指定をした方がよいとする考えが

出された。たとえば，転換教育，導入教育としてセミ

ナーを低年次に指定し，総合科目を高年次に指定する，

といった提案がなされました。

これに対しては， どのようにしてセミナーを増やす

か，誰が担当するのか，すべてを普遍科目とするか，

あるいは学部によっては専門基礎科目として設定する

かという議論が必要です。 ．

履修基準における普遍科目の割合

履修基準については，おおむね妥当なものであると

評価されています。だだし，ある学部の履修基準では

普遍科目が4単位のみとなっていますが， これは教養

教育の軽視と見なされます（自由選択の枠が広く設け

られてはいますが） 。実際には，学生は普遍科目をも

っと多く履修しているのだから，履修基準の定め方を

改善すべきであるとの指摘がありました。この点につ

いての改善が求められています。

2．総合科目の強化とカリキュラム構成の見直し

総合科目の強化

総合科目の弱体化が指摘されましたが， これを強化

する方法を確立しなければなりません。現在，総合科

目を直接支える専門教官集団はなく，科目運営委員会

が企画・運営していますが，当該メンバーの努力にも

かかわらず，十分な成果をあげられない状態です。大

学によっては，各学部に総合科目をノルマとして割り

当てるという方法をとっていますが， これはあまりに

も形式的で生産的でないと思います。総合大学の利点

を生かして，総合科目の提案者･世話人を発掘し，恒
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献度の大きい教官には何らかの形で（研究費などで） ，

その授業担当が評価されるべきです。自己点検・評価

専門委員会等でその評価をどのような方法で行うか，

そのリソースをどのように確保するかを早急に検討す

べきです。

4．実施体制一委員会方式の問題点－

千葉大学には教養教育あるいは全学共通教育の司令

塔となる教育研究センターも教養教育の担当責任学部

もありません。大学教育委員会が教養教育と専門基礎

教育の大部分を運営しています。センターや責任部局

をもたないので， これらへ依存できないという意味で

は，全学協力体制が整いやすい（そうせざるをえない）

という利点があるといえます。その反面，次のような

委員会方式固有の問題があります。

三層構造の委員会の連絡調整一科目運営委員会の活性化

各授業科目を供給する専門教官集団，その主任から

構成される科目運営委員会， さらに各科目運営委員会

の代表者が，各部局の評議員および教務委員長ととも

に，大学教育委員会のメンバーとなります。すなわち，

千葉大学の普遍教育と全学運営の専門基礎教育の企画

運営は， 3層あるいは3段階の審議決定の手続きを必

要とします｡したがって,専門教官集団から大学教育委

員会へのbottom-upの方向とその逆のtop-downの方

向の伝達が滑らかになされないと， 3層構造の委員会

システムはうまく機能しませんoそれぞれの層で問題

がありますが， とくに大部分の科目運営委員会が十分

に機能していない状況がもっとも深刻です。カリキュ

ラムの四つの柱を支える第一から第四までの科目運営

委員会にはそれぞれの授業科目構成，担当分野の調整，

供給方法の再検討をしなければならないという課題が

与えられています。

5．恒常的な自己点検評価システムの確立

時代の変化に大学教育が対応するためには，教育体

制が柔軟性をいつも産み出すようなものでなければな

りません。そのためには，外部評価とともに，学生に

よる評価を含めて，たえず自己評価を行い，その結果

を普遍教育等の改善に反映させる評価システムが必要

です。大学教育委員会の中に自己点検・評価専門委員

会が重要な役割を演じていますが， これまで以上に革

新的な役割を果たすことが期待されます。

常的に供給できるような方策をどのようにして立てる

か，抜本的なアイディアが求められねばなりません。

さしあたり，科目運営委員会内にワーキング・グルー

プを作って，総合科目の開発方法を検討したいと思っ

ています。

カリキュラム構成の見直し， とくに個別科目の位置づけ

共通基礎科目は，構成・内容と位置づけに関してよ

い評価を受けました。しかし，普遍科目の構成と位置

づけについては厳しい指摘を受けました。すなわち，

普遍科目の下位分類が「総合科目」 「個別科目」 「セ

ミナー型科目」というのは主として授業形式によるも

のであり，内容による分類ではないので， これら3分

類の間の関係と位置づけが暖昧であり，学生にも分か

りにくいと指摘されました。普遍科目の下位分類は，

むしろ内容に基づく四つの柱（コア）の方がよいので

はないかとの提案がありました。個別科目を総合科目

との関連で再体系化するか， あるいは他の位置づけが

できるかを検討する課題が示されたといえます。少な

くとも，普遍科目の四つの柱での組立てが学生へのガ

イダンスでもっと生かされる必要があります。

学部開放科目に関しては，科目数が多いにもかかわ

らず，履修者が少ないのが現状です。 4年一貫教育の

中での新しい活用も含めて，そのあり方についてさら

に検討が必要です。

3．全学協力体制の強化

専門教官集団レベルでの問題

専門教官集団が授業科目を支える核であることはい

うまでもありませんが，集団に登録されたメンバーの

数と授業担当者数のずれがあまりにも大きいところが

あります。授業科目の性質も考慮すべきですが，全学

協力で普遍教育等を進めるという原則に立って，授業

負担の適正化を図ることが必要です。また，集団によ

っては授業担当者が特定の教官（主として旧教養部教

官）に固定され， ロテーションが行なわれていないと

ころがあるので改善が必要です。

普遍教育等の授業担当者の評価とその方法

普遍教育等の授業担当者の多くは，学部・大学院の

授業のコマ数に上乗せという形で努力しています。普

遍教育等の担当授業時間数に関するデータは， とくに

旧教養部教官の負担が大きいことを示しています。貢
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なお，千葉大学は近いうちに視学委員による教養教 票の項目は貴大学においても参考になると'f

育の実地視察を受けることになっています。その調査 ので，その一部を紹介させていただきます。

票の項目は貴大学においても参考になると思われます

文部省「視学委員による教養教育の実施状況に関する実地視察」調査票

I教育上の特色等

教養教育充実のための工夫等

l 教養教育のカリキュラムの特色

（1） 幅広い視野を獲得させるための工夫（学際的な科目の設置，専〕

（2） 職業倫理や豊かな人間性の酒養のための工夫

（3） その他カリキュラムの特色

2 外国語科目の充実について

3 情報処理能力を高める工夫

4 保健体育科目の教育に関する工夫

5 専門教育との連携の確保のための配慮（専門教育充実のためのエラ

6 教育・履修指導方法の特色等

（1） シラバスの作成，履修ガイダンスの実施

（2）小人数教育の実施状況（双方対話，ディベート能力の酒養など）

（3） 高校での履修状況や入学試験の違い等に配慮した教育

（4）教養教育の教育方法・内容の改善の工夫

7 教育面における評価

（1）学生による授業評価

（2） 学生に対する成績評価

（3）教員の教育面における業績評価

8 その他

（1）教養教育のための図書，学術雑誌，視聴覚資料の整備の考え方

（2）教養教育に関する自己点検・評価の取組み状況

（3） その他

Ⅱ教養教育に対する大学の自己評価

大学全体及び各学部ごとの「教養教育」に対する理念・目的

専攻

(専門教育充実のための工夫

(抜粋）

分野以外の分野の科目の必修化等）

を含む）

区分 大学側の現状認識 評価

1 理念・目的を実現するための

．カリキュラム編成

2 教養教育と専門教育との

関連性，体系性

3 教養教育を担当する教員組織

（専任・兼任教員数，協力体制）

4授業における教育指導方法等
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（少人数，双方対話，ディベート能力

の酒養， コンピュータの活用）

5 学生に対する履修指導（シラバスの

作成，ガイダンスの実施など）

6 ファカルティ ・ディベロップメント

の実施状況

7 学生による授業評価の導入状況

8教養教育担当教員についての教育面

での業績評価の実施状況

9 成績評価の方法

10教養教育の実施状況（支援体制，

（予算措置等も含む）

11施設の設備状況（図書の整備，情報

処理設備，外国語学習設備など）

12 自己点検・評価の実施状況と改革への

結びつけなど

Ⅲ教養教育に対する特色ある取組み等

、
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健康スポーツ科目教育の方法

茨城大学における健康・スポーツ科目の改善

服部恒明（教育学部）
KomeiHATTORI

FacultyofEducation

るもの」 として大綱化の中で大学体育に期待された生

涯学習の側面を含め，以下のようにまとめている。

健康・スポーツ科目は，云うまでもなく旧カリキュ

ラムにおける保健体育科目に対応するが，それは単な

る名称変更に止まらず，大幅な内容の変化を伴うもの

である。保健体育科目においては体育実技と体育理論

および保健理論が内容的には関連しながらも，独立し

た時間割をもって開講されていた。しかし，全体時間

数が半減したことから，健康・スポーツ科目は，健康

科学や身体活動科学の理論を一体化させた，実践学習

を基本形態とする単一授業科目となった。

健康・スポーツ科目のあるべき授業形態は，今なお

模索の過程の中にある。しかし新しい授業の試みは，

他のどの科目よりも早く大学改革がスタートする前年

の平成7年度から，先行的に実施されている。健康・

スポーツ科目の再出発に際して,その意義や目的を明

確に設定することは，最初に取り組むべき課題であっ

た。旧教養部の保健体育学系列では，問題把握を目的

とした学生による授業評価をしばしば実施したが，そ

の一部は教養部紀要24号にまとめられている。この中

で学生が体育実技授業に共通して感じている意義は，

大きくは 。多様な運動欲求を充足する場 ・交流の

機会の場 ・心的開放の場であった。

そこで，健康・スポーツ教育専門部会は，平成8年

度「健康・スポーツ科目」カリキュラム（案）におい

て,学生の現状の特性を 。運動不足の進行 ・生活

習慣の悪化 ・人間関係の希薄化 ・実践的能力（状

況判断力，決断力，行動力など）の低下 ・学生層の

多様化（体育専門の学生から身体に障害を持つ学生ま

で，高校卒・留学生･社会人など） ・ニーズの多様

化， として捉え『「健康・スポーツ科目」に求められ

・健康的な生活習慣の形成を通して，広い意味での生

命力を育成すること。

・健康や体力の諸問題に関して，実践的に問題解決を

図る能力を育成すること。

・理論と実技の有機的連関を図り，科学的知識を実践

の中で積極的に活用できる能力を育成すること。

・自らの身体や友人， 自然との対話・コミュニケーシ

ョン能力を育成すること。

・学生のさまざなまレベルやニーズに対応した学習内

容を設定すること。

・生涯学習としてのスポーツの楽しさを深める指導を

すること。

これはさらに一般化され， 「健康・スポーツ科目」は

以下のように定義づけられた。

身体による体験学習を通して，心身の調和を図り，

健康・体力を保持増進するとともに，生涯にわたり健

康的でより豊かな生活を設計するために必要な基本的

な技能や知識を習得すること，および， スポーツを通

じて人間や自然とのコミュニケーションを深め，その

意義を理解させることを目的とした科目である。

これらの目的を十分に達成するには，今後のたゆま

ぬ努力となお一層の時間が必要となろうが，現状の取

組みは，新たな時代に即した前進の手ごたえを感じさ

－9－



せるもので，それなりの成果を挙げているといえるだ

ろう。まず全体時間数が減ったので，理論面の教育は，

本学の教育システムを視野に入れながら執筆された「教

科書」を利用することで合理化されている。この教科

書は，学生に逐一講義されることはないが，その構成

や要点について説明され，基本的な内容の把握を求め

るレポートが課せられる。このレポートについては，

最新の授業評価（アンケート）によって，学生から負

担感はあるものの， よい学習の機会として肯定的評価

を得ている。

実技面の改善点のひとつは，その内容を大きく

1）スポーツ系 2）エクササイズ・ トリム系 3）

野外・郊外系として捉え，学生の身体的特性やニー

ズに対応できるようにカリキュラムに柔軟度を持たせ

た工夫の中にみられる。このような工夫はむろん旧カ

リキュラムにおいても見られたが， シラバスが充実す

るのに合わせ，その比率や時間配分が改善されたこと

は自負できるものであろう。

学生の授業評価結果においても， 「高い満足度」と

なって示されている（学生及び教員の意識調査報告書，

茨城大学点検・評価委員会平成8年3月）ことから

も，順調な滑り出しといえよう。

しかし，それぞれの種目の内容や構成には， なお多

くの問題が残されている。単なる気晴らしの時間では

ないか， クラブ活動やその他任意の活動で補えるので

はないか…等々の主として他領域の教官から提起され

てきた問題に完全に応えていると云いきれない部分も

ある。施設や器具の面での条件の悪さに起因する教育

上の不備も多い。ただ，大学教育のあり方の一面につ

いて私的な考えを述べると，大学が形式的な知的教育

に偏重し，全人的な発達を基底に据えた教育を怠ると，

当面の教育目標の達成さえ， にわかに怪しくなること

は，多くの事例から明らかであり， この点からも大学

体育（健康・スポーツ科目）の意義と責任は小さくな

いと考える。人（ヒト）の望ましい日常活動は，その

営みを支配する全ての精神活動のバランスの上に実現

されるという，重層性について学生は自ら学習する機

会を得なければならない。このことは，大学生のレベ

ルにおいて可能な教育といえる。

最後に「健康・スポーツ科目」の今後の問題点を整

理すると， まず実技と理論の統合化の推進がある。現

在では実技面と理論面に乖離が感じられるところも少

なくない。そこで，より実技面に即した新しいテキス

トを準備しつつある。つぎに，学生のニーズに応えう

る， より細かな授業構造の改善をはかる必要がある。

具体的には「身体活動」の内容充実と選択科目である

「スポーツ実技」の量的な充実である。むろん教官レ

ベルの個々の授業改善の余地も多い。健康・スポーツ

科目は非常勤依存率も高く， 目的についての意識統一

も容易ではなく， 自己点検・評価のシテムづくりにも

一層の工夫が必要である。

一方で大学全体として取り組むべき課題として施設

面の整備充実がある。まず授業を展開するのに先立つ

条件が改善されなければならない。

一例を挙げると，健康・スポーツ科目の受講生が更

衣できるスペースは，必要数に比してあまりに少ない。

多くの学生は着替える場所もない。わずかなスペース

の更衣室は施鍵も出来ず，盗難や破廉恥行為が後を断

たない。多くの施設改善があるなかで， この問題が放

置されているのは残念である。衛生放送のアンテナが

立ち， コンピュータの配線が張り巡らされる一方で，

学生はグランドの陰で着替えをしている。さらに運動

施設の管理や運営の一本化問題がある。事務処理体制

の集中化のみが先行し，関係者による運営組織などソ

フト面の対応は度重なる要求にも拘らず緒にもつかな

い◎これらは「そのうち…」ですまされるほど軽い問

題ではない。なぜならば，その「つけ」はクラブ活動

のみならず，健康・スポーツ科目の実践にも影響して，

全ての学生に日々回されることになるからである。こ

れらの諸問題ができるだけ早い機会に改善されること

を期待しながら，新しい時代に向けた大学教育の改革

の流れの中で， 「健康・スポーツ科目」の一層の改良

と工夫が今後も継続されるであろう。

－10－



大学教育研究開発センター年報2 （1998． 3）

野外活動の実践報告

太田茂秋(教育学部）

ShigeakiOHTA

FacultyofEducation

「野外活動のねらい」

自然保護憲章のはじめには， 「自然は，人間をはじ

めとして生きとし生けるものの母胎であり，厳粛で微

妙な法則を有しつつ調和をたもつものである。人間は，

日光，大気，水，大地，動植物などとともに自然を構

成し， 自然から恩恵とともに試練をも受け，それらを

生かすことによって，文明をきずきあげてきた」とい

っている。

人間は， 自然を母胎とした動物の一員にすぎず， 自

然から限りない恩恵を受けるとともに，風水害などの

試練をも受けて生存を続けてきた。そして人間は， 自

然から生活に必要な色々な知識を学びとることによっ

て，現代文明を築いてきた。つまり， 自然こそ人間が

文明を築くための教育者であったわけである。この尊

ぶべき自然より教えを受けるためには， 自然のもつ多

様な事物や現象のある野外こそ，人が自然に接し得る

最良の教室であり優れた教材なのである。

ところが現代教育では，施設の整った学校での教育

に重点がおかれ，人間教育の基本たるべき野外に接し

て， 自然から学ぶという大切な教育が軽んじられる傾

向が強く，様々な問題点が指摘されている。

野外運動は， 自然の中で展開される身体活動であり，

変化に富んだ自然環境に応じた行動を身につけること

から，必然的に自然について学ぶこととなり，楽しみ，

自然の厳しさ，美しさを理解しながら， 自己を知り，

人間を知るという，存在論的な世界（自然体感を通し

て「世界さがし」 「自分さがし」）へ導入することが

できる。このような活動は，将来的な学問や生活上の

根源的な力としてその価値は大きいと考える。

茨城大学では，健康・スポーツの授業の一環として，

野外運動を1975年から継続して実施してきた。現在，

身体活動（必修） として野外・山野，

そしてスポーツ実技（選択） として，

ドサーフィンを開講している。

カヌー, スキー，

ヨット， ウイン

ここでは，野外山野の授業の内容を紹介する。

「野外山野」 (選択必修1単位）

〈授業の概要〉私たちの身近な自然の中での活動（ハ

イキング，登山）を基盤にして，大自然を背景とした

広域での活動（尾瀬ケ原周辺のハイキング，登山）へ

と発展させる。定時には，活動に必要な知識・技術に

ついての学習，計画の立て方， 自然との接し方等につ

いて学ぶ。活動は休日に集中形式で実施する。数人の

グループを編成し，計画を立て，実施，反省まで自主

的に運営する。

授業計画

1．ガイダンス

2．ハイキングの知識と計画
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3．ハイキング（大学～森林公園） 〈集中授業〉

4．身体活動の科学概論

5．地図とコンパス

6．登山の知識と計画の立て方

7． 山の危険と救急法

8．気象と装備

9．登山（県内の山選択コース） 〈集中授業〉

10.尾瀬登山の計画

11.尾瀬の知識と準備

12.尾瀬ハイキング登山く集中講義〉

9月28日～30日 （二泊三日）

最初の授業で5人1組の班編成をし,各班に1/2,5

万の水戸市の地図と磁石を渡し，週末のハイキング計

画を作成させる。時間不足は課題として計画書を前日

までに提出させ，計画書の確認を受ける。

大学一森林公園間（往復約20knl)は，市街地一田園

地帯一樹林地帯とかわる。後半は地図読み， コンパス

ワークが必要となり片道10kmは，平均3時間半かかる。

公園では食事，森林浴，会話を楽しみ，大学まで班毎

に別のルートで帰る。このハイキングは入学したばか

りの学生にとって忘れがたい体験となり，その後の授

業に一体感が生れる。

2回目の集中授業は県内の登山コースを選択し，同

一コースを選択した人達， 3～6人で班編成をする。

「尾瀬：ハイキング登山」

1日目 6 ：45分集合

7 :00 茨城大学出発奥日光経由

12：00 大清水着(グループ行動）

16：30 尾瀬沼ヒュッテ着

2日目 6 :00 起床 ”

7 ： 15 小屋前集合

7 ：30 出発（3コース）※

16：30 山ノ鼻小屋着

3日目 6 ：00 起床

7 ： 15 小屋前集合

14:00 戸倉出発

20:30 茨城大学着

※（2日目のコース）

尾瀬沼ヒュッテ吟燧ケ岳今三条が滝今山ノ鼻小屋

（約10時間コース）燧ヶ岳健脚コース

尾瀬沼ヒュッテゥ燧ケ岳ヰ三条が滝今山ノ鼻小屋

（約.7時間コース）燧ヶ岳コース

尾瀬沼ヒュッテヰ沼尻今見晴今三条が滝牛山ノ鼻小屋

（約6時間20分コース）三条が滝コース

［山のぼりの感想文より］ ・

「……それから，山登りの楽しさについて，今回自

分なりに感じたことを述べたい。一言で言うなら，退

屈な日常からの脱却・開放による新しい自己発見こそ，

山登りの醍醐味だ。漫然と生きている平生の自分に比

べ， 自然の中で呼吸し，手足を動かしているときの自

分は， とても素直で正直だ。疲れたり，不快な目に遭

うと，すぐに顔に出てしまうし，逆に気もちが良いと

きには自然と笑顔になっている。誰に気を使うことも

ない山の中だからこそ，そんな自分に戻ることができ

るのだろうと思う。……(M.M.さん） 」

「……しかし山というのは不思議なもので，歩いた

あとに続々と変化する眼下の眺望には,自然と感嘆の

息がもれ，それがパーティーのある種のぎこちなさを

どんどん溶かしていくのが分かるのだ。涼しい風がふ

けばその爽快さを共有したことがうれしい。ピークか

ら見える次のピークにため息が出れば，みんなも同じ

ように疲れていると分かることが楽しい。その小さな

くり返しが一時的かもしれないが信じられないくらい

の一体感を生む｡それが醍醐味であるように思う。……

(N.S.君） 」

「県内山のぼり」

神峰山からかみね公園へ(10km)

かみね公園から小木津自然公園へ(10.8kln)

御前山と青少年旅行村コース(5.8km)

愛宕山から難台山，吾国山へ(17.8km)

男体山から長福寺へ(13.5kIn)

男体山から袋田の滝へ(13.1km)

筑波山と筑波山神社コース(4.9km)

筑波旧参道から薬王院へ(7.9kln)

■
●
●
■
■
●
●
●

１
２
３
４
５
６
７
８

各班とも役割分担,計画書作成，計画書のチェッ

クを受けた後， 自主的に実施する。山登りをした

週末までに実践報告書を提出する。

最終授業は，尾瀬ケ原，周辺のハイキング登山

を2泊3日で実施する。 3日間とも班編成は異な

り出発前の自己紹介からはじまってスタートする。

いづれも3～6名の編成とする6
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情報関連科目教育の方法

いわゆる文系学生を対象にしたコンピュータ教育
ComputerEducationforStudentsofCulturalScienceCourse

伊藤折司（人文学部）p

ITOTetsuji

FacultyofHumanitiesandSocialSciences

表1には，受講して感じたことについて，あらかじ

め設定した9項目が当てはまるかどうかを答えてもら

った結果を示した。幸い，佐伯（1996）が指摘するほ

どのコンピュータ・アレルギーを起こしている学生は

いないようである。逆に「パソコンを自分で使ってみ

ようという気になった」 「パソコンは概して面白いと

思った」という学生が7割を越えている。しかしなが

ら「パソコン用語の多くが理解できずじまいだった」

とする学生も半数に上った。 「わかりやすい教え方で

よく理解ができた」という学生は2割未満である。

この授業以前にパソコンを少しでも利用したことが

あるとする学生は3割弱であった。それも使い込んで

いたという感じではなく， 「友人宅で触ったことがあ

る程度」というのが多い。それでも利用経験の有無が，

授業の理解度を大きく左右しているようである。表2

に示したように， 「わかりやすい教え方でよく理解が

できた」のは，利用経験ありの学生では4割強であっ

たのに対し，利用経験なしの学生では1割をはるかに

下回った。一方， 「パソコン用語の多くが理解できず

じまいだった」のは，前者で3割弱であったのに対し，

後者では6割近くに上っている。

表3には，授業を受講して感じたことについて自由

に記述してもらったものをまとめた｡重複する内容は

ひとつに要約してある。これらによれば,表1に示し

た比較的肯定的な結果とは裏腹に， 「良かった」とこ

ろはわずかであり， 「教え方の問題点」 「授業のゆと

りのなさ」 「内容への不満」など，様々な問題が挙げ

られている。改善がきわめて難しい指摘（たとえば

「もっと先生を増やして」など） もあるのだが，教え

大学でのコンピュータ教育は，理系中心の発想で行

われてしまっていると言われる。たとえば佐伯(1996)

は,コンピュータに強くない文系学生が教官などに｢教

えをこうと， ますますわからない言語でぺラペラまく

したてられ」て，その結果， 「強度のコンピュータ・

アレルギー」に陥ることがあると述べ， 日本の教育で

一番遅れているのが「大学における情報教育」である

と指摘している｡コンピュータに強いということと，

コンピュータをわかりやすく教えられるということは，

明らかに異なることである。

文系学生にも様々な人がいるが，一部の文系学生の

コンピュータに対する理解力不足は，おそらくコンピ

ュータに強い理系教官などの想像以上である。ただし

これは，文系学生の能力不足というよりは，多くは単

に得手不得手の問題であって， けっして文系学生が理

系学生よりも劣っているということではない。

ただ、茨城大学で全学生対して情報教育が必須にな

った現在， これは等閑視できない問題である。コンピ

ュータにとつつきにくさを感じている学生に， どうそ

れを教えるのか，そのためのノウハウを蓄積せねばな

らないと考える。

そのための一助になるようにと，私は現状把握のた

めに，昨年度（1996年度）情報処理概論を受講した人

文学部の2年生24人（私が所属する講座の心理学専攻

の学生。男性1人，女性23人）を対象にアンケート調

査を試みた。対象者がすべて心理学専攻の学生であっ

て偏っていることや，対象人数が少ないことなどの問

題はあるが，現状把握の一助にはなると考える。なお，

対象者が受講した授業は同じ教官のものとは限らない。
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る側として真塾に耳を傾けるべき指摘が少なくない。 教官の協力でウ学生の声を活かした有益な情報処理教

あまりレベルと落とすと大学の授業ということでな 育を作って行かねばならないと考える。

<なってしまうという意見もあるかもしれない。しか （引用文献：佐伯胖1996文化的実践としてのコン

し，学生が理解できないのでは元も子もない。学生の ピュータ教育コンピュータ＆エデュケーション， 1，
ニーズに応えることを第一義と考えれば，全学の関係 4－8。 ）

表1 情報処理概論を受講して感じたこと (n ＝24）

パソコンを自分で使ってみようという気になった．
パソコンは概して面白と思った．

パソコン用語の多くが理解できずじまいだった．

授業の進度が速すぎて，ついていけなかった．
わかりやすい教え方でよく理解ができた．
はじめは面白いと思ったが，だんだん面白くなくなった
教え方が不親切だった．

パソコンを使ってみようという気がなくなった．
ﾉfソコンカV廉いになった．

18人(75. 0%)

17人（70.8％）

12人(50.0%)

7人（29.2％）

4人（16.7％）

1人（ 4．2％）

1人（ 4．2％）

0人( 0.0%)

0人( 0.0%)

表2 パソコン利用経験の有無別の授業の理解度

わかりやすい教え方で

よく理解ができた．

パソコン用語の多くが

理解できずじまいだった

以前にパソコンを利用したことがある

7人（29.2％） 3人（42.9％） 2人（28.6％）

以前にパソコンを利用したことはない

17人(70.8%) 1人（5．9％） 10人（58.8％）

注）左側の百分率の分母は24 （全対象者数）

それを除く上段の百分率の分母は7 （利用経験者数)，下段のそれは17（利用非経験者数）

表3 情報処理概論を受講して感じたこと （自由記述）

<良かったところ〉

ものすごく初歩的なことから教えてくれたのでよかった．

先生や助手の人が若くてかっこよかったので楽しい雰囲気だった．

先生の他に学生が指導に当たってくれたので，わからないところをすぐに聞けてよかったと思う
パソコンを初めて利用した私も授業についていくことができた．

〈教え方の問題点〉

専門用語がわからない人にはつらすぎる．ダブルクリックもはじめは「2回押す」と言ってほしい．
プリントを大量に配って教官が少し付け足すという授業だったため，プリントの用語からつまずいた．
プリントを配られたが，あまり詳しくなかったので大変だった．
板書の説明が記号と数字が並んでいるだけで， さっぱりわからなかった．
「このキーをこの順序で押して」ではなく， どのキーがどのような働きをするのかを説明してほしい．
1つの操作が遅れただけでそれ以上進めなくなってしまうことを先生に理解してほしかった．
パソコン用語がわからなかったので，先生に教わるというよりは， 出来る友達にやってもらう感じだった
その場しのぎのようなやり方だったので， あまり記憶に残っていない．

<授業のゆとりのなさ〉

授業の進み方が早すぎて，理解できないうちに次へ行ってしまった．
1回休んでしまうと， まったく意味不明にな・ってしまっていた．

初心者は何をするにしても時間がかかるので，通年の授業にした方がよいのでは．
課題の量が多く，授業以外の時間も費やさなければならなく，大変だった．
先生が1人だけだから質問しにくいし， どんどん先に進んでいってしまうので，ついていくのが大変
もっと先生の数を増やして， 1人1人の質問に十分答えられるようにしてほしい．
質問をする人がたくさんいて，助手の人が足らないようだった．
できるならば少人数制の授業の方がいいと思った．

パソコンの使い方に通じている人を中心にやっていたので，初心者の私にはつらかった．
もともとできる人にはレベルが低すぎて申し訳ない． レベル別の授業の方がよい．
情報処理の授業をとっているが，昨年やったことはほとんど覚えていないので， また一からやり直し

<内容への不満〉

ワープロの使い方を習っているみたいで，パソコンの良さを教えてもらっていない．
他の授業ではインターネットやメールについてやっていて羨ましかった．

インターネットについて触れなかった．学生は授業を選択できないのだから， どれも同じにしてほしい

<その他〉

教室が暑すぎたり寒すぎたりする．暑い部屋の中でときたま吹く冷風がメチャメチャ寒い
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情報関連科目教育の方法：教育学部から
AMethodof lnstructionProcessing:ReportfromTheFacultyofEducation

本田敏明（教育学部）
ToshiakiHONDA

FacultyofEducation

はじめに 「教育学部における」情報教育

一情報教育の「指導能力」の育成一

教養部の廃止と学部一貫教育， これは学部の専門教

育に教養教育がより密接に関連することを意味する。

茨城大学における新しい教養教育として導入された情

報関連科目もこの学部教育における一貫性という観点

を考慮しなければならない。情報関連科目の立ち上が

り時の構想で教育学部担当者としてもっとも腐心した

のが， この全学共通体制と学部の専門性との関連であ

った。 「茨城大学生であれば必ず一度はコンピュータ

のキーボードを叩くことをめざす」これが情報関連科

目のイメージであった。しかし， どのようなコンピュ

ータのどのようなソフトをどのような目的で履修させ

るのかは学部によってやはり考え方が微妙に異なる。

教員養成を主たる目的とする教育学部での目標は一

言でいえば，情報教育の「指導能力」の育成というこ

とである。いわゆる教養程度でも， コンピュータ・ス

ペシャリストの養成でもない，教育者としての資質へ

の方向づけである。このねらいの下で実施してきた現

在までの歩みを以下にまとめてみたい。

期中央教育審議会答申を経て，現時点で最新のものと

して平成9年10月「情報化の進展に対応した初等中等

教育における情報化の推進等に関する調査研究協力者

会議」第1次報告で出たものである。これによれば，

小・中・高校等各学校における情報教育の目標である

情報活用能力の中身は，次の3点として示されている。

1．情報活用の実践力 2．情報の科学的な理解 3．

情報社会に参画する態度である。私はこれらをl.で

きること 2．わかること 3．モラルとして整理で

きる今まででもっとも把握しやすい定義として歓迎し

たいと考えている。そしてこの報告ではさらに次回学

習指導要領改訂時小学校で予定されている「総合的学

習の時間」で目標1を実施すること， 中学校では現在

選択領域である技術・家庭科「情報基礎」を必修にす

ること，高校では普通科においても独立教科として

「情報」をおくよう提言している。このような積極的，

具体的な提言は小学校から高校までの学校段階の系統

性を考盧していることと併せて今までにない画期的な

ものと評価でき，ぜひ実現を期待したいものである。

Ⅱ教育学部カリキュラムにおける系統性

上述のように高校までの情報教育の体制が整いつつ

ある中で，教員養成の専門学部である教育学部はどの

ようにその系統性を受け継ぎ，発展させるべきであろ

うか。茨城大学教育学部では，教養部の廃止以来，情

報教育の担当者として次のような3層での系統性を考

慮し，実施している。まず第1層は教養教育（しかし

あくまで専門との連関を考慮したものであるが） とし

ての情報教育である。これが必修2単位の「情報処理

概論」である。これに続く第2層として，教職科目と

しての情報教育「情報教育指導法」をおいている。第

I 学校教育における情報教育の現状と課題

現在の学校教育における情報教育の問題として指摘

されるのは，その無系統性，内容の不明確性である。

無系統性は， 「小学校でも大学でもキーボーディング

の練習」という奇妙な実態を生み出しているし，内容

の不明確性はいまだに「プログラミングかアプリケー

ションの習得か」の議論を続かせていることでもある。

しかし情報化社会の進展に対応した学校教育の必要

性については文部省臨時教育審議会答申で， 「情報活

用能力の育成」として本格的に言及されて以来，第15
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3層は教科専門科目としての「情報教育研究法」 「情

報教育研究セミナー」である。

高校までの情報教育が整っていない現時点では教養

教育としての情報関連科目は情報教育入門として位置

づけることができる。教育学部入学生は普通高校出身

者が多く，パソコンにさわったこともないというもの

が圧倒的に多い。大学教育のレベルとしては残念であ

るが先の情報活用の実践力＝「できること」をまず入

門として押さえようというのが共通のねらいである。

それが基本になって続く第2層， 3層へ続けていきた

いのである。特に第2層は， 2年次生対象としており，

これは教育実習前を考慮したものである。現在，教育

実習として赴く小・中学校ではすでにコンピュータを

使った授業を行っている学校が多く，実習生もコンピ

ュータ授業にトライすることが多くなってきている。

送り出す大学側でその指導法を事前に学ばせておきた

いとの措置からおいた科目である。

2003年度ともいわれている新学習指導要領実施下で

学んだ高校生が大学に入学するのはまだ先である。し

たがってそれまで当面の教養教育としての「情報処理

概論」の任務は専門教育の連続性との関連を考えると

大変重いといえる。ちょうど水泳を学んだことのない

教師が水泳を子どもに教えるようなものだからである。

このような「ねじれ」が解決されるまでその「ねじれ

」を自覚した教養教育実施が求められているのである。

も述べたように現時点では残念ながら彼らの多くがほ

とんど経験なしという現実を踏まえたところから出発

しなければならないのである。

この上と下の交点から導き出されたシラバスの概要

は， キーボード，マウス操作法,WINDOWS95の操作

法， ワープロ，表計算ソフト， グラフィックス， イン

ターネット等ということになる。はたして大学教育の

レベルとして妥当かどうか，純粋に情報教育「学」の

系統性からいえばとんでもないことではあるが， これ

が我々担当者に課された最大公約数として現時点では

最善のものなのである。一部先行した「オタク」受講

学生には我慢してもらいながらすすめなければならな

いのもいたしかたないことである。しかし，大学生と

して彼らが出会うパソコンの世界は，大学生としての

感動や疑問やモラルであることもまた確かなのである。

それまでの経験が皆無に近いこともあって，彼らの出

会うそれらの思いはまた純粋な経験なのである。 「コ

ンピュータがこんなにおもしろいとは知らなかった」

という感想を述べる学生の思いをいかにその後の教師

教育へつなげるか，そのこともまた重要であろう。

筆者の主観のそしりもあろうかと，今回のシンポジ

ウムを機に教育学部担当教官へのアンケートもおこな

った。紙幅の関係でその結果をまとめて述べると，実

施環境（主に教室環境, TA学生のサポート体制等）

や受講学生の意欲については概ね良好ではあるものの，

進度，学生の能力差への対応の難しさなどを指摘する

ものが目立った。筆者の感想と大きくずれるものでは

なかったことを付言しておきたい。 、

情報教育が特殊な情報処理教育である時代は終わり

を告げようとしている。むしろ情報化社会の普遍的か

つ必須の教育であることを強調すべき時代に入ったと

いえよう。 「学んだことを教える」教育学部の普遍的

な教育として今後とも情報教育の充実を担当者として

期待したい。

Ⅲ情報関連科目の現状と課題

前述したように教育学部における教養教育としての

情報教育は，その内容についてはしたがって次のよう

な2つの原則を考慮して決定されるものとならざるを

得ない。 1つは，現在の小・中学校での情報教育の現

状を考慮したところから導き出される，いわばトップ

・ダウンとしての内容決定性である。たとえば，現在

あるいは近い将来の日本の小・中学校が採用するパソ

コンのOSはWINDOWS95であり，アプリケーション・

ソフトの基礎はワープロであり，表計算であり， とい

うことになるのである。また，大学1年生で受講する

ということは彼らがそれまでどのような情報教育を受

けてきたかも考慮しなければならない。いわばボトム

・アップの視点からの内容決定性である。これは先に

－16－



大学教育研究開発センター年報2 （1998． 3）

情報処理概論一理学部(S4クラス）の場合
AnlntroductiontolnformationProcessing(CaseofFacultyofScienceS4Class ）

中村芳昭（理学部）
YoshiakiNAKAMURA

FacultyofScience

関係教官のものを利用したが，それらは， 96年度末に

作成された本学情報関連科目テキスト編集委員会編の

｢情報処理入門」 （注)の一部となっているが， 97年度

の授業に役立っていると思う。情報関連科目で一番や

りにくい点は，予備知識に大きな差がある点で，普通

の授業と比べて，授業の内容の程度，進度を決めるの

が非常に難しい。97年度は，教科書を利用し，学習の

多様化に対応でき，その困難が幾分か緩和された。

1． はじめに

1996年度に導入された情報関連科目の担当者として，

授業のねらい，概要，問題点，その対応， さらには教

育研究開発センターへの要望などを簡単に述べたい。

この科目の必修化には， 自由に科目が選択できる方

向に進んでいる現在必ずしも賛成ではなかったが， は

からずも自分も担当を引き受けることになった。幸い

教育施設，サポート体制の点では，推進された方々の

ご努力で, ･TAも付きかなりの程度整備が図られたこ

とは担当者としては，助かった。 3．授業開始時のアンケート

1996.10.7に受講者の実態を把握するためのアンケ

ートを行った。54名中37名の回答を得た。その要点の

みを記す。

キーボードに触った経験は33名が持っている。コン

ピュータ関連の授業は9名が受けているが， うち言語

はBASICを6名が習っている。パーソナルコンピュー

タあるいは類似の機器としてはパソコン（5）， ワー

プロ専用機(8)，ケーム専用機(17)，電子手帳（3）と

なっており，ケーム機が目立つ。パソコンもほとんど

はワープロとして使われている。コンピュータやネッ

トワーク関係の言葉では，マルチメディア，ハッカー，

ディジタル通信,WWWなどはかなり耳にしているよ

うである。

情報処理概論で何を学ぴたいかの質問（項目は挙げ

てある）には，時流にあったインターネットやメール

の扱いを身につけたい(22)が1位で，以下，表計算ソ

フトによるデータ処理を学びたい(14)， ワープロを

使えるようにしたい(11)，プログラム言語(BASIC,

FORTRAN, C)の初歩を学びたい(9),ブラインドタ

ッチを身につけたい（6）と続き,UNIXの初歩を学びた

いは1名であった。

2．授業のねらいと項目

授業は，他の担当教官との協力もあって行われたが，

ここでは，私の担当した授業のみについて述べる。

この授業のねらいは，情報処理に不可欠なコンピュ

ータに関する基礎知識と，その基本的操作を修得する

ことを目指すこととした。情報社会での基礎知識と技

能として， コンピュータの学習は欠かせない。特に自

然科学系の学部では，今後ますますコンピュータとの

関わりが深くなっていくことは確かである。そこで，

コンピュータの利用法， またその利用に当たって学ば

なければならない基本事項について学ぶこととし，授

業で取り上げた内容は，次のようなものである。

（1） コンピュータの仕組み

(2)Windows95を使ったパソコンの基本的な操作と

文書の簡単な編集

(3)WSの基本的OS (UNIX)への入門

（4）電子メールの利用

（5） 簡単なプログラミング(FORTRAN)

授業には， 出来るだけプリントを作り，その日の授

業内容が把握できるようにした，教材は， 自作のもの
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アンケートの結果はS4のホームページで受講生に

公開している。これから見て， コンピュータには触っ

たけれど，あまり積極的には使ってはいない者が多数

派であり，ゲーム機には親しんでいるものが多いのが

分かる。学びたいものとしては， インターネットやメ

ールには関心があり， ワープロや表計算を学びたいと

いう希望もかなりあることが分かる。これに対して'

プログラムを勉強したいとの希望は少なく,UNIXの希

望はほとんどないに等しい。ほぼ，予想の通りであっ

たので，予定のカリキュラムで授業を進めることにし

た。

を示さないが， メールには’気持ちが表れて参考にな

る意見が多いように見える○ページも限られているの

で一部を取り上げる。 以下は返事， コメントで，

S4クラスのホームページでアンケートの結果ととも

に公開した。

○難しいが楽しい。 もっといろいろ学びたい○

○教養からコンピュータが学べてうれしい。

○やっとなれてきた。こんなに楽しいとは思わなかっ

た。メールのやり取りが楽しい○

○パソコンは初めてだが少し分かるようになってきた。

あまり身構えず楽しくパソコンに向かっ

て居るのがいいのでしょう。

○初めは退屈だったが,UNIXは面白い。 もう少し忙し

い授業でもいい。 どんどん先を勉強して下さい。

○プリントの配布はよい。わかりやすい解説を期待。

4．授業中途でのアンケート

1996.12.6に行ったもので， 5点法で答えてもらっ

た。

1． キーボードの扱いはうまくできますか。

5.( 0) 4.(10) 3.(19) 2.( 8) 1.( O)

2． 日本語入力はうまく使えますか。

5．（ 5） 4.(17） 3.(15） 2.（ 0） 1.（ 0）

3.Windows95のメモ帳はうまく使えますか。

5.( 5) 4.(14) 3.(15) 2.( 3) 1.( O)

4.Windows95のワードパッドはうまく使えますか。

5．（ 1） 4．（ 7） 3.(14） 2.(13） 1．（ 2）

5．ワークステーションへのloginはうまくいきましたか。

5.( 7) 4.(10) 3.(13) 2.( 6) 1.( 1)

6. viはうまく使えますか。

5．（ 1） 4．（ 2） 3.(12） 2.(17） 1．（ 5） ．

授業途中でのアンケートであり，期待されたほどの

結果は出ていないが,WSへログインしてこれを使う

のは抵抗があるようで，方策を考える必要があること

を感じる。この時点では， まだ， メールの送受信を行

っていないので， メールの実習が始まって,WSへの

違和感も薄れたように見受けられる。メールに関して

は,WSを意識させないで,Windows上でのメール・

ソフトを使うことも考えられるが，理系では,WSの

UNIX上でのMailコマンドの使用を経験させておくの

がよいと考えてこの方法を採用した。

今年は一年目でなかなか大変ですが，皆

さんの建設的な意見を期待！

○Telnet以後は初めて聞く用語が多い。

略語は多いし， なかなか大変ですね。で

も， ちょっと頑張って新しい言葉を覚えるのも楽しみ

にしましょう。

○キーボードが速く打てない。 あなた方の年な

らちょっとの努力でうまくなります。練習をしましょ

うo

○人には向き不向きがあるが， 自分はコンピュータに

は向かないのでは？ 自転車や自動車の運転<、ら

いに気楽に考えてください。

○内容は適当だが，やはり難しい。 多少は難し

い方が遣り甲斐があるでしょう。

○とても難しい。その日の課題で精いっぱい。練習も

なかなかできない。－もう1歩なのでは？きっと，

すっと前が開けるのではないでしょうか。

以上のメールによると，やってよかった，興味がも

て面白くなったという内容が多かったが，注文も多く，

難しいと感ずる者もおり，極端に自分はこんなものに

は不向きだと思いこんでしまう者もいた。対応として

は， 出来るだけメールで答えるように心がけたが，根

本的解決としては， レベルによるクラス分けを考えな

ければならないだろう。5．受講者からのメールと返事， コメント(1996.12以降）

学生は授業中の発問に対しては，思ったような反応
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6．終わりに当たって

感じたことをいくつか述べ，大学教育研究開発セン

ターへの要望としたい。まず, システム監視室の役割

は大きいが，機械， ソフトのトラブルに対する早い対

応は有り難かった。授業をサポートするTAの存在も

助けになった。必修体制を今後も維持するならば，監

視室とTAの制度の維持は欠かせないだろう。

更に，今年になって特に感ずることだが，演習室の

授業での使用が増加し，学生の空き時間の利用が困難

になっているので，対策が必要である。

前にも触れたが，聴講生の予備知識の差の大きさは，

現体制の授業ではカバーしきれない。レベルによるク

ラス分け，授業内容によるクラス分けが必要であろう。

また， ネットワークがらみのコンピュータシステム

の不法使用などが問題になってきているが， コンピュ

ータを使う上でのエチケットだけでなく，法律的な面

の教育も必要である。必修科目であるならばなおのこ

と，その方面の専門家による時間を授業の中に用意す

べきであろう。ガイダンス時の講演会形式でもよいか

もしれない。

実現が難しい問題もあるが， ますます重要になって

くる情報関連科目の授業を実りあるものにするために

も，実現を要望したい。

(注)茨城大学情報関連科目テキスト編集委員会：情報

化社会に向けた「情報処理入門」 1997
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を学ぶことによって，未完成の完成部分を上手に利用

できるようにするためなのです。

中学校の技術家庭科に，パソコンの授業が取り入れ

られましたので， もうすでにコンピュータについては

良く知っている学生もいます。高等学校でも，数学の

時間にコンピュータを教わりますので，簡単なプログ

ラムを作ってきた人もいます。多くの人がコンピュー

タのゲームに心を奪われ，長時間ゲームを楽しんだは

ずです。

大学での勉強や， 日頃の学生生活にコンピュータを

使うことが，当たり前の時代になりました。家庭や学

生のアパートの電話には，留守録や， ファックスがつ

ながっています。モデムと呼ばれる小さな接続機を通

して，パソコンは電話のケーブルとつながっています。

現代の学生は, インターネットのワールドワイドウ

エブからホームページを開いて，世の中の出来事をみ

ています。大手新聞社のホームページを開いて，その

日の主な記事を読みます。出版社のホームページを開

いて，新しく出版された本の内容を知ります。図書館

の情報にアクセスして，勉強に必要な本を調べます。

旅行をしようとするなら，現地の街や，温泉のホーム

ページを開いて計画を立てます。なかには，パソコン

の中だけで，旅行に言ったような気分になってしまい，

実際には行かないで仕舞うことだって起こります。四

年生になって就職をさがすとき，望む会社のホームペ

ージにアクセスして，会社案内を見たり， 自分のホー

ムページを開設することによって，会社の人に自分を

売り込むことが可能です。

CDに入ってしまった辞書や百科辞典を買ってきて，

コンピュータで開いて，絵や音のついた項目を調べま

す。音楽にふさわしい美しい絵をコンピュータで眺め

1 ．授業内容

情報処理概論

数理科学科では，一年生で「情報処理概論」の入門

コースをまず履修します。一年生のこのコースでは，

コンピュータのハードウェアのおおまかな仕組み， キ

ーボードやフロッピーディスクなど， よく使う機器の

構造を学びます。さらに， ソフトウェアの最低必要と

思われる知識を獲得します。パソコン用ウインドーズ

利用のための基礎練習をします。さらに，簡易ソフト

そのままでできるワープロ，表計算やグラフの作成，

ランやインターネットを利用した電子メール， ホーム

ページ情報の収集と発信の方法を学びます。

コンピュータを利用してできるこのような事柄の素養

をコンピュータ・リテラシーといいます。

コンピュータ1台1台は個人や大学の財産であっ

ても， コンピュータという知的資産が，現在は多くの

人に共有される社会的なものになっていますので，利

用のためのエチケットを身につけなければなりません。

エチケットを学ぶとともに， コンピュータ犯罪を知り，

犯罪からいかに自分を守るかについても学習します。

2．学生さんに向かって

パソコンは随分と使い易くなりました。利用者に優

しい色々な機能がパソコンに組み込まれています。し

かし，全く完成した機械かというと，そうではないよ

うです。これまで人間の創ってきた数ある機械の中で

は， まだまだ使いずらい未完成の作品です。未完成の

製品であっても商品となっているのは，パソコンに便

利なところがあるからです。なぜ，大学でコンピュー

タの使い方を学ぶのでしょうか。それは，一定の作法
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ながら，鑑賞します。本屋で立ち読みするには， はず

かしくなりそうな絵や写真だって， その気になればパ

ソコンで密かに楽しめます。写真やビデオ，音声の編

集にも利用しています。

先生の眩き

コンピュータ・リテラシーを教える授業を受け持っ

ている先生のほとんどは， コンピュータ・ リテラシー

を専門としているのではありません。専門はそれぞれ

別のところにあります。コンピュータ・リテラシーは，

情報科目を必修と課するようになった小中高の学校で

教えるべきことです。授業内容は概ね特定の企業の製

品の使い方ですので，会社のインストラクターで十分

担当できることです。大学で教える内容では本来あり

ませんし，大学院を出て研究歴を持つ大学の先生が担

当すべきことでもありません。専門ではないが多少の

知識をもつということで，大学の授業とは思えない科

目を，現在のところ必要あって担当しています。

大学は教育と研究の場ですが，果たしてこのような

状況のもとで，教育と研究を標傍できるのでしょうか。

大学の先生としての自覚を持ち得るのでしょうか。大

学の先生としての自信を失いはしないかと心配です。

日本全国には沢山の大学があり，それら一つ一つの大

学には， コンピュータ・ リテラシー教育に携わってい

る先生が数人づつおられるはずです。専門学科の教育

研究が犠牲にされている全体の損失は， どれくらいな

のでしょうか。
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大学教育研究開発センター年報2 （1998．3）

工学部における情報関連科目の実施状況
Educationrelatedtocomputer inFacultyofEngineering, IbarakiUniversity

沼尾達弥(工学部）

TatsuyaNUMAO

FacultyofEngineering

工学部における情報関連科目は，各学科独自の教育

内容で実施されている。ここでは，各学科の担当教官

へのアンケート結果に基づき，工学部における実施状

況を報告をする。

1 ．教育目標

工学部では， 「情報化社会に対応できる人材を育成

するために， コンピュータと情報処理の基礎知識を修

得させると共に，専門授業で必要となる情報処理の基

本的な能力を身につけさせる」ことを各学科共通の目

的として，情報関連科目の教育を実施している。

2． カリキュラム

エ学部においては，教養科目として必修化される以

前より，情報科目は専門科目の中で各科独自に取り組

まれていた｡その為,情報関連科目は,専門科目の中

から2科目を選定し，教養科目に振替え可能とするこ

とで実施されてきたが，平成8年度からの実施状況を

踏まえ，その中の1科目を教養科目として移行する処

置が一部の学科を除き予定されている。表1には，工

学部各科の情報関連科目の実施状況及び平成10年度の

表1 工学高工学部

計画を示している。

3．授業内容

平成8， 9年度に実施されている各学科の教育内容

を整理すると，以下の様にまとめられる。

1）基礎知識（講義）

a :コンピュータの仕組みと各OS

b :基本用語

c :ネットワーク， インターネットの概念

2）利用方法（演習）

a :各OSの基本操作方法

b :キーボード等の操作方法

c :ワープロや表計算ソフトの利用方法

d :E－メイルの使用方法

3）情報処理の基礎（講義十演習）

a :プログラミング言語の理解

FORTRAN,C,BASIC,PASCAL,Mathematica

b :数値計算の基礎

・プログラミングの基本テクニック

・アルゴリズムとデータの構造

の情報関連科目

－23－

学科名
入学f 三度

平成8年度 平成9年度 平成10年度

機械工学科 教養／専門2本
(2年次･前，後）

同左 同左

物質工学科 教養／専門2本

(2年次･前，後）
同左 同左

電気電子工学科 教養／専門2本
(2年次･前，後）

同左 教養1 ， 教養／専門1
(1・後)， （2・前）

ﾒﾃﾞｨｱ通信工学科 教養／専門2本

(2年次･前,後）
同左 教養1 、 教養／専門1

(1・後)， （2・前）
情報工学科 教養／専門2本

(1年次･前，後）
同左 教養1

(2・前）

都市ｼｽﾃﾑｴ学科 教養／専門2本

(2年次･前，後）
同左 教養1

(2・前）
､システムエ学科 教養1本

(3年次･前）

教養／専門2

(2．後 ， 3・前）
教養1

(2・前）



・数値計算演習

4．授業上の工夫点

授業を実施する上で，様々な工夫点が各授業担当者

の回答で示された。以下にその一例を紹介する。

・学生の能力に応じた指導に努めている。

・初心者には親切に，上級者（よく分かっている人）

にも退屈させないように。

・自分で参考書などを見て使いこなせる様に，知識の

教え込みをしすぎず，学生自が考える時間を取って

いる。

・サンプルプログラムのコピーをして授業前に配布し

ている。

・毎回FDを回収し内容のチェックをしている。

・各課題について上口頭試問により評価を行い，理解

度をチェックしている。

・関連した課題を学生に課して授業が一方的とならな

いようにしている。

5．問題点や要望

授業内容との関わりで，様々な要望や問題点の指摘

があった。特に全ての担当教官の切実な要求として,

端末の設置台数や関連する設備の充実が指摘された。

以下に回答があった内容を整理して示す。

1）施設・設備の充実

・端末の台数が少ない。

・教室が2カ所に分かれているので， 2回教えなけ

ればならない。端末が90台程度置ける教室が必要。

・学生がいつでも利用できる演習室と端末が必要で

ある。

・端末室の夜間使用ができないため学生の自習が困

難である。 （特に水戸地区）

・教官の指示が容易に全学生に伝わるように， ワイ

ヤレスマイクを設置して欲しい。

・教官用コンピュータの設置

・教官用コンピュータと連動して表示される，大型

CRT(複数台）の設置

・多人数の印刷が可能な様に，プリンター能力をア

ップして欲しい。

2）セキュリティの問題

・システムの内容が勝手に変更されないような対策

をとって欲しい。

・システム復旧が容易に行えるような手段を確立し

て欲しい。

3）その他

・授業時間には， キャンパスサーバーに過大な負荷

を与える使用を控えて欲しい。

・教育用ソフトの充実

・多人数の授業に対応できるように, TAの予算を

充実して欲しい。

6．今後の課題

コンピュータ関連機器の急速な進歩や，それに伴う

ソフトの開発・バージョンアップが早いテンポで進め

られており，現在のハードやソフトは，半年もすると

古くなってしまう。

この様な状況の中で，情報関連の科目を担当する教

官は， コンピュータやソフトの更新への対応を常に求

められている。

また，その要求される授業内容も多岐にわたってい

る。特に，初歩的な講義の中では,特定のコンピュー

タやソフトの使用・操作方法を教えなければならない

など，ハードやソフトに対するインストラクター的な

内容のものまで含まれているため， 自分の専門を活か

した授業を行うことが困難である。

更に，大学入学以前にコンピュータ関連の授業を受

けたことがある学生は40％に達する一方，一度も触っ

たことがない学生も30％いる])など，そのレベルに大

きな差がある状況にも対応せざるおえず，情報関連科

目を担当する教官は多大な負担を強いられているのが

現状である。

今後，教養教育としての情報教育は，担当教官の負

担軽減と共に，高校までの関連教育の実施状況に応じ

内容の見直しを進めることが必要である。特に，本シ

ンポジウムにおける千葉大学野口教授の講演の中で触

れられていた， コンピュータの「使用許可」制は一つ

の方向であろう。

【参考資料】

1）工学部都市システムエ学科学生に対するアンケー

ト調査結果より （平成9年度実施）
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大学教育研究開発センター年報2 （1998． 3）

情報関連科目の教育の方法（農学部）
AnEducationof lnformationScience

塩 光輝(農学部）
KoukiSIO

Facultyofagriculture

1 ．農業部の情報教育目標 受講生46名

③ 同 （3）

同農学部では以下のような教育目標を設定し，教養科

目の情報処理概論を実施している。

「高度情報化社会に対応しうる情報処理の基礎的知

識と利用方法の修得を目標とし， コンピュータの基本

的機能， 日本語ワープロ，表計算ソフト， インターネ

ットによる情報通信等について実習する」

すなわち，始めてパソコンを使用する学生を対象と

して，パソコンによる情報処理の基礎的な知識を修得

させるのが主な狙いであり，加えて近年の情報通信技

術の基本的な機能である，電子メールとインターネッ

トの使用方法についても講義の中で修得できるような

教育を行っている。

（特カリ1， 2， 4）

月曜2講時 中村

受講生55名

以上の合計3本の講義全体で，受講生の数は153名に

達している。講義担当者は，非常勤の速水先生を除き

隔年交代で講義を受け持つことになっている。

3．講義内容

農学部の情報処理概論の講義内容は，前述した教育

目標に則り，以下のような内容に絞ったものが実施さ

れている。

2．本年度の授業科目数，担当者，受講生

農学部では，現在3コマの情報処理概論が開講され

ている。以下に対象学生，対象とする専攻コース，開

講曜日,受講生の数,および講義担当者（平成8年度）

について記す。

①コンピュータ概説

コンピュータの歴史，パソコンのハードウェア， ソ

フトウェアの基礎, OS,windows95の使用方法等。

②WORD

文書の作成，編集， グラフィック等

③EXCEL

表計算ソフトの使用方法， グラフ化，データベース

機能の活用等

④インターネット

ブラウザの使用方法とネットサーフィンの仕方， ホ

ームページの作成等

⑤電子メール

電子メールの使い方

①情報処理概論(1)

2年次生

（生物工学，生物資源科学，化学生態コース）

月曜2講時 速水（非常勤）

受講生52名

② 同 （2）

同

（特力!)3，資源情報計画学コース他）

火曜2講時 塩
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学生の反応としては， インターネットや電子メール

にかなりの興味を示している様子である。講義の早い

時点で，電子メールを使いたいという希望が多い。ま

た，表計算ソフトについては，かなり高度な機能まで

講義しているので，講義が充実しているという学生の

の声を聞くことができる。

今後は，大学教育研究開発センターが責任をもって

消耗品代等を補償し， また，その予算の執行を早くす

ることが必要である。

④教室環境

情報処理教育では，プロジェクターが不可欠であり，

今年設置が認められた。

しかし，農学部の教室では，教壇や教卓，黒板等が

不備であるため改善力窪まれる。

4．農学部の課題

農学部では今年初めて情報処理概論が開講された◎

今年の実績を踏まえて，問題となったいくつかの点に

ついて述べておきたいと思う。

⑤システムのメンテナンス

現状のパソコン・システムでは，学生が簡単にシス

テムを変更することが可能であるため，使用できなく

なるパソコンが続出する。システムを元に戻すことが

大変な苦労となっている。

今後はメンテナンスの簡単なシステムへ移行する必

①受講生の数

今年の講義では，受講する学生を振り分けてなるべ

く50名の範囲に入るような処置を講じたが，それでも

どうしても50名を超えるクラスがあり，学生が1人1

台のパソコンを使用できる環境をつくることはできな

かった。

次年度は農学部2年次生が163名であるため， さらに

深刻な問題となることが予想される。農学部に設置さ

れているパソコンの台数からみても， 3本の講義では

対処できない状況が起こっている。

この問題を解消するためには，非常勤を1名増員し，

講義の本数を4本にすること力塑ましい。

要があると判断される。

②TA(ティーチング・アシスタント）の必要性

50名を超える講義の中では，一人一人の能力にあっ

た指導をすることが難しい。また，学生の質問に充分

な対応ができないといった課題もある。

このためTAを講義の本数分確保し，学生の指導体

制を強化したいと考えている。

③消耗品の予算的裏付け

印刷用紙代やテキストコピー代などの予算が年度当

初に確定されていないので，教官各自の研究費を持ち

出しているのが現状である。しかも，非常勤の先生に

ついては，全く予算上の裏付けがなく， どこから出費

するかが問題になっている。
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総括情報関連科目教育の方法
ComputerLiteracy-Overviews-

石塚俊久(理学部）
TOshihisalSHIZUKA

FacultyofScience

(1) 参加機関 ％ 参加人員 ％

国立 41 12.0 104 16.3

公立 22 6．4 23 6．0

私立 144 42.0 281 43.9

国立(短) 3 0.9 3 0.4

公立(短） 8 2．3 11 1．7

私立(短） 97 28．3 163 25．5

国立(高専） 22 6．4 31 5．0

公立(高専） 2 0．6 2 0．3

私立(高専) 2 0.6 2 0.3

その他 2 0．6 2 0．6

，私立大学が中心になっている。

大学改組に際して教養教育の1つの柱として情報処

理関連の科目が位置づけられ，平成8年度には全国で

3Oいくつのかの大学に情報処理演習室が設置されてい

る。他方，情報処理教育は10数年前から情報処理教育

センターが旧制大学を中心に設置され，毎年開かれる

情報処理教育研究集会で研究・検討されてきた歴史が

ある。このたび，その10回目の集会に出席し， 2年弱

前から爆発的に機能アップし，普及してきたパーソナ

ルコンピュータベースの教育の実施状況を把握した。

私見をまじえながらその報告をし,私に当てられた表

題の「総括」に代えさしてもらう。

となり，私立大学が中心になっているo

（2） 内容は7分科会で188件の発表

リテラシー教育 28

情報処理教育各論 28

ネットワークとマルチメディア 29

インターネットと情報処理教育 25

専門教育としての情報処理教育 26

システムの運用管理 25

その他（調査研究など） 27

だが,分野別に見るとリテラシー41マルチメディア33

インターネット32に分けられる。使われている機器は

Win95ベースが9割を超える状況になっていた。

2 階層的になっている情報関連施設

日本はハードの環境が抜きんでている。以下のよ

うに情報関連施設をH7年度のレンタル料他で見ると

よく分かる。学部以下の施設は入ってない。

大型計算機センター（全国の共同利用施設）

北大-12億 京大-13億

東北-13億 阪大－7億

東大-28億 九大-12億

1．情報処理教育研究集会の概要と情報関連施設

1 第10回情報処理教育研究集会の概要]）

1）旧制七大学の情報処理教育センター及び九州

工業大学，名古屋工業大学,東京工業大学,室蘭工業大

学に設置されている施設の関係者が中心になって1976

年から開かれ今年で10回目になった。今年で一巡する。

個人情報機器の性能向上と普及で周りの環境が質的に

変わった。今年は1つの転期になったの印象が強い。

最近は更新の際情報メディア教育センターに衣更えし

てきている（室蘭工業大学） 。マルチメディア機能の

教育への活用がではじめた。

2）集会発足の目的は， 「專門教育でない情報処

理教育に関する研究討論の場」とうたわれているが，

プログラムを見ると専門にもまたがっている。

3）今年の概要をデータで見ると
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名大-15億 学情-12億合計109億

総合情報処理センター 1.6億＊3048億 （約30大学）

情報処理教育センター 1.6億*11 16億 (11大学）

情報処理センター 0.8億*5040億 （約50大学）

情報演習室（買い取り）0.4億＊5020億 （約50大学）

2）専門に傾斜したコンピュータリテラシー

（1） プログラミング言語（工学系や理学系の一部で）

（2）統計処理(SAS, SPSS) (文系中心に）

（3） 数式処理やグラフィック処理（理工系中心に）

3） サイバースペースとネットワークベース授業

先進的な試みとしてネットワークを利用した数大学

にまたがる共有空間を大学に見立ててそこで学生同士

の討論や調査をさせる例が報告されている。ネットワ

ークの電送速度がより早くなれば仮想大学内でのリア

ルタイムでの討議，討論が可能になる。 （バーチャル

ディベートと称している）

4)VODを取り入れた教育の試み

業界標準の未確立などでもう少し時間がかかるが幾

つかの私立大学では教育に組み込みはじめている。映

像一音声一体のメデイア活用だがどの教科分野で有効

か今後の課題になるようである。例としては語学分野，

芸術分野理工系分野など

従来のTV, LLラボと違う点は利用者側で加工修

正して教材を作成でき，映像・音声･TEXTを一体

として扱えることである。

2．情報処理教育の内容とこれからの方向

0）情報処理教育の目標は， 10年目になる本研究集

会でも目標や理念の確立に向けて努力が払われてきた◎

一定年度毎にこの成果が文部省での情報関係の教育目

標の策定に反映している。

1989年初等･中等学習指導要領改定中学に情報

処理教育の導入

1997年

しかし，全体としてはコンセンサスにいたっていな

い。今後はマルチメディア時代に向けて理念と目的の

模索が続いて行くようにおもえる。例えば

「情報処理概論でも情報工学概論でもない情報学概
垂

同冊」

「目的達成を目的としない情報教育」

などの発表表題に教育研究者の苦悩が見られる。

1996年情報処理学会「初等・中等教育における

情報教育の提案」

1997年では別の表現で

「日本ではコンピュータ科学の認識が薄い。 」これ

が教育の中に影響をもたらしている。 2）

では情報処理の目的と目標は何処にあるのか。

今回の集会でまとめられる状況は

1）コンピュータリテラシー（情報処理関連教育）

（文系・理工系問わず）では圧倒的多数がWin95

ベースにインターネットを前提にした教材を準備

されている。

（1） タイピング（ブラインドタッチタイプをさせる

のは効果があると主張する）

（2） ワープロ操作（詳しく教えるのは弊害だの主張

もある）

（3）表計算（一律に教える必要はないといわれる）

（4） ネットワーク （ネットワークエチケットを必ず

教えるのが大事といわれる）ではデータ検索の

訓練として／他との交流の場として有効である。

3． ネットワークエチッケットの実状

ネットワーク時代を迎えて光と影の，影の面が拡大

してきている。大学での授業でもこの点の重要性が叫

ばれている。問題になった例をあげると，

反エチケットの事例 1

ホームページの授業を実施，受講者にホームページ

を作成させ，サーバに載せ公開させる。

受講者は内容の充実を考えて，安易にすることは，

既にあるホームページにリンクを張ろうとするが，そ

のホームページが倫理的に問題のあるものかどうか考

えず興味本位にリンクしてしまう。

反ネチケットの事例 2

これは圧倒的に利用されているWin95端末のウイー

クポイントに付け込む悪質例である。

Win95はインターネットに対してサーバ機能は持た

ない。その機能を持たせるには新たに必要な，サーバ

を実現するソフトをデーモンとして動かす。WWW用

のそれなどがある。特定の端末にデータを配布するデ

ーモンを密かに忍び込ませいろいろな悪さをする悪質
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なケースが出てきている。

反ネチケットの事例 3

これは従来から社会問題視されてきてるものだが，

最近はシェアウェアのソフトが出回っている。これは

作成者に費用を払わなければならない。数千円位だが

個人はもちろん機関で使う場合もそうだ。多くの場合

著作権を無視した使い方がされている。

ンパスを乗り越えるサイバーキャンパスの中で，すべ

ての教科がコンピュータを活用する時代が到来する。

引用文献

1．第10回情報処理教育研究集会講演論文集，

平成9年

2．大岩元， 日本におけるコンピュータ科学，

物理， 10月号， 1997

4．茨城大学のコンピュータ環境

ネットワークの発達により地理的に3地区に分かれ

ている本学のハンデイキャヅプがネットワークの整備

とともに埋められていってる。学部教育中心に利用さ

れているコンピュータの概数でみると

水戸キャンパス

情報処理センター（水戸地区） （レンタル）

キャンパスサーバ及び端末75台十若干

情報処理演習室 （買い取り）約55台十若干

人文学部 （買い取り）約30台十若干

教育学部 （買い取り）約30台十若干

理学部 （買い取り）約55台十若干

図書館 約2台

日立キャンパス

情報処理センター（日立地区） （レンタル）

キャンパスサーバ及び端末75台十若干

図書館 約1台

情報工学科など個別学科に設備されている。

阿見キャンパス

情報処理センター（阿見地区） （レンタル）

キャンパスサーバ及び端末50台十若干

図書館 約1台

今後総合情報処理センターが実現したさいには環境

はいっそう改善され， 3キャンパスのサイバースペー

スでの統合に向けて一歩踏み出せる可能性が用意され

る。 （サイバーキャンパスの実現）

このためにはキャンパス間のネットワーク回線スピ

ードが現在(1.5Mbps)の100倍から1000倍になること

が前提であろう。また， キャンバス内のネットワーク

スピードはギガビットの時代になる。動映像がスムー

スに受発信出来るようになることが必要である。

21世紀にはこのような環境の整備とともに分離キャ
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茨城大生を対象にした人間関係セミナー実施の試み
AnAttemptatHumanRelationsSeminarfortheStudentsoflbarakiUniversity

伊藤折司（人文学部）p

ITOTetsuji

FacultyofHumanitiesandSocialSciences

てく自分自身〉や自分のく人間関係〉を見つめ直す場

を提供できるとよいのではないか。

また私には，講師が教壇に立って一方的に話し，学

生はそれを黙って聞くというスタイルの授業を脱却し

たいという思いもあった。 もちろんそういう従来から

のスタイルの授業も必要であるが，それだけでは学生

のく身体〉は縮こまり固まっていくばかりであるよう

にも思える。 もつとく身体〉を解放し活用することが，

大学でもできないものだろうか。

そういったことを考えて，今年度（1997年度）後期

に授業の枠外で試みているのが，人間関係セミナー

（以下，セミナー） と称する集いである。後期の授業

開講期間に週1回（水曜日1時間目）に行っており，

十数名の学生が自発的に参加している◎このセミナー

は，南山短期大学などで実践されている人間関係訓練

のノウハウを活かしたものである。

本論文は，私が実践しているセミナーでの実践とそ

の成果について報告することを目的としている。ただ

し， これを執筆している1997年12月末の現在では， ま

だセミナーが完結してない段階であるため， 中間報告

で留まらざるをえないことをお断りしておく。

まず始めに，人間関係訓練の歴史や学問的背景につ

いて，簡潔に紹介したい。以下に述べるのは, ｢Creative

HumanRelations.Vol.I｣ (プレスタイム社）に紹介

されているものを，私なりにまとめなおしたものであ

る。

はじめに

「大学に入ったけど，何をしていいのか分からない」

「自分のやりたいことが見つからない」などといった

声を，学生からときおり耳にする。厳しい入学試験を

パスして晴れて大学生になったということとは裏腹に，

自分の居場所や生き方を見出せない学生は，少なから

ずいるようである。その原因の所在は様々に推測がで

きるが，現代の大学生が置かれている状況がどこか息

苦しさを引き起こすものになっていることだけは間違

いない。

もちろんそれは大学生に限った問題ではなく，現代

の日本社会全体の問題である。 〈癒し〉が現代のキー

ワードのひとつになっており，各種の心理セラピーや

自己開発セミナーの類， あるいはいくつかの宗教団体

が大きな勢力を維持・発展させていることから，その

ことは明らかである。ただ， 〈癒し〉を提供してくれ

るように見える多くの場の中で， 1995年に多くの犯罪

が明らかになったオウム真理教のように，社会的には

望ましくないとされるものも少なくない。商業化され

金儲けの一手段になっている自己開発セミナー（ある

いは自己啓発セミナー）なども，その修了者が新たな

人を勧誘するという悪徳商法まがいの行為があると言

われる。またそのような場を求める人達には，安直な

癒されたがりが目立つようにも思われる。

何が好ましいもので何が好ましくないものかの線引

きは必ずしも容易ではないが，私は，社会心理学を専

攻している立場から， 日頃接する学生を対象に，何ら

かの働きかけができたらよいのではと考えた。宗教に

関係したものでないことはもちろん必要な条件だが，

なおかつ「人間はかくあるべきだ」といった明確な方

向付けをせず，学生たちがあくまで自発的にかかわっ

人間関係ﾖ||練の歴史と学問的背景

人間関係訓練のはじまりは,今日のグループ・ダイ

ナミクス（集団力学）の基礎を築いたクルト・レヴイ

ンらに求めることができる。 1946年にマサチューセッ
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ツエ科大学集団力学研究所などが主催したワークショ

ップで，ユダヤ人に対する職業差別が取り上げられた。

討議や役割演技などがなされる中で， レヴィンらは，

人間関係などについての学習は，一方向的な講義より

も，参加者がその場で体験したことを素材とする体験

学習の方が有効であることを発見した。このことなど

がきっかけとなり，翌年1947年には同じスタッフによ

る「基礎技能トレーニング(BasicSkillsTraining)」と

称する3週間のプログラムが組まれ，その後それは

「Tグループ(TrainingGroup)を中心とする研修

(HumanRelationsLaboratory)」へと発展した。そし

て1948年以降,NTL (NationalTrainingLaboratories)

が主催するものとなり，米国だけでなく世界中に広ま

っていったという経緯をたどっている。

一方, 1940年代に発展をみせたカール・ロジャース

の非指示的カウンセリングの流れに属する人が人間関

係訓練にかかわるようになり，エンカウンター・グル

ープ(EncounterGroup)と称する自己理解と自己成

長のためのワークショップが開かれるようになった。

ただしそれは,個人に焦点があってグループ･ダイナミ

クスにはとくに関心はないこと， スタッフはとくに詳

細な事前の計画を立てないことなどの点で，上述のT

グループとは異なっている。

日本で初めてTグループによる人間関係訓練が行わ

れたのは1958年である。その年に，世界キリスト教協

議会などが主催する第14回基督教教育世界大会が青山

学院大学で開かれ，その一環として，第1回教会集団

生活指導者研修会という人間関係訓練が実施された。

これが日本でのTグループの始まりである。その後,

1963年に立教大学キリスト教教育研究所が設立され人

間関係訓練の発展がはかられ，一方企業などにも人間

関係訓練が取り入れられるようになっていき，様々な

分野で別々に発展してきている。

それらの中には， 自己開発セミナーのような，いわ

ゆるマインド・コントロールに近い手法を用いるもの

もあり，一部で社会問題化しているという現状もある。

一方で,NTLの初期のトレーニングの要素を大切に

した人間関係訓練が行われているところもあり， たと

えば南山短期大学では，人間尊重の理念を基本とした

Tグループを，学生や一般社会人を対象に実施してい

る。

人間関係訓練の特徴

人間尊重の理念に基づいた本来の人間関係訓練には，

以下に述べるような特徴がある◎私が実施しているセ

ミナーは，後述するように多少変更点があるが，これ

らの特徴を基本的に受け継いだものである。

一番の特徴と考えられるのは， これが主体的なく気

づき〉の学習の場であるということである。人間関係

訓練の実施者はファシリテーターと呼ばれるが， ファ

シリテーターの役割は，参加者を何らかひとつの方向

に導くことではなく，参加者が自分自身や人間関係に

ついて気づく場を提供するということである。あくま

で主人公は参加者であり， ファシリテーターの自身の

価値観を押しつけることなどはしない。ファシリテー

ターはコメントしたり小講義をしたりすることはある

が，それらはあくまで参加者のく気づき〉を促し，体

験したことの理解を深めるためである。

次に挙げられる特徴は， 〈今ここ〉で起こっている

ことや体験していることを大切にするということであ

る。 〈今ここ〉で自分が体験したことが学習すべき事

柄の源であり， 〈あの時あそこで〉という遠い体験や

既成の知識を対象とするのではない。学校の通常の授

業では，教師がほぼ一方的に知識を伝授することが多

いわけであるが，その方法では実現できないことを狙

っていると言える。これは， 〈内容(contents)>より

も く過程(process)>を大切にするということでもあ

る。

また， ファシリテーターが人間関係訓練の中で参加

者と同じように学ぶということも，特徴として挙げら

れる。ファシリテーターは，課題そのものには参加し

ないわけであるが，実施の計画をたて，実施する上で

のリーダーシップをとり，全体をオーガナイズする役

割を果たす。その中でファシリテーター自身も，下に

列挙するような人間関係訓練の目標を達成するべく学

習をすることになる。

こういった特徴を備えた人間関係訓練では， 「社会

的感受性を養う」 「対人関係のスキルを身につける」

「人生観の再検討と方向付けをする」などの目標を掲

げることになる。あくまで参加者の主体性を尊重する
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えられたので, 80分でひとつの課題が完結するように

した。そのために，課題の内容の一部を省略せざるを

えなかった場合がある。

学生への参加呼びかけは，次のようにした。このセ

ミナーは正規に開講している授業の枠外で行うもので

あるために，当然シラバスなどには載っていない。そ

こで，前期に私が担当していた教養科目の「行動科学

への招待」 （水曜日1時間目。理学部・工学部・農学

部の1年生が主に受講｡受講者約170名） と専門科目の

「社会行動論特講I」 （月曜日3時間目。人文学部の

2～3年生が主に受講。受講生約80名）には，前期終

了間際に口頭で宣伝し， なおかつ概要や実施場所・時

間などを明記した紙を全員に配布した。また，他の学

生にも広く広報するために，人文学部・教育学部・理

学部・附属図書館の各掲示板に，各部局の承諾を得た

上で宣伝のポスターを掲載させて頂いた。さらに，人

文学部の留学生向けのガイダンスでは， 口頭でセミナ

ーの紹介と参加の呼びかけを行った。

セミナー実施場所は，水戸キャンパス内の茨苑会館

とした。セミナー実施の上では環境も重要な要素であ

り，比較的新しくてきれいな茨苑会館は，人文学部や

共通教育棟などの講義室より好ましい場所である。茨

苑会館の中でも絨毯が敷かれた部屋である集会室7を

主に利用し，その部屋が使えない場合は集会室1を利

用することにした。

セミナー実施期間は後期の授業開講期間としたが，

夏休み明け直後の1997年10月1日は実施せず， 10月8

日を1回目とした。冬休みの期間を除き毎週実施する

予定で，全部で14回となる予定である｡

各週のセミナーは， 14回全部を通して筋道だった構

成にする必要がある。そこで，参加学生が互いに知り

合うこと （アイスブレーキング）から始め，言葉によ

るコミュニケーションの問題に移り，続いて言葉によ

らないコミュニケーションを体験し， さらに個人の価

値観を見つめ直すことへと展開させることにした。最

後はセミナー全体を振り返り，今後の自分にどう活か

していくかを考えて終了（クロージング）する予定で

ある。表1に各回の内容の概要を示す。なお図には，

7回目に実施した｢無言動作の実習｣の一場面を示した。

という立場から，何に気づき，それを実際の人間関係

にどう活かすかは，参加者に委ねられている。

セミナーの実施計画

私は， ファシリテーター役をするにあたって， まず

その理解を深めるための研修会（プレスタイム社主催

の一日研修会）に参加した。その上で， このような人

間関係訓練のノウハウを活かすべく，セミナーの実施

計画を立てた。その際プレスタイム社が発行している

『℃reativeHumanRelations｣ (人間関係訓練の多くの

具体的な課題載せられたマニュアル）を参考にしたが，

実際上の制約から，いくつかの変更を加えている。

まずこの集いの呼称であるが， 「人間関係訓練」と

いうのではいかにも堅苦しく，参加する学生にはむし

ろ抵抗を感じさせてしまうであろうと判断した。やや

柔らかく 「人間関係トレーニング」としても，学生に

すれば「今さら人間関係のトレーニングなどされたく

はない」という気持ちが先行してしまうのではないか。

そこで「訓練」や「トレーニング」という言葉の使用

をやめることにし，それでも目的がぼやけないように

「人間関係」という言葉は残して， 「人間関係セミナ

ー」と称することにした。 「セミナー」という言葉は

「自己開発セミナー」を連想させてしまうかもしれな

いが，学生達にとっては割と親しみやすい言葉であろ

う。

実施日時は，毎週水曜日の1時間目とした。これは，

私が前期に教養科目の講義を実施していた時間帯であ

り，私にとっては無理なく確実に時間を空けることが

できるところであった。また，前期に私の講義を受講

していた学生が続けてセミナーにも参加しやすいこと

も狙った。茨城大学の1時間目は8時50分からである

が，切りのよい時間ということで9時スタートとし，

2時間目に何らかの授業を受講する学生に配慮して，

終了時間を10時20分(1時間目の終了時間)とした。こ

のため1回のセミナーは80分間である。それに対して

『CreativeHumanRelations」に紹介されている各課題

は2～3時間かかるものが多い。 2～3回に分けてひ

とつの課題を実施することも考えたが,欠席する学生

もいるであろうことと， 1週間たってしまうと前回の

ことを詳しく覚えていないかもしれないことなどが考
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表1 実施中の人間関係セミナーの内容

<1回目 1997年10月8日〉 <5回目 1997年11月5日〉 <10回目 1997年12月10日〉

セミナーの概要と目的について解説

課題「全員の名前」

車座に座り‘ 全員の名前を順に口に出

して言っていくことで覚える．

課題「ストップウオッチ」

輪になって手をつないで閉眼で座り， 3

分たったと思ったら立ち上がる．他の人

の微妙な動きを感じ取る．

課題「匠の里」

6～7人のグループで協力し「匠の里」

の地図を模造紙に書いて完成させる．各

自に渡された数個の情報を全部あわせな

いと地図が完成しないのだが， それらは

口頭でしか伝えあえない

課題「富士山大爆発」

数人のグループを作り，架空の名前・

年齢・職業が役割として与えられる． あ

るホテルに滞在しているのだが，近くの

富士山が大爆発を起こしてしまい，救助

のヘリコプターには全員が乗れないそ

こで，誰がホテルに残るのかの合意作り

を， 話し合いによって行う．<6回目 1997年11月12日〉

課題「無言の探索」

2人ペアを作り，一方が目を閉じて‘

もう一方が手を引き，建物の外を自由に

探索する． ただし言葉を発してはならな

い． 普段あまり働かせていない感覚を敏

感にして，様々なことを感じ取るように

すると同時に，相手を信頼することがで

きるか試される．

<11回目 1997年12月17日〉<2回目 1997年10月15日〉

課題「価値のランキング」

「金」「名誉」「生きがい」など， いく

つかの項目のうち自分がどの順に価値を

置いているかを考え，順位付けをする．

そして， グループで各人の価値観の相違

について話し合う．

課題「太一プン・ウインドウ」

白紙の紙に「得意なこと（手を使って，

全身を使って)」「場所（もう一度行って

みたいところ，心から休まるところ)」「人

（家族以外で気を使わない人，心から自

分を大切にしてくれる人)」「事柄（日常

でこうあってほしいこと，一番嬉しいこ

と」を書き， それをもとにグループ内で

自己紹介をする．

<7回目 1997年11月19日〉 <12回目 1998年1月14日〉

課題「無言動作の実習」

無言で身体を使い様々なことを表現す

る． 部屋を自由に歩き回ったり， そこで

出会った人とあいさつをしたり， 2人ペ

アで架空のポールをやりとりしたり．数

人のグループで架空のピアノを運んだり
する．

課題「私のBOX」

サイコロ状の大きな立方体を用意し、

その内部に自分の内面を，外部に自分の

外面を自由に絵などで表現する． その後

それを， グループでわかちあう．

<3回目 1997年10月22日〉

課題「マッチング」

他人があまり知らない自分の特徴をひ

とつ出しあい， それをファシリテーター

が名前を伏せて読み上げ一覧表を作らせ

る．部屋を自由に動き回り質問しあって，

それぞれの特徴が誰なのかを当てる． た

だし，質問は一人に対し続けてはできな

い．

<13回目 1998年1月21日〉

課題「バック・フィードバック」

全員が背中に模造紙を一枚張り付け，

これまでのセミナーでその人について感

じたことを互いに無言で書きあう． 全員

が全員分書き終わったら，模造紙を外し，

じっくりとそれを眺めてみる．

<8回目 1997年11月26日〉

これまでのセミナーを振り返っての自

由な話し合い． 印象に残った課題やその

中で気づいたことなどについて，思うま

まに意見を出し合う．<4回目 1997年10月29日〉

課題「私のきき方」

2人ペアで， 一方が話し手，一方が聞

き手となる． 聞き手は，漢字書きや計算

の作業をしていたり， やたらと相手に聞

き返したり， ちっとも聞かないという態

度をとったりといった役割をする． その

後， よりよく聞くためには何が必要かを

考えさせ，相手の話をよく聞いてみるこ

とを試みる．

<9回目 1997年12月3日〉 <14回目 1998年1月28日〉

課題「異文化理解ケーム」

模擬的に2つの「国」を作る．一方は

女尊男卑の村社会，一方は金持ちが偉い

ビジネス社会である． それぞれ他国のこ

とは知らない. そこで他国を訪問しあっ

て，擬似的にカルチャーショックを体験

してみる．

課題「自分への手紙」

これまでのセミナーを振り返って， 自

由な話し合いをする． その後， 「3ヶ月後

の自分」に宛てた手紙を各自が書く． そ

れを誰にも見せないまま封印し， ファシ
ー

リテーターに預ける． ファシリテーター

は，実際に3ヶ月後にそれを投函し， 各

自に郵送し返却する．

注） 9回目の「異文化理解ゲーム」だけは「CreativeHumanRelationS』からとったものではなく，

広瀬（1997）などに紹介されている教育ゲームの一種である．

12回目以降は実施予定のもの．変更の可能性もあり．
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図課題「無言動作の実習｣ （7回目）の一場面

(架空のピアノをグループで協力し運んでいるところ。 ）

表2 セミナーへの出席状況

出席回数(回目） 12 3 4 567 8 9 10 11

○
○
○
○
○

＊
・

＊
＊
＊

女
女
女
男
女
女
男
女
女
女
男
男
女
女
男
女
男
者
女
男
女
男
女

１
１
３
１
３
１
１
４
２
２
２
４
２
４
１
２
２
外
３
２
１
１
３

農
農
教
工
人
人
工
人
人
人
人
人
人
人
工
人
人
学
教
人
人
工
教

■
■
■
■
■
■
●
■
■
●
■
。
、
■
■
ｅ
■
●
●
■
、
●
■
●
●

１
２
３
４
５
６
７
８
９
Ⅲ
皿
肥
旧
叫
賜
蝸
Ⅳ
田
畑
別
凪
躯
羽

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○○

○○

○○
○○

○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

○
○
○

Ⅲ
Ⅱ
Ⅱ
Ⅲ
５
Ⅲ
９
９
８
７
５
３
２
６
６
３
６
２
４
１
３
２
１

○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○

○ ○
○
○
○
○

○○

○○

○○○
○
○
○

○

○
○

○ ○○○

○○○

○○‐

○ ○○○○

○

○ ○○

○

、 ○○

… ○○
○

○

○
○
○

○

合計人数 5 13 13 16 13 12-13 12 15 12 11

注）人＝人文学部教＝教育学部工＝工学部農＝農学部

学部名の後の数字は学年を表す‘

＊は韓国人留学生＊＊は筆者の知人の学外者（女性）
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参加学生の参加状況と反応

セミナーに参加した学生の出席状況を表2に示した。

前期の授業で宣伝したときの手応えから，少なくと

も20人ぐらいの参加を見込んでいたのだが, 1回目の

セミナーに来たのは5人だけであった。そのうち4人

が，前期の私の授業を受講しいていた学生で， 1人が，

指導教官（私の同僚で，セミナー実施のことを話して

あった）に勧められて来た学生である。少人数でのあ

まり芳しくないスタートとなったが， 2回目には， 1

回目参加の5人を含む13人の参加者が得られた。 2回

目から参加の8人の内訳は， 5人が前期の授業の受講

者， 2人が人文学部の留学生ガイダンスで話を聞いた

留学生（いずれも韓国人） ， 1人が掲示板のポスター

を見た学生である。

その後は，参加している学生に誘われて来た人など

もいて，新たな参加者が少しずつ出てきた。 11回目が

終わった現時点で1回以上参加した人は23人（1人は

学外者）である。ただし， 2～3回参加してやめてし

まう人や，時々欠席するという人もいて， 1回のセミ

ナーで最高の参加人数があったのは4回目の16人であ

り，極端に少ない1回目を除いた平均参加者数は13.0

人に留まっている。セミナー実施のためには， 20～30

人の参加者があること力塑ましいのであるが，それよ

りははるかに少ないのが現状である。

参加者が伸びない一番の理由として考えられるのが，

セミナーの実施時間が朝早いということである。いわ

ゆる夜型の生活や不規則な生活をしている学生なら，

なおさら参加する気持ちになりにくいであろう。実際

に，参加している学生からも「朝の1時間目というの

はつらい」という声を何回も聞かされた｡ 「早起きし

てすがすがしい気持ちでセミナー参加を」という私の

意図もあるのだが，実施時間は，来年度以降このセミ

ナーを続ける場合の検討事項のひとつとならざるを得

ないだろう。

学部・学年・性別ごとの参加者内訳を表3に示した。

学部別に見てみると，私が所属している人文学部の学

生が13人ともっとも多く，教育学部・工学部・農学部

の学生は2～4人であり，理学部の学生は1人もいな

い。学年別では1年生がもっとも多く，学年が上がる

とともに減少しているが， 4年生でも3人の参加者が

ある。性別ごとでは,女性が男性を上回っている。以

上の傾向は, 11回目までのセミナーの過半数(6回以

上）に参加している学生だけで見ても， ほぼ同様であ

る。全体的に見て人文学部の学生が多く，理学部の学

生はいなくて， なおかつ水戸キャンパスにいない2年

生以上の工学部・農学部の学生がいないということは

あるが，茨城大生の様々な層から参加者が得られてい

るとは言えるだろう。

2～3回程度の参加しかしない学生がいる一方で，

すべてに参加している学生が3人いるのをはじめ，ほ

ぼすべてに参加している学生が数人いる。また中途か

ら参加した学生の中には， 「もっと早くから（このセ

ミナーのことを）知っていればよかった」 （表2の23．

教3女。以下同様に表記） という学生もいる。このこ

とは，少なくともそれらの学生に， このセミナーがお

おむね肯定的に捉えられていることを示している。こ

のセミナーに参加し続けても， もちろん授業の単位に

はならないのであるから， なおさらそう見てよいと考

える。

ただし，参加回数が多くても， 「いつも終わった後

で自分の嫌なところに気づいてしまって落ち込んでし

まう」と言っていた学生（10.人2女） もいる｡彼女は

2回目から9回目まですべて参加していたのに， 10回

目 ･11回目は欠席している。私としては， このセミナ

ーが少なくとも参加した学生にとってマイナスになら

ないように配慮しているつもりであるが，実際にはこ

のようなケースも出てきてしまうようである。

無理をして参加し続けることはないと考えてるため，

彼女にはその後「どうして出てこないの？」といった

声かけはしていない。

私にとって今回のセミナーは始めての試みであると

いうこともあって，機会のあるごとに参加者の感想を

求めるようにしてきている。 6回目が終わった時点で

性別ごとの参加者人数内訳表3 学年別学部別

人文 13(6)

教育3(1)
理学 0（0）
工学4（3）
農学2（2）

学外者 1(0)

1年8（6）

2年7（3）
3年4（1）
4年 3（2）

学外者 1(0)

男性
女性

9（4）
l4(8)

注）括弧内はll回中6回以上の参加をした人を内数で表したもの
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簡単なアンケートを実施したのをはじめ， 1997年12月 私の研究室）の折にも感想をたずねた。表4には， ア

12日夜に行った忘年会（11人参加） と， 1997年12月19 ンケートの結果を簡潔にまとめた。

日お昼に催した昼食会（5人参加） （いずれも場所は

表4 6回目終了後実施のアンケートの結果要約

参加するきっかけと当初の期待
･人間関係セミナーというので、対人関係について何かやるのだろうと思った。 （1.農1女）

･積極的に人と付き合うことができて、いろいろな人といろいろな話題で盛り上がるコツなり話術なりを身につけ

られるかと思った。 （2.農1女）

･当初はとくに期待もせず参加したが、回を重ねるにつれ次はどんなゲームをするのかという期待が出てきた。

（3.教3女）

･友達がほしかった。誰とでも気軽に話せるようになりたかった。 （4.工1男）

･もともと心理学とか人間関係に興味があった。それに自分のためになるだろうと思って参加しようと思った。

（6.人1女）

･ケーム感覚で人間関係や自分を観察できるというのでやってみようと思った。 （9.人2女）

･毎日の生活と自分に不満があって、何か変えてきたいと思った。 （10.人2女）

･前期に先生の授業を受けていてとても面白かったため、授業とは違って自由に実習を行うこのセミナーに興味を

持った。 （15.工1男）

･先生から紹介があり、自分が暇で、様々な期待(発見と出会い？）があった。 （17.人2男）

セミナーの良いところ

･自分を見つめるめったにない機会ができた。自分の意外な面が見えて面白い。知人が増えた。 （1.農1女）

．知りあいが増えた。いろいろなことに気づき、実感することができる。 （2農1女）

･アットホームで、あいさつをして教室に入っていける雰囲気がいい。 （3.教3女）

･自分でも少し明るくなったと思う。いろいろな人と話ができて楽しい。普段の生活で行われないようなことがあり、

それも楽しい。 （4工1男）

･違う学部・学年の人や留学生の人などとも話ができた。ふりかえりなどでみんなと話すと、自分が気がつかなか

ったことなどが分かって、そういうのはいい体験だと思う。 （6.人1女）

．知りあいが増えた。普段ならやらないようなことができる。 （9.人2女）

・日常の自分を知らない人と話すことで、ある程度は偽らない自分を出せる点が良かった。 （'0.人2女）
･自分は話すきっかけを少しでもつかめると後はその相手と非常に親しくなるが、タイミングを逃すとまったく話

しかけることができなくなってしまう。その悪い点をこのセミナーに参加することで改善できそうなので良かっ

た。 （15.工1男）

・自分・他人の再発見や自己分析ができる。 （17.人2男）

セミナーの悪いところ

・ときどき「話さなくては」という強迫観念にさいなまれる。 （2.農1女)

･セミナーではできても、はたして実生活で積極的に話せるかどうか疑問である。 （2.農1女）

･わかちあいの時間がもう少し増えて、じっくり話し合いができたらいいと思う。 （3.教3女）

･朝早く起きねばならない。 (4.Zl男）

･朝早いのはつらい。参加したいと思う人も他にもいっぱいいると思うけど、 1時間目だからという理由でやめて

いる人もいるんじゃないかなと思う。 （6.人1女）

･朝早いこと。 （9.人2女）

･セミナーの内容を重く感じることがある。「私のきき方」では、実験とはいえ、本当につらかった8毎回自分の

嫌な面を自覚してしまうことも重い。考え込む性格なので、次の授業に響いてしまう。 （10.人2女）

･朝早い1 1(17.人2男）

改善してほしい要望など

･最後のほうで先生のほうから人間関係セミナーについてのまとめをやってほしい。 （1.農1女）

･時間がもっと長ければ嬉しい。 （4.工1男）

･今の内容でも十分楽しいが、今の内容に加えて先生の話（授業みたいな）をもっと多くしてほしいと思う。学ん

でいるという感覚がほしい。 （6.人1女）

･次の授業に差し支えるので、もう少し時間を早く切り上げてほしい。 （9.人2女）

･時間がなくなって最後が駆け足になってしまうこと力銭念。 （10.人2女）

･互いに意見交換ができる時間をもう少し設けてほしい。 （15.工1男）

注） （1農1女）などの表記は表2に準じており，各回答者の属性を表す
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アンケートの回収率がやや悪く，実際に回収できた

のは9人分である。それには上述の参加し続けていた

が来なくなった学生（10.人2女） も含まれている｡彼

女は「セミナーの悪いところ」として， 「セミナーの

内容を重く感じることがある」と述べているものの，

逆に「セミナーの良いところ」 も挙げており， 「ある

程度は偽らない自分を出せる」と書いている。 「参加

するきっかけと当初の期待」としては「毎日の生活と

自分に不満があって，何か変えていきたいと思った」

としており， このセミナーへの相応の期待が窺われる。

また， 「時間がなくなって最後が駆け足になってしま

うこと力溌念」という点を「改善してほしい要望など」

として述べてもいる。 「感情の浮き沈みが激しい」と

いう自己評価を以前に彼女から聞いてもいるのだが，

このセミナーへの期待が， むしろやや大きすぎてギャ

ップができてしまったように見える。彼女のようなケ

ースは稀ではないかもしれず，今後セミナーを継続し

ていくとしたときに配盧しておく必要があるだろう。

他の人の意見を概観する。主宰者として気になる「セ

ミナーの悪いところ」であるが， 4人が朝早いという

点を挙げている他には， 「ときどき I話さなくては」

という強迫観念にさいなまれる」 （2.農1女)というの

が目に付く。この学生からは，対人関係のことで悩み

を抱えていたときに，個人的に相談を受けたこともあ

る。ただしそれは，当事者の彼女にとっては重たいも

のであろうけれども,青年期後期にありがちな悩みに

見えた。セミナーの中で与えられた場面で話をすると

いうのは，セミナーの性格上やむを得ないことである。

ただし， 「話したくないことは話さなくていい」とい

うことは， もう少し強調してもいいかもしれない。

その他の「セミナーの悪いところ」としては， 「わ

かちあい（実習後の話しあい）の時間がもう少し増え

て， じっくり話し合いができたらいいと思う」 （3.教

3女)といったものがあり， 「改善してほしい要望な

ど」でも同様の意見がある。これはまったくそのとお

りであり，私自身も感じていることである。今回のセ

ミナーの時間が80分に限定されており， しかも9時ち

ようどに始められることはないので，正味70分ぐらい

になっている。 2時間目に別の授業へ行かねばならな

い学生がいることを考慮すれば，時間を後に延長する

こともできない。 「改善してほしい要望など」で「次

の授業に差し支えるので， もう少し時間を早く切り上

げてほしい」 （9．人2女)と述べている学生がいるくら

いである。ただ，セミナーの内容をより充実したもの

にするためには， あと少なくとも30分<、らいは必要で

あると感じている。

「改善してほしい要望など」で， 「最後のほうで先

生のほうから人間関係セミナーについてのまとめをや

ってほしい」 （1 .農1女)という意見がある。この学生

には忘年会の折りなどに個人的に説明をしたので納得

してもらえたようなのだが， こういう意見が出てくる

ということは，私の方からの趣旨説明が十分でないと

いうことかもしれない。 もう少しきつちりとした説明

をはじめの段階で入れておくべきであろう。今回は，

最後のセミナーの時間に，そのような説明をする時間

を設けたいと思う。 「参加するきっかけと当初の期待」

で， 「いろいろな人といろいろな話題で盛り上がるコ

ツなり話術なりを身につけられるかと思った」 （2.農

1女)など，やや短絡的とも思える期待もあるので，そ

うした気持ちにも配盧すべきであろう。

「セミナーの良いところ」として「自分は……， タ

イミングを逃すとまったく話しかけることができなく

なってしまう。その悪い点をこのセミナーに参加する

ことで改善できそう」 （15.工1男)という人がいる一方

で， 「セミナーの悪いところ」として「セミナーでは

できても， はたして実生活で積極的に話せるかどうか

疑問」 （2.農1女)という人もいる。実生活にプラスに

活かしてもらえればいいというのが私の気持ちである

が，それについては大きな期待はしていない。友人が

一人増えたという〈､らいの成果でも， とりあえずはよ

いと考えている。過大な期待をしてセミナーに参加し

ないことという点を，あらかじめ強調しておく方がい

いだろう。実際に， 「セミナーの良いところ」で何人

かの人が挙げているのが「知りあいが増えた」という

点である。それだけでも，セミナー参加の成果と考え

てよいのではないかと思う。 「アットホームで，あいさ

つをして教室に入っていける雰囲気がいい」 （3.教3

女)というのは,主宰者としては嬉しいコメントである。

これらから分かるように，学生達はおおむね好意的

に，かつ自分にプラスになるものとしてセミナーを受
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け入れている。昼食会の折りなどに， 「こうやって話

をする機会は， 中学生のとき以来のような気がする」

（22.工1男） ， 「大学に入ってから先生などとのつな

がりが希薄。だからこういう機会はいい」 （6．人1

女） とも聞いている。中学時代はまだしも，高校時代

に友人と真剣に話をするなどという機会が少なくなり，

大学に入ってさらにそれが加速されるということが，

ままあるのであろう。その点でも大学生にとってこの

セミナーは，貴重な機会になる可能性があると考える。

床心理学」をやりたいと希望する学生が少なからずい

るが，彼ら・彼女らの関心は，いわゆるカウンセリン

グを必要とするような場合に向けられていることが多

く， 「臨床」という言葉を狭く捉えすぎている嫌いが

ある。私が考えるに， このようなセミナーも一種の臨

床場面であり， メンタルヘルスなどを考える上でもよ

い場だと思われる。そういうことを心理学専攻の大学

院生などには，ぜひ知ってもらいたい。

また， このようなセミナーに参加してみたいと考え

る人は学生ばかりではないであろう。そこで来年度以

降に，茨城大学生涯学習教育研究センターの公開講座

として，一般社会人を対象に同様のセミナーを開講す

ることも構想している。その場合は，参加者の便を考

えて，夏休みなどに3日ぐらいで集中的に実施すると

いうのがよいだろう。冒頭で述べたようにく癒し〉が

一種のブームのようになっている現代， このようなセ

ミナーに対する需要はかなりあるものと思われる｡｢こ

れは学問的な裏付けがあるから……」などと偉ぶるつ

もりはないが，巷の自己開発セミナーなどの類とは一

線を画したものを提供していければと思う。

公開講座を開催することになれば，セミナーの内容

も再構成する必要が出てくるだろう。そういった点に

ついてのノウハウも蓄積していきたい。また公開講座

を通じて，学外者とのつながりも作っていければと考

えている。そのことが， 閉鎖的になりがちな大学の在

り方を変え， 〈開かれた大学〉にしていくひとつの力

にもなりうるとも考えている。

今後の展望

週に1回1時間あまりのセミナーではあるが，そこ

で参加者は様々なことを体験しく気づき〉を得ること

になる。思ったようにコミュニケーションができない

ことに気づいたり，他人との価値観の相違に気づいた

りする。それらが日常の人間関係などに活かされるこ

とになるのかどうかは定かではない。ただ確実に言え

ることは，参加している多くの学生にとってこのセミ

ナーが新鮮で面白い体験の場となっていることと，他

の参加者とのつながりができていることである。 しか

もそれが，学部や学年を越えたつながりになっている

だけに， より意義深いと思われる。こういったことは

簡単そうに見えて，大学の通常の授業ではなかなか実

現しがたいことである。

ファシリテーター役をしている私にとっても，上記

のことはあてはまる。セミナーを計画し実施すること

は楽しみのひとつになっているし，他学部の学生とそ

れなりに深く関わる機会が持てるのもよいと思ってい

る。教養科目などで他学部の学生を相手に講義をする

機会はあるわけであるが，そこで受講生と強くつなが

っていくということは少ない◎このセミナーの恩恵を

一番受けているのは，私自身かもしれない。

現在実施中のセミナーはまだ終了していないが，多

少の改善は必要であるものの，今後も続けていく意義

が十分あると判断できる。そこで，来年度以降も同様

のセミナーを継続し，開催していくつもりである。

その際には，心理学専攻などの大学院生に，あらか

じめファシリテーターに求められる知識や技量を身に

つけさせ，実際にファシリテーター役をさせることも

考えている。心理学を選考したいとする学生には「臨
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異文化理解のための日本人学生・留学生混成クラスの効果と問題点1

－日本人学生に対する教育効果を中心に－
ProblemsandEffectsoflnterculturalUnderstanding

:aCaseStudyofaMixedClassofJapaneseandlnternationalStudents l

杉本妙子（人文学部）
TaekoSUGIMOTO

FacultyofHumanities

＜キーワード＞混成クラス異文化理解日本再認識日本人学生への教育効果大学教育の国際化

(1) 1996年度

96年度前期に初めて開講された日本人学生と留学生

による混成授業は， 日本人学生24名(1年生) ,留学

生10名（1年生8名， 2年生2名）の計34名が履修し

た。前期で取り上げた主な大きなテーマは「大学生の

生活実態」 「日本の教育・学校」 「結婚」 「日本の企

業・仕事」である。このテーマは，学生が身近な問題

としてディスカッションしやすく， また近い将来の問

題として， 日本や日本人を考えたり再認識したりでき

るテーマである。このテーマを考えていくための材料

として，新聞・雑誌記事， ビデオ，統計資料などを使

ってテーマの基礎知識や問題提起を教師側が提供した。

その一方で｢学校・教育｣では30のキーワードを， 「企

業・仕事」では5つに分類した39のキーワードを学生

に提示し，前期はほぼ固定したグループの共同作業と

してキーワードを分担して調べた上で，授業の中で報

告説明させた。そして，それをもとにグループディス

カッションやグループレポート，個人レポートの提出

をさせた。グループ報告やグループディスカッション

では， 日本に限らず留学生の母国ではどうなっている

のかも随時比較検討した。

このような前期の授業を踏まえて，後期は前期受講

者のうち日本人学生12名，留学生7名に後期から加わ

った留学生3名を加えた22名でスタートした。後期に

取り上げた主なテーマは， 「大学生活を振り返る」 「暮

らしの中のお年寄り,老後の問題」 「結婚と夫婦別姓」

「正月の行事」である。そしてテーマ毎に小レポート

1 はじめに

茨城大学の教養教育改革により，それまで教養部で

開講していた日本事情に代わって， 1996年度から日本

人学生と外国人留学生から成る混成クラスによる異文

化理解のための授業が，前後期各2クラス開講された。

いずれのクラスも， 日本人学生・外国人留学生各10名

の計20名の定員を前提としている。筆者はその一つの

クラス「比較文化論I ．Ⅱ （授業題目：異文化として

の日本I･I)」を担当しているが， この種のクラス

の実施は全国的に見てまだまだ少数であり （注1） ，

異文化理解教育としての観点からも大学教育の国際化

の観点からも実践報告する意味があると思われる（注

2） 。そこで本稿は，筆者の担当する授業の概要を述

べた上で，主に1996年度後期ならびに1997年度前期の

期末レポートの分析から，混成クラスであることによ

る教育効果と問題点について述べる。なお， レポート

分析は日本人学生と留学生とに分けて行ったが，両者

の教育効果にはいくつかの大きな相違点が見られた。

筆者は，今後この種の授業を行おうとする人に対して，

レポートに現れた学生の具体的な声をより多く示すこ

とが有効であろうと考えている。そこで紙幅の関係か

ら，本稿では日本人学生のレポート分析を主として述

べ，留学生のレポート分析は別稿に譲りたい。

2授業の概要
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の提出を課した。さて具体的なテーマについてである

が， 「大学生活を振り返る」では，前期に取り上げた

「大学生の生活実態」の発展として, (1年生にとっ

ては）半年間の大学生活の経験をそれ以前の暮らしと

比較して，身近な生活の中でどのような変化があった

か，特に考え方やものの見方にどのような変化があっ

たのかをグループディスカッションとその報告の形で

扱った。これは，前期とは違う流動的なグループ作り，

身近な社会問題に対する多様なコミュニケーションの

ための導入である。その後， 「老人，老後問題」を介

護問題と絡めて，資料を提示しつつ体験談報告， グル

ープディスカッション，全体討論などの方法で話し合

いを積み重ねた。同様に「夫婦別姓」の問題では，前

期に取り上げた「結婚」とも関係付けながら，姓と家

・家族意識の問題を， アンケート調査， 日本と諸外国

との比較などを通じて話し合いを行った。また， 「正

月の行事」では， 日本と諸外国との比較だけでなく同

じ日本国内でもさまざまな地域差があることを， アン

ケート調査やグループディスカッション， グループ報

告によって認識，再認識した。

96年度後期の授業では，以上のような日本文化・日

本社会に関する大テーマを中心に日本人学生と留学生

により体験的に異文化理解を促す授業を行った。評価

は，各テーマ毎の小レポートならびに「留学生・日本

人学生混成授業を通して」という題目の期末レポート

と平常点（授業時の積極性， 出席）によって行った。

生にそれを説明するというもので，その後の話し合い

や共同作業を進めていくための導入．きっかけ作りで

ある。キーワードを用いたグループディスカッション

は予想通りうまく進み， 「おもしろそうな授業になり

そうだ」という予感を多くの学生に抱かせて個別テー

マに取り組むことができた。最初に取り上げたテーマ

は「さくらと日本人」である。まず簡単なアンケート

調査で， さくらが好きかどうか， さくらのどんなとこ

ろが好きか嫌いか， さくらのイメージ．印象を調べた。

調査は，受講生の他に本学の留学生および他大学の留

学生などに実施し，調査結果は上述のグループで分担

してまとめてクラスで報告し， 日本人のさくら観留

学生のさくら観を比較した。なお，全体的な調査結果

のまとめは担当教官である筆者が後日行い，プリント

として配布した。次に取り上げたのは「大学生の実態」

ならびに「学校，教育制度の比較」である。この2テ

ーマは関連分野であるので同時平行して取り扱った。

「大学生の実態」は，前年度の成果を資料として学生

に配布し， グループで話し合う材料とした。その上で，

日本人学生と留学生とが共同作業を行うために関心の

あるテーマを選んで小グループを再編成し，それぞれ

のグループ毎の方法で，選んだテーマについての調査

・報告を順次行った。多くのグループは，学内外で大

学生を対象とした調査を行って報告をした。調査は，

あるグループでは短時間の間に80名に対する調査を行

うなどかなり積極的に行われたため，当初の予定を変

更して多くの時間を割くことにした。この「大学生の

実態」と平行して， 日本と留学生の母国の「学校，教

育制度の比較」を行った。その中では，新聞記事やビ

デオでの日本の状況の紹介とあわせて，各国の受験事

情や学校の種類の説明・比較をし， 自由にグループを

組んで話し合いをした。最後に取り上げたのは「若者

の結婚観」である。授業に先立って「結婚と姓」につ

いてのアンケート調査を行い，前年度に行った調査結

果とあわせて話し合いの材料としての資料を教師側が

準備した。このテーマは後期に関連テーマを取り上げ

ることもあり， 2回の授業時間しか割くことができな

かった。しかし，韓国の忠北大学校の短期留学生,0名

との合同授業でのディスカッションのテーマとしたこ

ともあり，短時間ながらも活発な意見交換がなされた。

(2) 1997年度前期

97年度は前年度以上に希望者が多く， 1年生の履修

を優先して2年生は教室の余裕のある範囲で，つまり

空イスのかずだけ受け入れることにしてスタートした。

日本人学生28名（1年生19名， 2年生9名） ，留学生

13名(1年生10名, 2年生3名）の計41名である。取

り上げたテーマは， 「さくらと日本人」 「大学生の実

態」 「学校，教育制度の比較」 「若者の結婚観」であ

る。

前期の個別テーマに入る前に，最初の授業で「日本

についてのキーワード」 （注3）を取り上げた。学生

に自由に日本人学生・留学生混成グループを組ませ，

グループ毎にキーワードを分担して日本人学生が留学
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・留学生（外国人） と交流したかった（5）

・留学生との交流を通して異文化や日本について

学びたい（5）

・留学等のために留学生と交流して何かを得たい

（3）

・いろいろな地域，他国について関心があった（3）

・同じ学内にいても留学生との交流が全くなくて

物足りなかった（1）

・これまで外国の人と交流する機会がなかったか

ら (1)

．特に意気込みがあったわけではない（1）

わずか19名の意見であるので， これをもって全体の

意見とすることはできないが， これらの意見からも，

学内にいる留学生との交流を望んでいる日本人学生が

多いであろうことは容易に推測できる。その一方で，

最後の意見のように特に留学生に関心があるわけでは

ない学生の存在も少なくないと思われる。実際， 「私

は1年生の頃は留学生の友達はいなかった。自分から

作ろうとするわけでもなく，それほど関心もなかっ

た。 」と述べている学生もいる。

97年度前期は，テーマに沿って以上のように日本人

学生と留学生とが主に共同作業を通じて異文化理解を

体験していく授業を行った。評価は， 「大学生の実態」

についての授業時報告ならびにグループレポート， 「授

業を通しての異文化理解について」という題目の期末

レポート，平常点（授業時の積極性， 出席等)によっ

て行った。なお，評価の対象とはしなかったが，期末

レポートの提出の際には，あらかじめ用意しておいた

簡単な「自己評価票」 （授業へのかかわり方，異文化

理解の様子について） も提出させた。

3 レポート分析

96年度後期と97年度前期の日本人受講生40名のうち

38名が期末レポートを提出した。 2つの学期のレポー

トの題目は少し異なるが，いずれも授業を通して各学

生が何を考えたか，感じたか， どんなことがわかった

か， また異文化理解や留学生との交流をすることによ

って自分自身がどう変わったか，新しい発見はあった

か,などをまとめさせたものであるので， 38名全体の

意見を一括して分析していくことにした。

日本人学生の意見は，大きく次の8項目に分類する

ことができる。すなわち，

①受講の動機 ②授業の形式について ③留

学生との交流に対しての期待や不安など ④現

実の留学生 ⑤異文化と接触すること （異文化

理解）について ⑥日本理解について ⑦個

別テーマについて ⑧留学生との交流の楽しさ

・感動

である。そこでこの順番に従って，以下に学生の具体

的な意見を紹介しつつ，各項目について教育効果や問

題点を分析していく。なお⑦については，ある程度⑤

や⑥の中で触れることが可能であることと紙幅の関係

から，本稿では1項目としては触れないこととする。

(2)授業の形式について

比較文化論「異文化としての日本」の特徴として「混

成授業」 「少人数の参加型の授業」であるといえる。

混成授業であることについては本論の全体に関わるこ

とであるのでここでは触れず， 「少人数の参加型の授

業」形式であることについて意見をまとめてみたい。

レポート全体からわかることとして，大学入学まで

の授業において，積極的に意見を求められて進行して

いく授業の経験はないようである。そして大学入学後

も，ゼミ等が始まるまでの間，つまり1～2年生の間

は受身の講義がほとんどであるようである。そのよう

な状況の中で，少人数であるために容易である授業形

式として「参加型授業」がある。この形式は，受身の

授業に慣れている学生にとっては，次の項目で触れる

留学生との交流に対する不安とともに，不安，戸惑い

を抱いて始まったようである。例えば「この授業を受

けてまず感じたことは，高校までの授業とは全然違っ

たグループの話し合いで進められているということで

した。今まではこういうグループ研究ということをし

(1)受講の動機

受講の動機については， 96年度は後期レポートであ

ったことからこのことに触れた学生は少なく （5名） ，

97年度は前期であったために触れた学生が多かった

（14名） 。動機の多かった順にまとめると，以下のよ

うであるbなお， （ ）中は意見の人数である。
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たことがなかったのでかなりとまどってしまいまし

た。 」という意見からもそれが窺える。しかし，授業

が始まると「皆が参加出来るという雰囲気がありとて

もよかった。」 「毎回自分の意見をいわなければなら

ないのは大変だったが，それはそれで充実していたと

思う。」といった意見や「この授業の中で恐らく誰か

に話しかけずに終わってしまったことは一回もないと

思う。無口で話下手な自分としては，大変珍しい事実

である。 」といった意見のように，参加型授業が機能

し，学生にも受け入れられたと判断できる。また， 97

年度前期レポートでの自己評価においても， 「グルー

プディスカッションで積極的に意見が言えた」につい

ては26名中「よくできた」が6名「まあまあできた」

が15名， 「グループでの共同作業に参加し， 自分の役

割が果たせた」については26名中「よくできた」が9

名「まあまあできた」が13名と，いずれも80%以上の

学生が自身の授業での活動によい評価をしている。こ

れらのことから，授業の形式としてはひとまず成功し

ていると筆者自身は考えている。

しかしながら，授業の進め方については問題点もあ

った。前期の授業ではグループが固定していることが

多かったが， これについては「話しやすかった」とい

う意見が多かったが，その一方で「私達のグループに

は中心になって話を進める人がなかなかいなくて， う

まく進まないこともあったo」という意見や「他のグ

ループとのつき合いもほしかった」 （留学生の意見）

といった要望もよせられた。また，後期でもグループ

が固定化しがちだった学生からは「いつも同じような

メンバーでの意見交換になってしまい， もっとたくさ

んの人と自由に話ができなかった」という反省意見も

あった。これらを踏まえて，現在進行している97年度

後期授業では，部分的にメンバー交替をさせる， グル

ープ内の司会者を指名する，全く話をしたことのない

人とグループを組ませる，机なしでイスだけで話して

みる，などの方法で多様な話し合いの場の設定を図っ

ている。学生からの問題点の指摘は，少人数であるこ

とのメリットを最大限に活かす工夫や学生の積極性・

自主性をより促すための工夫が教師に求められている

ものと考えられる。

(3) 留学生との交流に対しての期待や不安など

日本人学生は，留学生にどんなイメージを持ち，授

業にどんな期待や不安を持って授業に臨んだのであろ

うか。

上の(1)で述べたように，留学生・外国人との交流を

望んでいる学生が多い。彼らは，授業が始まる前には

日本人にありがちなイメージとして「他の国の人々と

の交流は，米や欧の白人系外国人やアフリカなどの黒

人系外国人との交流というイメージを描いて」いたり，

留学生に対し「心のどこかで， 「私とちがう人」 「え

らくて， まじめな人」というようなイメージ」を抱い

ている。そして,実際に授業で留学生を前にして， 「ク

ラスへいざ入ってみると， どこもかしこもみな日本人

に見えて， どこに外国人がいるのか全くわからなかっ

た」という状況に出会い， まず初めに「日本人です

か？」や「国籍どこですか？」という問を経て，その

中に中国やマレーシアや韓国などからの留学生を認め

ていった。

授業に対しては，講義概要で「留学生と日本人学生

の共同作業，交流を積極的に」 （97年度概要）など意

欲ある学生の履修を望んだこともあろうが，留学生と

交流することに期待感と不安感を抱いていたようであ

る。期待感は上述の動機に具体的に現れている。不安

感は例えば， 「この講義を履修することになって，初

め，文化が異なる国の人（留学生） と共同作業，交流

が積極的にできるのか不安でした。しかも，言葉が通

じるのかと…。」 「この授業を通して，私は生まれて

初めて外国人と深い関わりを持った。初めは打ち解け

られるかどうか心配だった」などのように。文化背景

やものの考え方の違う人との交流に不安を感じること

は，異民族の少ない日本では当然のことであろう。こ

こで注目したいのは，留学生の日本語力に対する不安

を何人もの学生が初期の段階で抱いていたことをレポ

ートに記していることである。実際，大学院生や研究

生の留学生の中には日本語がほとんどわからなかった

り片言の日本語しか使えない留学生もいる。また留学

生自身， 日本語学校で学んだ日本語が本当に日本人に

きちんと通じるかという不安を抱いてもいる。しかし,

日本人学生といっしょに日本語での講義を受ける学部

留学生が一定レベル以上の日本語力なしに入学するこ
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して)自分のあまりにも怠けきった状態を再認識した。

（中略）自分の興味のある分野についてはとにかく勉

強しまくろう， と考えるように」なったという類の意

見に見ることができる。また，留学生の積極性，特に

自分の意見をはっきりと述べることを学んだという学

生も多かった（注4） 。例えば， 「グループでの発表

の後などに質問をしたり， 自分の意見を言ったりする

のはいつも留学生であったように思います。」や「ほ

とんどのグループで留学生が積極的に発言をしてい

た。 」のように留学生の積極性を指摘・評価する学生

が多い。そのことは日本人学生の消極性に対する反省，

例えば「留学生の人たちはとても積極的で，消極的な

日本人学生である私は少し恥ずかしくなってしまっ

た。」や「全体になると， どうしても意見を自分から

言えなかった。 」という意見と対照的である。しかし，

留学生に比べて消極的と思われがちな日本人学生も，

(2)で触れたようにかなり積極的に授業に参加したと自

己評価している。積極的な留学生に触発されたものと

考えられる。そして， 「もっと積極的に日本人学生や

留学生の人たちに話しかけて親しくなり， 自分の意見

をはっきりと言うことができていたら， この授業は私

にとってさらに良いものとなっていただろう。」とい

う反省に結び付けた学生もおり，今後の学生の行動に

期待したい。

とは考えにくい。 日本人が諸外国に留学することを考

えれば， 日本の大学で学ぶ学部留学生と日本語で話し

合えるであろうことは容易に推測できることである。

にも関わらず， 「言葉が通じるのか」という疑問を抱

く日本人学生が少なくないのは， “外国人＝日本語が

通じない人”という固定観念，認識不足が根強いこと

を意味していると思われる。ここに，留学生との交流

に踏み切る前の障害がある。この障害は，授業の中で

は「言葉が通じるのか…。けれどもそんな不安は，全

くなく，留学生は日本語がとても上手」であり， 「日

本語力が想像以上にあり」 ，交流の上での日本語の問

題はすぐにないことに気付くことになる。そして,授

業の回数が重なっていく中で，次に述べる現実の留学

生の姿を知り，同世代の若者同士の自然なつき合いに

発展していく。

(4)現実の留学生

日本人学生にとって，現実の留学生を知ったことで，

まず留学生に対するイメージ，固定観念に変化が起き

ている。すなわち， 「話してみると日本の学生と同じ

ようなことに興味をもっていることがわかり，彼らも

普通の学生」であることに気付き， 「授業の後半には，

自分の中で，留学生が“文化の異なる地域・国の人”

という意識がなくなっていた。たとえ文化や国籍は異

なっても，同じようなことを考えていたりするものだ

と思う」というように学生の中での留学生像の変化が

起きている。この変化は，学生の異文化理解のために

も， また留学生を大学の国際化のために積極的に活か

していくためにも重要である。

授業や交流を重ねる中で，留学生の姿勢や人間性に

学んだり， また自分自身を振り返って考えたりする学

生が多く出てきた。留学生から学んだこととしては，

まず勉学に対する熱心な態度や向上心である。そこか

ら， 自分自身の大学生活について積極的な意義を再認

識する行為へと結び付く。それは， 「外国人留学生に

見習うべき点もたくさんあった｡熱心に勉強するとい

うこと， 自分が今どうして大学で学んでいるのかがは

っきりしていること，将来の目標……。彼らと過ごし

たことによって，私は見失いかけた自分の目標をもう

いちどみつけることができた。」や『 （留学生と比較

(5) 異文化との接触，異文化理解について

異なる文化背景を持った留学生と日本人学生が話し

合ったり協力しあったりする行為自体，異文化との接

触と言えるが， この行為を通して学生はどのような意

見，考えを持つようになったのだろうか。

具体的な意見の前に， 97年度の受講生26名の自己評

価を見ておきたい。自己評価票の「異文化理解の様子」

では，異文化や日本文化についての関心度などを5段

階評価でたずねたが，それをまとめると表1のようで

ある。

表から，授業で留学生と交流したことによって， ほ

とんどの学生が諸外国への関心力塙まり，ある程度外

国人の考え方がわかるようになったと感じている。そ

して，外国人との交流は楽しいものだと感じ,今後も

つき合いたいと考えていることがわかる。
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＜表1＞

さて， レポートから具体的な意見，考えを見てみよ

う。異文化ということに限定して意見を大別すると，

次の3つにまとめられる。 （ ）中は，意見の数であ

る。

・異文化に触れ，いろいろな違いを知った（18）

・異文化をもっと知りたい，新たな関心が出てき

た（17）

・異文化に触れることの楽しさ，驚き （10）

まず， 「異文化を知った」という意見であるが， こ

れには「茨大の学内には多くの留学生がいる。見た目

では区別がつかない。けれどこの授業で話してみると

日本とは違う習慣が多く，いろいろ知識を得た。 」や

「同じアジア地域で異なる点や考え方の違いなどを知

ることが出来ました。 」といった全般的な意見が多か

った。個別テーマについては， 97年度に取り上げた

「さくらと日本人」について印象的な意見がいくつか

見られた。例えば， 「母国が違うというだけで，同じ

ものを見ても全く違った感じ方をすることもわかった。

同じ桜についてでも，思い浮かべて感じることは様々

で， 中でも一番印象に残ったのが，韓国人留学生の人

は桜を見てもあまりいい気はしないといっていた」こ

とを知り， 「韓国人の人々は日本や日本人の現在につ

いてどのように感じているのかを知りたいと思った。」

という関心の広がりに発展した意見があった。また，

「日本人のさくらのイメージは多少の差はあってもほ

とんど似たようなものです。ところが気候の差や新し

い年度の差によって他の国では他のイメージがあると

いうのです。このようなことは今までには考えたこと

もなかったことなので，改めて自分の視野の狭さに気

付かされ」たという学生のように，異なるものの見方

に触れて柔軟なものの見方の必要性を感じた意見があ

った。 日本人にとって特別な花である「さくら」を留

学生とともに考えることで，固定観念・先入観を捨て

てみることが可能になると言えよう。

異文化を知ることは，それがおもしることであると

感じられれば，当然「もっと知りたい」という新たな

関心につながる。 「留学生の母国の事とか，考え方と

か，習慣の事とかを聞いて，あらためて「世界は広い

んだ。知らない事がいっぱいだ。 」と，バカみたいに

実感しました。そして， もっと他国の文化を知りたい

と思いました。 」といった素直な関心や， 「自分が抱

いている他国の様々なイメージが，その国の人々には，

どのように受けとられるのかを知りたいとも思うよう

になった。 」といった踏み込んだ関心につながってい

くのである。意見の中で特に目だったこととして，留

学生の母国であるアジアへの関心が高まった学生が多

いことが挙げられる。例えば， 「英語圏に興味をもっ

てはいたのだが，新たにアジア圏への関心が強まっ

た。」 「この授業をとるまで， あまりアジアの国に興

味はなかったのだけど， 「へえ－そうなんだ－。 」と

彼らの話を聞いていると，だんだん興味が沸いてき

た。 」や「とくに中国，韓国については，かなりの親

しみを持って見るようになった気がする。」という意

見である。また, 「私が発見したものの中で本当に驚

き，一番考えさせられたというかショックだったのは，

クラスの韓国人留学生との会話にあった。韓国では法

律で日本のテレビも， ラジオも日本の音楽も禁止され

ているそうで， 日本人が韓国の人々にしてきたことは
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(6)日本理解について

上の(5)同様， 97年度の自己評価票の結果から見てみ

よう （下，表2） 。

表2から，異文化理解，異文化への関心に比べて，

日本理解や日本への関心は低いことがわかる。留学生

との交流を望んで受講した学生が多いことや，外の世

界への関心の高まる大学生という年代であることを考

えれば， この結果は当然のことであろう。

しかし， 1あるいは2の評価をした学生が多いこと

と具体的な意見から， 日本文化についての理解や再認

識にもこの授業が有効であることがわかる。 日本につ

いての意見は31にものぼるが，その多くは「日本につ

いて改めて知った」や「日本のことについて知らなか

った」ことに気づいて， 「日本についてもっと知りた

い」という意見である。例えば， 「今まで知らなかっ

た外国の習慣や文化について聞き，そこからあらため

て日本の文化を見直すこともできた」 「留学生のおか

げで19年目にして改めて日本とはどんな所なのか，少

しだけ客観的に見れた様な気がしました。 」や「外国

のことを知るというより日本のことを知ったと思う。」

「外から見た日本ということについて，知った」とい

う意見である。また，留学生の日本についての知識に

比べて「日本人でありながら， 日本のことをよく知ら

ず」にいたことや「自分で思っているほど自分は日本

についてよく知らなかった」ことに気づき， 「日本人

として少し恥ずかしかった」という思いから「日本に

ついてもっともっと深く知りたいと思うように」なっ

たという意見が多い。そしてさらに， 「留学生が沢山

いることで，いろいろと違った視点で物を見ることが

できてよかった。 （中略） 日本で生まれ育ったことが，

いかに私の価値観に影響しているかということを改め

ずっと伝えられているらしい。 （中略） 日本人は， ま

だ罪を償っていないんだなとつくづく感じた。そんな

ことを私はたくさん知りたいと思った。 」や「戦後保

償問題などで， なんとなくアジアの人達に負い目があ

るような気がしていた。 （中略）触れてはならない話

題があるような気がして，気をつかって接しなければ

ならない気がしていた。しかし， この比較文化論Iを

受講してみて，気にしすぎる方がおかしいことに気づ

いた。歴史的な知識というバックグラウンドを持って

交流するべきだとは思うけれども，それらに対して私

達は素直に意見を交わすこともできるのではないのか

な， と思う。大げさだけれど。」といった日本の戦争

責任問題に関わる意見もいくつかあった。茨城大学の

留学生は圧倒的にアジア出身者が多い（この事実は茨

城大学に限ったことではないが） 。授業で留学生と交

流することにより，若者らしい素直さでアジア諸外国

への関心が高まり， アジアからの留学生に好意が持て

るようになっていく学生が多くなれば，学生自身の人

間観にプラスであるばかりでなく,大学の留学生受け

入れ体制のソフト面にもプラスであると言えよう。

「異文化に触れることの楽しさ，驚き」は，表1の

「違う国・地域の人とつき合うのは， おもしろい」と

強く感じた学生が非常に多かったことにも見ることが

できるし，上述の学生の意見の中にも，異文化を知る

楽しさや驚きが現れている。その他に， 「比較文化を

勉強することは楽しいし， こんなところが違うんだ，

というような発見をするとワクワクしてしまった。 」

「他の国のことを知るのはとても楽しい。 日本しか知

らない私は， 日本との違いを見つけるたびに新鮮だっ

た」のように，知的好奇心が満たされるおもしろさを

述べた意見も多かった。

＜表2＞
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て認識させてくれる大きなキッカケになった。 」とい

う意見のように， 自分の文化背景に目を向けることに

留学生との交流が役立ち得ることがわかる。

への関心がある」日本人学生の姿が見える(第一段階)。

なお，大学内の留学生が主にアジア（東アジア，東南

アジア）出身であることが，留学生の存在を日本人学

生の中に埋没させてしまい， 日本人学生をより消極的

にしている面があると思われる。

そこで，混成クラスがきっかけとなり，実際に留学

生に接し，現実の留学生の姿を知ることにより， 日本

人学生に変化が起きてくる。つまり， 「留学生（外国

人） との交流に不安を抱く必要はない」ことや「実際

に交流してみると楽しいものだ」ということを知り，

日本人学生に積極的な行動を促していくのである（第

二段階） 。また，話し合いを積み重ねるという方法で，

留学生と自分自身を文化や行動などで比較し対照させ

ていくくりかえしを行うことにより，異文化への理解

・関心が高まるとともに， 自分自身や日本文化につい

て振り返ったり，考えたりする行為へと発展するので

ある（第三段階） 。

このように混成授業は， 日本人学生に異文化理解や

日本理解・再認識の糸口を提供し，あわせて留学生と

の交流の楽しさや関心の広がりを学生がつかんでいく

場となっていると言えよう。

(7) 留学生との交流の楽しさ・感動

異文化理解や国際交流において，それが根付いて広

がっていくために欠かせないこととしては， まず第一

に外国人との交流が楽しく自分に感動を与えてくれる

ものであることを知ることであろう。半期あるいは1

年間の授業を経て， 日本人学生は留学生と交流するこ

とに，上で触れたようにさまざまな楽しさを感じたり

驚きなどの感動を得ている。そのことがよく現れてい

るのが，表1の結果である。すなわち，全ての学生が

「違う国・地域の人とつき合うのはおもしろい」と感

じていること，そしてほとんどの学生が「これからも

違う国・地域の人とつき合いたい」と感じでいること

である。上で触れなかったこととしては，留学生との

交流がこの授業だけに留まっていないことがある。例

えば多くの学生がレポートに書いているのだが， 「留

学生の人達は， この授業以外に，道で会ったり，他の

授業で会ったときに，気軽にはなしかけてくれるので，

とてもうれしい。」といった意見である。また，留学

生が多く住んでいる国際交流会館を訪ねたり，いっし

ょに料理を作ったり，学園祭などで協力したり， とい

った行動に発展した例もある。このような意見や交流

の発展例から， この授業が留学生との交流，国際交流

の第一歩として大いに役立っていると言える。

5 まとめ

以上，筆者の担当する日本人学生・留学生混成クラ

ス「異文化としての日本」について， 日本人学生のレ

ポート等の意見から，その教育効果・問題点を述べて

きた。問題点については，上でも指摘したように， ほ

とんどが授業運営に関わる教師への課題と日本人の固

定観念・行動様式に関わる一般的な問題であるので，

改めてここでは述べないこととする。ここでは， この

ような混成授業が広く行われていくことを期待する意

味でも， まとめとして日本人学生に対する教育効果を

整理しておきたい。

・日本人学生と留学生とを，大学教育の中で結び

付ける場になっている。

・少人数のクラスであるために，消極的になりが

ちな日本人学生も容易に授業に参加でき，積極性

が促され，学生の意欲を伸ばすことができる。

・授業に積極的に参加できることは，学生の達成

4 日本人学生の異文化理解・日本理解のプロセス

前節で，学生のレポートを意見の内容別に見てきた

が， ここではその全体を「日本人学生の異文化理解・

日本理解のプロセス」としてまとめておきたい。

まず，授業開始前に日本人学生の中に相反する二つ

の側面があることが指摘でき.る。つまり，留学生との

交流への消極的側面と積極的側面である。消極的側面

としては「留学生に気づかない／留学生と交流を持と

うとしない／留学生に無関心な／留学生と話すことに

不安を持っている」日本人学生の姿が見える。一方，

積極的側面としては「留学生と交流してみたい／外国
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感に結び付く。

.この授業形式は，高校の授業から自主的に学ぶ

べき大学の授業への転換教育の役割を担い得る。

・学生自身の大学生活について積極的な意義を再

認識し得る。

・留学生や外国人，外国に対するネガティブな固

定観念を壊すことができる。

・諸外国， とくにアジアへの関心を高めることが

できる。

・学生自身の背景となっている日本・日本文化に

対する知識の少なさを認識でき，関心をもって見

ることができる。

・留学生との交流の楽しさを知ることができ，そ

の後の国際交流の発展力湖待できる。

ある。また細川英雄（1993）によれば，全国の国

公立大学で1990.91年度に実施された日本事情教

育で，学部の日本人学生が単位を取得できた講義

数は90年度11コマ（調査回答した大学で実施され

た57コマ中） ， 91年度8コマ（同76コマ中）であ

る。しかも， 1コマ当たりの日本人学生の受講者

はほとんどが10名以下で2～3名というクラスが

最も多く， 日本人学生と外国人留学生による混成

クラスを成していると判断し難いものである。

(注2） もう一つのクラス「比較文化論I･n (授業

題目：異文化と日本の出会いI ．Ⅱ） 」は本学人

文学部の金本節子助教授が担当しており，その報

告は金本（1997）で述べられている。

(注3） 「日本についてのキーワード」を導入に使う

という方法は， （注2）の金本氏のクラスで1996

年度前期に行った方法であり，異文化理解の導入

に効果があると考えられたので，筆者のクラスで

も取り入れた。キーワードは，関正昭（1992）の

「日本文化を知るキーワード」で示されている60

語を基にして，年中行事と地名を除いて新たに「富

士山，相撲，義理・人情， コンビニ」の4語を加

えた52のキーワードを用いた。また，参考として

「日本の社会を知るためのキーワード」を配布し

た。これは日本文化理解の発展として，かつ授業

で取り上げるテーマに関わりのあるものを中心に，

日本社会の特徴的なものと考えられるものを筆者

がまとめたもので，使い方は学生の関心によって

自由にさせた。キーワードは「学歴社会／偏差値

／受験戦争／教育ママ／高齢化社会／低出生率（小

子化）／長寿番付／寝たきり （老人）／年金／医

療保険／高度成長／終身雇用／年功序列／東京一

極集中／出稼ぎ／公害／中流意識／画一的日本人

／安定志向／物質的豊かさ／心の豊かさ／働き蜂

（エコノミック アニマル）／過労死／窓際族／

リストラ／伝統的性役割／結婚と姓／「家」意識

／結婚披露宴」の29語である。

(注4）多くの日本人学生から積極的であると評価さ

れた留学生は，少人数という環境であり， 日本語

の勉強にもなるとの考えから，実際かなり積極的

に行動できたと自己評価している留学生が多い。

混成クラスを始めるに当たって，筆者は留学生を大

学教育の中に有機的に組み込んでいくのに， この授業

は有効であろうとの考えを強く抱いていた。実際，留

学生にとって混成クラスにはさまざまなメリットがあ

る（このことについては稿を改めて述べたい） 。しか

し，国際化が叫ばれながらも，茨城大学に200名近くい

る留学生に対し自分とは無関係な存在として目を向け

ようともしない日本人学生が多く，せっかくの留学生

が大学の中で活かされていない現状がある。そのよう

な状況の中で， この混成クラスは，留学生よりも日本

人学生に対してより大きな効果の期待できる授業なの

ではないかと思うようになった。 日本人学生のレポー

トに現れた意見9考えが，そのことを物語っているだ

ろう。 もちろん，成績評価の対象となっているレポー

トであることも考盧しなくてはならないだろうが。し

かし，授業の概要で述べたように， この授業で学生に

何度も課した調査・報告･レポート等の課題は決して

軽いものではなかったが，学生はそれによく応えてい

た。そのことに意を強くして，授業運営における問題

点を自身の課題として， この混成クラスを発展させて

いきたい。

《注》

(注1）この種のクラスの実践報告としては，門倉正

美(1996)，金本節子（1997） （注2参照）などが
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その一方で， 日本語力への不安もあり 「もっと積

極的にグループの話し合いに参加したかったがあ

まりできず後悔」したり， 「反省といえば，何よ

りももう少し積極的に話し合いに参加しなかった

ことだ」と考える学生も少なくなかった。しかし，

筆者の観察では， これら積極性について反省して

いる留学生は，実はかなり積極的な学生であった。
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大学への導入教育と「主題別ゼミナール」
FreshmanSeminaraslntroductiontoUniversityEducation

木村 競，関 友作

曽我日出夫，松井宗彦（教育学部）
KisoKIMURA,YusakuSEKI,HideoSOGAandMunehikoMATSUI

FacultyofEducation

・美術文化コース

・スポーツ文化コース

・心理相談コース

これは一見脈絡のない4コースの集まりのようである

が，実はこれらは， 「現代社会を概観する科目」 ，

「知識・技能の伝達等に関する科目」などの課程共通

科目でつながっており，各コース固有の専門科目と結

合させることにより，全体として社会におけるマネジ

メントを担う人材を養成しているのである。

さまざまな専門領域が細分化・高度化していく現代

社会にあって，特定の専門的能力を持つと同時に，社

会全体を見通し，専門的知識・技能を，一般市民に理

解できるような形で伝達，普及していくような能力を

持つ人材は，今後ますます必要とされるであろう。この

ような事情を配盧して，総合教育課程の「主題別ゼミナ

ール」はあえてコース毎に分割しないで，共通的に興味

が持てるような社会的な話題を取り上げるようにした。

本稿の構成は以下の通りである。

はじめに

茨城大学では平成8年度より （先行的には6年度よ

り） ，従来の区分制の教育課程から， 4年一貫の教育

課程へと，全学的に大幅な改編を行った。その際，教

養科目も，枠組，内容とも抜本的な検討が加えられ，

全く新しい種類の科目が置かれた。 「主題別ゼミナー

ル」はその新設された科目の一つであり，全学生必修

の科目となっている。その目的は， 「学問への動機づ

けや問題意識を与え， 自主性，企画能力，表現能力な

どを養成する」ことにある（平成9年度・教養科目履

修案内より） 。しかしながら，その具体的な設定は各

学部の裁量に任されており，実質的内容は各学部によ

りさまざまである。

教育学部においては， この「主題別ゼミナール」を，

・大学への導入教育を目的とし, 1年次前期に置く

・学生への指導支援活動と連携させる

という位置付けで行っている。なお，教育学部の場合

は， 「主題別ゼミナール」の開設が全学に先がけて平

成6年度からであることを付け加えておきたい。

このような背景をもとに，著者は，平成8 ． 9年度

に，教育学部・総合教育課程の主題別ゼミナールを担

当した（平成8年度は木村，松井，平成9年度は関，

曽我） 。本稿はその授業実践報告である。これにより，

大学新入生に対する導入教育のあり方を考えるための

一助となれば幸いである（ ［表1]を参照） 。

総合教育課程は， 「新課程」と呼ばれている非教員

養成課程のひとつであり，平成8年4月に教育学部に

新設された。そのなかには，つぎの4つのコースが含

まれている。

・環境教育コース

I.平成8年度主題別ゼミナールの報告(木村，松井）

1．授業のプログラム

2．授業の概要

3．授業の点検

Ⅱ、平成9年度主題別ゼミナールの報告（関， 曽我）

1．授業のプログラム

2．授業の概要

3．学生の反応

Ⅲ．授業の評価と反省
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I.平成8年度主題別ゼミナールの報告（木村，松井） を対象に，それぞれ環境教育コース(担当：大嶋和雄)，

美術文化コース（担当：森田義之） ， スポーツ文化コ

ース（担当：巽申直） ，心理相談コース（担当：佃直

毅）の内容について授業を行う。

(4) 第11週～第13週（担当：大嶋和雄，森田義之，巽

申直，佃直毅）は，各コースごとに分かれ，各コース

担当教官の指導のもとでさらに学習を進める。

(5) 第14週～第15週（担当：総合教育課程に関わる全

教官）は個人指導及びレポート作成の手引きを行う。

なお『総合的見方と個別的見方」の授業計画は以下

のとおりであった。

(1) 第1週「総合教育課程のねらいについて（総合教

育教享主任) 」 「総合教育課程の教官全員による講話」

(2) 第2週「演習：人間は情報を編集する(1)． 」

(3) 第3週「演習：人間は情報を編集する(2)． 」

(4) 第4週「講義：研究とは何か」

(5) 第5週「講義：認識の技法一現実への様々なアプ

ローチ」

(6) 第6週「演習：大学における情報収集」

(7) 第7～10週「各コース担当教官がそれぞれのテー

マで講義」例：大嶋和雄教官「成長の限界から限

界を越えて」

(8) 第11～13週「各コース担当教官がコースごとに分

かれて講義」例：大嶋和雄1． 「生命の進化と環

境の変化」 2． 「人類の進化と第四紀環境変化」

3． 「人類活動の発展と地球環境問題」

(9)第14～15週「個人指導及びレポート作成の手引き」

1．授業のプログラム

平成8年度に開講した『総合的見方と個別的見方」

の授業目的は，次の3点に要約される。

1．総合教育課程での学習がいかなるものであるか

理解を深める。

2．物事についての総合的見方と個別的見方の関係，

その双方の必要性を理解する。

3． これらの理解を通じて，大学生としての自主的

な学習の助走を行う。

総合教育課程は次のような教育目標を掲げている。

「私たちの社会では近年著しい変化が見られ，解決

すべきさまざまな課題や新しい活動の分野が生まれて

います。しかしそれらの多くは専門的すぎて一般の市

民には理解しにくかったり，取り組みにくかったりす

ることが少なくありません。そのため，いろいろな分

野で「専門家と市民をつなぐ働き」をする人材が必要

になっています。総合教育課程では， このような人材

の養成を目指して，現代社会が内包する本質や問題を

理解し，知識や技能の伝達・普及に関する理論や技術

を学ぶための課程共通の教育を行い， さらに次の各コ

ースごとに固有の専門教育を行います（ 『茨城大学案

内』平成9年7月， 13頁より） 。

主題別ゼミナール『総合的見方と個別的見方』の授

業目的は，総合教育課程の教育目標を具体化するのに

貢献するものとして期待される◎以下は， 15週にわた

って展開された授業プログラムの概要である。

(1) 第1週は総合教育課程に関わる全教官が参加する。

第2週以降は大きく三つの部分に分かれ， 「総合教育

課程全体に共通するテーマと話題を提供するプログラ

ム」 「総合教育課程の各コースのテーマを紹介すると

ともにアプローチの仕方を手ほどきするプログラム」

「各コース独自のテーマと話題で演習を行うプログラ

ム」の入門編から構成される。

(2) 第2週～第6週（担当：松井宗彦，木村競）は総

合教育課程（1年次生）全体を対象として共通の課題

を設定し，下記の授業計画に示す内容で行う。

(3) 第7週～第10週は総合教育課程(1年次生）全体

2．授業の概要

［第2週］演習：人間は情報を編集する(1)

＜1996．4．25．＞

視覚教材として「写真のコピー」及びメモ用紙を配

布する。学生が作業したメモ等は回収しないで， 「評

価されない学習」の存在を印象づける。

課題提示1 ： 「写真Aに説明を付けて下さい」

（所要時間20分）

10分間で説明を付けさせる。数人に読み上げさせる。

最後まで「たねあかし」はしない。

． 「写真（視覚情報）」は同じなのに取り出して来る
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になるものを用意するように指示する。ものは異なることを指摘

・見ることは「見て取る」という能動的作業であるこ

とを指摘して，次の課題へ進む。

課題提示2 ： 「写真BCから物語を作って下さい」

（所要時間20分）

10分間で物語を書かせ，数人に読み上げさせる。

． 「写真（視覚情報） 」は同じなのに取り出して来る

ものは異なること，そこから推測，想像するものが異

なることを指摘。

.取り出し，推測，想像， さらに物語の作り方の違い

は，そのような作業する「主体」のあり方一知識

考え方の違いによることを指摘。

．これまでは「材料」は与えられていたが， 「材料」

を手に入れるところにも能動性を働かせられることを

指摘して，次の課題へ進む。

課題提示3 ： 「インタビューをしてみよう」

（所要時間40分）

・情報編集ということの他に， この作業を通じて学生

同士がなじみ，親しみ合うことも目指す。

3人組を作り, Aに対してB→Cという順番で5分

ずつインタビューを行う。同様, Bに対してC→Aが

5分ずつインタビューを行い, Cに対してA→Bが5

分ずつインタビューを行う。

・二人目のインタビュアーは，一人目とは違ったこと

を聞き出すように工夫する。インタビュアーは自分と

もう一人が聞き出したことをメモしておく。

・インタビューの仕方＝情報の取り出し方の違いで，

同じ人間の違った側面が見い出されることを指摘（す

なわち一つの創造的作業が新しい意味の発見につなが

る） 。

・自分についてのインタビューのメモ（これも編集）

をみせてもらい， 自分が言いたかったことと同じかど

うか確認させ，情報編集の「こわさ」も実感させる。

宿題： 「自分の一日の生活を記述してみよう」

（任意に時間を設定）

. 「区切る」 「縮める」 「纏める」といった編集の基

本作業を理解する。様々な視点で／様々な長さで（大

まかさで）／（通常の）何をしているか／どんな姿勢

をとったか／誰と会っているか（一人か）／できれば

他者と交換してみる／次時に目隠しになるもの，耳栓

［第3週］演習：人間は情報を編集する(2)

＜1996.5.9.＞

課題： 「人間は動きの中で考える」という行動特性を

持つ生き物であるが， 自ら「体験学習」を通して「動

きの中で考える」ことを理解するoまた五感を高度に

刺激する「体験学習」によって感性を磨きながら，獲

得した情報を自ら編集して「知識」にまで高めていく

技法を体得する。

教材：参考書として，佐伯胖.佐々木正人編『アクテ

ィブ．マインドー人間は動きのなかで考える－』 （東

京大学出版会）を指定して導入する。当日は「歩行コ

ースを示した学内地図」および「記入用紙」を配布す

る。受講生たちは「耳栓」 「目隠し用のタオル」 「時

計」を準備しておく。

方法：教室外に出て，指定した一定のコースを，周回

ごとに条件を変えて歩く。教育学部B棟玄関を出発し，

玄関に帰着する。一周は約5分。学生たちには前もっ

て，歩行コースを示した学内の略図，及び記録用紙を

渡しておく。一周するたびにB棟前で計時し，記録す

る（ ［表2］を参照） 。

各周ごとに時間を測定する／自分の状態が変わると

（一定の経験を積むと） ，体の運動の「リズム」が変

わることを確認させる／各周ごとに感じ取ったものを

記録させる／自分の状態が変わると （一定の経験を積

むと） ，世界の受け止め方が異なることを確認させる

／「身体レベル」での情報編集ということを実感させ

る（当日，記録した「用紙」はレポートと一緒に7月

19日までに提出する） 。

［第4週l 「研究」とは何か

く1996.5.16.＞

教材として新聞投書をまとめたレジュメ・プリント

を配布／研究とは何かについての説明／「総合的見方

と個別的見方」についての説明を行う （内容は以下の

通り） 。

・総合教育課程として身につけてほしい（分かってほ

しい）のは， ものごとの「総合的見方」と「個別的見

方」両者の関係，双方の必要性である。両者は豊かな
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研究をするためにどうしても，共に必要だが，実際に

研究作業をしていく中でのみ，双方の以下のような関

係が分かる。すなわち「総合的見方」は「一般的見方」

ではない。 「総合的見方」と「個別的見方」は互いに

相補的であり，互いに互いを活かし合う。

．以上の二点を前時，前々時の「情報編集」作業や新

聞投書プリントを例にして説明する。

1． まず一通り読ませる。

2．各々が「個別的見方」であることを確認しつつ，

順番に引きずりだされてくる関係を説明する（各々の

「一般性」の程度にもふれる） 。

3．全体を知る我々は「総合的見方」をしていること

を指摘

4． しかし「個別的見方」に込められた思いが貴重で

あること，その「貴重さ」は「総合的見方」をとるこ

とで確認できることを指摘。

参考書：小林康夫・船曳健夫編『知の技法」 （東京大

学出版会）

する（記入用紙を配布） 。この課題を解決するために，

［表3］の要領により情報収集を実践する。

指導：大学内での情報収集が可能であり， まとめの段

階では，文献による考証も必要であることを説明する。

茨城大学の教官，事務官からの聞き取り， 「体を使っ

た」調査のいずれもが，ある程度必要である。したが

って,図書館の効率の良い利用法，教職員への質問の

仕方等についてもアドバイスする。アポイントメント

の仕方も手ほどきする。

提出： 7月19日㈹までに前半の担当教官に提出する。

その際「アンケート用紙」にも記入して提出する。水

戸キャンパスの構成を説明する手掛かりとするために，

資料として『茨城大学配置図』を配布する。

3．授業の点検

『水戸キャンパスの空間利用調査』 という課題がこ

の体験学習のまとめに手頃であったこと，取り組み易

い興味をひくテーマであったことなどにより，充分に

時間をかけ，熱心に取り組んだ成果がレポートとして

提出された。レポートのいずれもが実地調査を踏まえ

た上で， より効果的な空間利用法についての提案やキ

ャンパスにおける樹木の種類，彫像の置き方， くつろ

ぎスポットや昼食に適した涼しい場所の発見など， 1

年次生らしい新鮮な視点での着目や発見が集約されて

いる。

キャンパスに花がないという指摘，花を増やす学生

ボランティアの提案やベンチ，ごみ箱配置，それに自

転車置き場と溢れ出した自転車の数調査など， ビジュ

アルな面，機能的な面についての提案も具体性をもっ

ていて好感がもてる。

茨城大学キャンパス整備委員会や茨城大学交通専門

委員会がこれらの提案を参考に， キャンパス再開発の

プランを構想するなら，大いに意義のあることであろ

う。

「主題別ゼミナール」は，その教育目的にも明示さ

れているように，学生たちの学習行動に主体性・自主

性をもたせ，学生自らが創意工夫して授業を作ってい

くところに特徴がある。学生一人ひとりが問題を発見

し，その問題の正体に迫ってい<｡その結果として問

題への対応策が考案され，問題解決への筋道がわかつ

［第5週］講義：認識の方法一現実への様々なアプローチ

＜1996．5．23．＞

課題：テキスト 『知の技法』第2部の「認識の技術一

アクチュアリテイと多様なアプローチ」を用いて，現

実への知的なアプローチには様々なものがあり，それ

ぞれに応じて明らかになる事柄・意味・アクチュアリ

ティが異なることを理解させる。

第2週，第4週の「学問編」 ，第3週の「実例編」

として設定する。

教材：参考書，小林康夫・船曳健夫編『知の技法』 （東

京大学出版会）

『知の技法』第2部の中から， 「現場のダイナミク

ス／フィールドワーク－ここから世界を読み始める」

「複数の視点／比較一日本人は猿に見えるか」の二編

をピクアップして説明する（テキストを輪読しながら

一部，演習形式で進行させる） 。

［第6週］演習：大学における情報収集

く1996．5．30．＞

課題： 『水戸キャンバスの空間利用に関する調査」を

行い，主題別ゼミの前半＝共通部分の課題として提出
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てくる。 「主題別ゼミナール」はこのような「問題発

見＝問題解決型」の授業でありたい。

目の前に出された料理を食べるだけでなく， この料

理はどのようにして作られたか，素材は何であったか，

味つけにどのような工夫がなされていたか， もっと美

味しくするためにはどのような工夫が必要か， を考え

るところに意義がある。

［表4］に平成8年度・総合教育課程「主題別ゼミ

ナール」のレポート題名及びその内容の要旨を掲載し

た。

前述の目的に沿って，つぎのような展開で，具体的

に授業を進めることとした。

(1) まず，学生たちが，高校までの学習により常識的

に知っている，ある具体的事例を取りあげ紹介する。

ただし，その事例は，学校で習うステレオタイプ的

事実とは反する一面をもつケースである。

(2) この事例にもとづき，高校までの学習が，多くの

場合，表面的であったことを悟らせる。そして， 自

分で資料を収集・分析したうえで， 自分自身の考えや

意見をもつことの重要性を自覚させる。

(3) 以上をふまえ，何らかのテーマについて， 自分で

情報を収集・分析し，その結果を報告するというこ

とを，実際に行わせる。

Ⅱ．平成9年度主題別ゼミナールの報告（関，曽我）

1 ．授業のプログラム

このような展開を考えたねらいは，つぎの点にあっ

た。

・ものごとの表面的な理解で済ませようとする態度

が，望ましい大学での勉学をさまたげていると思

えること

・自分で入手した情報をもとに， 自ら考え判断する

という主体的な活動が， たいへんではあるがたの

しいことを，実際に体験していないのではないか

と思えること

1 ． 1 授業の目的

平成9年度の教育学部・総合教育課程の主題別ゼミ

ナールでは，具体的につぎのような目的を設定した。

【目的】

高校までのような受動的な学習とはちがい，大学で

は，みずから問題を見つけ，それを解決していくとい

う姿勢が必要である。このことを，具体的な事例によ

って理解させる。

それをふまえ， ある問題について， 自分でたてたプ

ランにもとづき，情報を収集し分析していくという過

程を，実践により体得させる。

また， レポートをまとめ，その内容を発表する体験

をもたせることにより，大学での学習にとって必要な

基本的技能を身につけさせる。

上記(1)でいう具体的な事例として， 「井伊直弼と安

政の大獄」という題材を選んだ。この事例を選んだの

は，つぎのような理由からである。

・この内容は， 中学・高校の日本史で，必ず学習す

る事項である。大抵の教科書では，重要事項とし

てキーワード（ゴシック体で記述）になっている。

したがって，学生たちは皆，ある程度の知識をも

っていると考えられる。

・しかし，教科書等の記述では，井伊直弼が安政の

大獄を行って，反対派を厳しく弾圧した結果，桜

田門外の変で暗殺された， という一面的な記述に

なっている。しかし実際は，井伊は， 日本をとり

まく情勢を的確に認識したうえで，国が生き延び

るために最善と考えた政策（たとえば， 日米修好

通商条約の締結）を実行したのであり，それはた

だの独断的行動ではなかった。

また，総合教育課程の複合性を考慮して，主題別ゼ

ミナールは，前半と後半のふたつに区分して実施した。

前半では，課程の全学生を対象に共通内容で行い，後

半では， 4コースごとに分かれて，それぞれの専門に

関連する内容で行う， という形式である。本報告では，

上記の目的のもとに，全学生を対象として実施した前

半部分の内容について報告する。

1 ． 2授業の展開
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・井伊直弼と対立した徳川斉昭は水戸藩主であり，

また，桜田門外の変で井伊を暗殺したのも水戸藩

の浪士であった。したがって，本学の所在地であ

る水戸に深く関連したテーマであることから，学

生の関心を引くと考えた。

．このテーマに関する格好のテレビ番組があり，そ

れを活用できるということがあった。 NHKで，

このテーマを取り上げた番組があり，それを利用

することで，わかりやすく視覚的に学生に説明す

ることができ，非常に効果的であると考えた(NHK

「堂々日本史」 『井伊大老古都で大弾圧を決行す－

安政の大獄への苦悩」 1996年9月放送） 。この番組の

なかでは，教科書の記述だけからは見えてこない歴史

の背景が，興味深く紹介されている。

（教科書的なステレオタイプとは反する面を紹介す

る内容）

･課題：このテーマについて， ビデオ視聴をふまえた

まとめを，各自で作成する

【4回】 （井伊と安政の大獄をめく、って③）

･小テスト （ビデオ視聴後の理解の変化を調べる）

･本テーマについてディスカッションを行い，グルー

プごとに再度まとめなおす

･井伊直弼に対するイメージについてのアンケート

（2回目）

･宿題：自分の意見・感想をレポートにまとめる

【5回】 （勉強のあり方について）

･高校までの「勉強」への反省および本来のあり方に

ついてディスカッションし， まとめる

． 「勉強」の姿勢や方法について概観的講義を，教官

（著者）が行う （勉強の方法， レポートの作成法な

ど）

･宿題：いくつかのテーマを与え，各グループでひと

つを選び，資料を調べて解説レポートを作成する。

2．授業の概要

上述の「授業の展開」にもとづく，前半7回分の授

業の概要は，つぎのとおりであった。

【1回】 （オリエンテーション）

･総合教育課程の趣旨説明と全教官の自己紹介

･主題別ゼミの趣旨と予定の説明

･大学入学にあたっての意識調査アンケート

･宿題： 「井伊直弼と安政の大獄」について自分で調

べてくる（次回に小テスト）

【6回】 （発表とディスカッション①）

･前回の各班のレポートを発表し，全体でディスカッ

ションする（次回につづく）

【7回】（発表とディスカッション②）

･各班のレポート内容を発表し，全体でディスカッシ

ョン（前回のつづき）

･ここまでの授業についてのアンケート調査をする

【2回】 （井伊と安政の大獄をめぐって①）

､小テスト （ 「井伊直弼と安政の大獄」について）

． 「井伊直弼と安政の大獄」について，資料等にもと

づき，グループごとに内容をまとめる（受講生47名

を8グループに分割）

.まとめた内容をもとに，ディスカッションを行う

,井伊直弼に対するイメージについてのアンケート

．(1回目）

･宿題：グループごとに， まとめのレポートを作成す

る

以上が授業の概要である。要点をまとめると，つぎ

のようになる。 1回目は，総合教育課程へのオリエン

テーションを意図したものである｡ 2回から4回にか

けては， 「井伊直弼と安政の大獄」をめく、ってのディ

スカッションである。そして， 5回目は，それをふま

えて「勉強」のあり方について考える回である。おわ

りの6回から7回は，何かテーマについて自主的に調

べ，その内容を他人に伝える作業を体験させることを

意図している。

【3回】 （井伊と安政の大獄をめぐって②）

･上記テーマにかんするテレビ番組のビデオを視聴
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全体を通じて，本授業では，できるだけ学生による 3．学生の反応

資料収集・調査とレポート作成・発表を，積極的にさ

せるようにした。それにより，今後，大学で必要とな 3． 1 入学時の意識

る基本的な学習姿勢を習得させるこ:とをねらった。 1回目の授業時に,｢大学入学にあたってのアンケー

ト」を，受講者47名に対して行った｡このアンケートは，

さまざまな質問からなっていたが，そのうち，大学で

の教育に関する5問についての結果を，図1にあげる。

パーセント

大学での教育は. 。 0 20 40 60 80 100

高校とあまり違わない

専門的でむずかしい

自分で学ぶことが求められる

自由度が大きい

一方的で不親切である

図1 大学教育についての意識

これからわかるように，大学での学習について学生

たちは「自分で学ぶことが求められ」 ， ｢自由度が大

きい」が， 「専門的でむずかしい」ということを予想

している。つまり，入学当初から，大学の学習がこれ

までと異なることを，一応は認識しているのである。

のようなイメージを学生たちがもっているか， アンケ

ートを行って調べた。 2回目の授業時には， まだビデ

オを視聴していないので，高校までに各自がいだいた

イメージが表現されている。一方， 4回目の方は， ビ

デオ視聴後のアンケートなので，番組を見たことによ

り, イメージの変化があると予想される。アンケート

の結果は，図2である。3． 2井伊直弼に対するイメージの変化

2回目と4回目の授業時に，井伊直弼に対して， ど

パーセント

20 40 60 80 100井伊直弼は. . 0

非難を覚悟のうえで
対米条約を結んだ

反対派を弾圧した
独裁者だ

国内の分裂を避けるため

安政の大璽をおこした

西洋諸国に日本は勝て
ないと予想していた

井伊が開国しなければ
日本は西洋に支配された

図2井伊直弼に対するイメージの変化
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これによると， いくつかの点で，井伊直弼に対する

イメージが変っていることが分かる。例えば， 「反対

派を弾圧した独裁者」という印象が減り, 「国内の分

裂を回避するために安政の大獄をおこした」という理

解が増えている。また， 「西洋諸国に日本は勝てない」

という認識を井伊はもっており，それが彼の政策の背

景にあったことが，理解されている。

このように，学生たちは当初，井伊直弼に対して，

単純に反対派を弾圧した独裁者的なイメージをもって

いた。それが， ビデオ視聴によって，変ったことが分

かる。つまり，井伊の政策の裏にあった考えが理解さ

れるとともに，その人物イメージも変化したわけであ

る。

なかから， レポート作成や発表・ディスカッションに

かんする反応をピックアップしてみる。

・レポートを書くことの大変さと楽しさを知った

．調べたり， まとめたりする習慣がついた

・社会に対して， 自分がいかに無関心であるかを知

った

・自分の意見をもつことが大切だと思った

・新聞を毎日じっくり読むようにしたい

・気になったことは，専門外のことでもどんどん調

べてみたい

・図書館には，おもしろそうな本がたくさんあるこ

とを知った

・自分がまとめたものを，わかりやすく人に伝える

のがむずかしいことを感じた

・発表の仕方が上手な人がいて，すごいと思った

．もっと活発な意見交換や議論をしたかった

3． 3 レポート課題とディスカッションについて

本授業では， レポートをひんぱんに課した。そのな

かで，最後のレポートについて取りあげてみる。

5回目以降の授業では，与えたテーマの中から， グ

ループごとにひとつを選び，そのテーマについて自分

たちで調査し， レポートにまとめ発表するということ

を行わせた。与えたテーマは，以下のものである。

【与えたテーマ】

1．明治維新について

2．第二次大戦で日本はなぜ負けたか ：

3．動燃再処理工場の事故について

4．いじめ問題について

5．地球温暖化現象について

6．原子力発電は必要か

7．生涯学習で何をするとよいか

8． オリンピックの是非

以上のような感想が，代表的なものである。レポー

ト作成とディスカッションが，学習への動機づけをも

たらしていることがうかがえよう。

Ⅲ、授業の評価と反省

今回の平成8年度および9年度の授業実践をふりか

えってみると，大学への導入教育として，期待した効

果があったということができる。つまり，主体的な学

習姿勢が必要であることの理解と，主体的学習の実践

・体得が達成されたといえる。そのことを示している

学生の反応について報告してみたい。

1．平成8年度授業の評価について

平成8年度主題別ゼミナール『総合的見方と個別的

見方』を受講した一人の学生が，次のような記事を大

学の機関紙に載せた。この記事は本授業を詳しく論評

しているので，その全文を記載して,受講生による授

業評価としたい。

「私が大学で学ぶうえで決められていることは，決

して妥協しないことである。つまらない講義でも， ち

ょっとしたレポートでも，真剣に取り組んで本気で考

えれば，必ず自分のためになるし，実際勉強は楽しい。

これらのテーマのうち，それぞれを選択したグルー

プ数は， 4を選択－1， 5を選択－2， 6を選択－1，

7を選択－1， 8を選択－3であった。

選んだ内容について各グループで調査し， レポート

にまとめるとともに， クラスでそれを発表させ，ディ

スカッションを行った。

さて， 7回目 （最終時）に， ここまでの授業に対す

る感想・意見を， 自由記述によって回答させた。その

－58－
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に問題は山積みされており，どうせ研究するなら，そ

の後も利用価値のあるものをと思い，徹底的に学んだ

ことを生かして， 自分としても十分に納得できる，偏

りのない考察ができたと思う。これが少しでも大学側

に受け入れられ，環境改善のために取り上げてもらえ

れば，なお価値のある研究になったと思う。それは難

しいことかもしれないが，大学という学びの場が一方

通行にならないための最善の方法として， こういった，

試行錯誤しながらの学生の小さな研究にも目を向けて

欲しいという感想を持った。学生の自主的な学習を目

指すならば，それを受け入れる柔軟な態度が大学側に

も求められるのではないだろうか。」

（茨城大学教育研究開発センター刊『ニュースレタ

ー／ローザプルムラ』第4号より）。

学ぶことが苦になるかどうかは，個人の気持ちの持ち

様だと思う。せっかく大学にいるのだから，私は心ゆ

くまで勉強し，刺激を受けようと思っている。

さて私が大学生活の中で最初に刺激を受けたのは，

主題別ゼミナールの授業であるoテーマは「総合的見

方と個別的見方」ということで，堅苦しい印象を持っ

たまま授業に臨んだが， これが予想外に面白かった。

私の所属する総合教育課程は今年度開設されたばかり

であり，その分，担当の先生方の意気込みが直に伝わ

ってくるような気がした。授業の中では作業が多く，

否応無しに考えることが要求されていて， さまざまな

課題を取り上げながら「ものの見方」について学べる

授業である。この授業を受けてみて，私のものの見方，

捉え方も，少なからず変わったと思う。というよりも，

一つの事柄を考えるときに， 自分に自信が持てなくな

ってしまった。良くも悪くも，それほど影響を受けた

授業なのである。そして最後の課題として出されたも

のが「水戸キャンパスの空間利用調査報告」というも

のであった。私が選んだ題材は， 「キャンパス内の交

通事情」である。テーマから少しずれているが，実際

2．平成9年度授業の評価について

平成9年度授業では，課程共通で行った部分につい

てアンケートを実施した。図3～図5がその結果であ

る。

分かりにくかった

あまり分
な力

1

あまりよくなか
た
32％

分かりやすかった
49％

まあまあ分か
すかつた
36％

あよかった
59％

図4授業のわかりやすさ図3授業全体の評価

パーセント

40 60 80 1000 20

このような内容の

授業は初めてだった

ビデオの内容に

興味を覚えた

勉強の仕方につし

学ぶことができた

､て

図5授業の感想
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平成9年度授業について，いくつかの反省すべきと

ころもある。自由記述の回答では，つぎのような意見

がみられた。

.もう少し意見が楽にいえるような雰囲気がほしか

った

・ディベート形式を採用してほしい

これらは，ディスカッションの形式や進め方に，改

善の余地があることを示している。

また，つぎのような反応もあった。

．この授業の目的がはっきりしなかった

授業の最初に，主題別ゼミナールの目的を， もっと

明確に周知しておく必要があったかも知れないが，学

生力話をよく聴いていないという面もある。

さらに， こうした意見もある。

・レポートの作成方法を， もっと教えてほしい

・ビデオなど機器の使用をふやしてほしい

これらの点は，積極的に対応すべきであろうが，主

題別ゼミナールのみの課題ではないであろう。レポー

トの作成法は， あらゆる科目で機会あるごとに指導す

るべきである。ビデオ等の視聴覚教材は，適切な内容

を選択すれば，簡便かつ効果的なものであり，できる

限り授業計画にうまく組み込んで，活用すべきであろ

う。

3．全体として

本稿では，主題別ゼミナールを，大学への導入教育

として位置づける視点にたって，授業を実践した結果

を報告した｡これは，あくまでひとつの事例であるが，

主題別ゼミナールのあり方と大学での教授法について，

示唆をふくむものであると考える。特に，大学での学

習姿勢を最初に方向づけるものとして，主題別ゼミナ

ールをとらえるならば，その重要性は看過できない。

何ごとも， はじめが肝要である。大学の教育も例外で

はないであろう。

[表1 ］平成8年度・教育学部・主題別ゼミナール

[表2］ 「情報を編集する」－体験学習の手引き－

周
周
周
周

１
２
３
４

第
第
第
第

単独で歩きながら情報を拾ってみる （普通の状態で）
単独で歩きながら情報を拾う （耳栓をした状態で）
二人で歩きながら情報を拾ってみる（普通の状態で）
二人で歩きながら情報を拾ってみる（片方が目隠しをし，
片方は手を引く）
二人で歩きながら情報を拾ってみる（交代して同様に）
単独で歩きながら情報を拾ってみる（普通の状態で）

周
周

５
６

第
第

-60-

対象とする課程／コース 授業題目 担当教官

学校教育教員養成課程
英語教育
学校教育
理科教育
音楽教育
国語教育
家政教育
保健体育
美術教育
数学教育
数学教育
技術教育
技術教育
技術教育
技術教育
社会科教育
社会科教育

養護学校教員養成課程
養護教諭養成課程
情報文化課程
総合教育課程

ｷルスロ

リ

文学
礎論
一ｼョン

る
ｙ

論
諭
す
海

うぐ

上授業

別的

訪
門
個

省
ノ
筋
探
入
論
と

語教育と
育科学基
ｴﾝｽコミュニケ

楽文化概
本語文化
活を科学
体ｺﾐｭﾆｹｰ
術概論
学への反
学と論理
術と生活
術と生活
活と技術
U””モ

ビ”育つ道
戸の歴史
害児教育
護教諭概
報と文化
合的見方
方

英
教
珊
音
日
生
身
美
数
数
技
技
生
遊
子
水
障
養
情
総
見

市川真理子
新井孝喜
吉澤勲，牧野泰彦
小川昌文
橋浦洋志
家政教育講座全教官
勝本真，加藤敏弘
森田義之
曽我日出夫
木村真琴
稲葉健吾
高橋典義
小室一比古
浅井昭一
藤井千春
鈴木暎一
篠田晴男
大谷尚子
小島秀夫
総合教育教室全教官

牧野泰彦
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[表3］ レポートの手引き（前半／共通部分の課題）
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課題『水戸キャンパスの空間利用調査報告』
学生番号
氏 名

であるか（＝目的）を明確にすること．
空間をどのように利用しているかを知るため＠
に植えれば気持ちのよい環境になるかを計画す

を食べるにはどこで食べるのがよいかを考える

必要な知識etc.は何かをよく考えること

を知る必要がある
視点から空間利用を調査・整

い

かを知る必要がある。

夫すること

Ｇ
ｑ
工

のための「調査報告」であるか（＝目的）を
のような業務が空間をどのように利用してい
んな植木をどこに植えれば気持ちのよい環境
ため◎

休みに外で弁当を食べるにはどこで食べるの
め

的実現のために必要な知識etc.は何かをよく
について

木にとっての環境の違いの意味を知る必要が
れがわかっていないとどの様な視点から空間
すればよいのかがわからない
どんな木が植えられているかを知る必要があ
々な情報源を用いること

印について：図書館で植生関係の本を調べる
植物生態に詳しい先生に聞くet

印について：実際に見に行く，図面を探すet
み手に内容が伝わるように報告のまとめ方を
面に表わすぐらいは当り前だが…

印について
み手に内容が

点
何
ど
ど
る
昼
た
目
◎
植
そ
理
今
様
◎
、
詩

意
１
．
ｊ
、
ｊ
、
１

留
１
唖
２
唖
３
邸
４ 、

）読

Ｉ

く
口

く

く

図面に表わすぐex．

（5）単独あるいは3名までの共同研究も可能である．

一－－－－■■■■■■■■Ⅱ■■ ｡■■■■■■－■■■■■■■■■－－ﾛ■■■■■■一一■■■■■■■■■■一一一■■■■■■■■■－■■■■■■■■■■－－－ ﾛ ﾛ ■ ■ ■

7月19日 （金） までに担当教官研究室まで持参すること．
その際，別紙のアンケート用紙に記入して提出すること．

提出日：
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[表4］ 1996年度・総合教育課程/〆主題別ゼミナール／レポート要約
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学生番号 レポートのテーマ及び内容

(省略）

共通教育棟までの距離，B棟
＞

駐輪場内外，実数数え，提案あり
人
調査：利用法提案

り

し
あ
り
細

よ
り
案
あ
，

図
あ
提
案
目細 かい検討

：
案
：
提
査
着

提案あり9数アバウト，

提案弱い，アンケートあり●
●

査
提
査
の
調
に
近
査
す
わ

調
‐
調
置
所
木
付
調
や
．
．

す
わ

学生ボランティアの提案
かりやすさあり

提案あり，

間
外
行
配
場
樹
部
間
増
く
ず

所要時
車場内
け道通
：建物
適した
調査：

教育学
囲の空

：花を
適所調
数示さ

囲の空間調査：提案あり

特にレイアウトは良い，ユアル面
:アンケート実施

ベ：分析的， シンプル・スッキリ

改善案あり、取りあり
夕，図あり

夕等なしー

ン
も

ベ
ー
ト

９
９

ウ

り
り
影
ア

か
あ
あ
日

改善案あり
改善案あり
花を植える
中心，提案

数
調査，提案

ンケート，

，
９

な
害
少
察
ァ

あり
あり
どん

バコ

ート
，観

から

り
り
・
・
夕
ケ
ト
◎
て

取
取
べ
：
ン
一
る
し

レイp詳細，花壇，み箱

:文献調べも，提案あり

：仮説検証型， アンケート
おける：自転車置き場，電話
置

用
に
配

ごみ箱配置，ベンチ，樹木

き
一
デ
き
き
調
況
ア
ケ
い
を
ご
査
利
比
箱
・
℃

調
聞
デ
．
、
聞
聞
布
状
・
・
ン
て
査

，

調
間
対
み
用

ジ
ベ
地
・
・
・
・
査
・
・
・
・
分
用
し
ア
め
調
チ
態
空
の
ど
利

ビ
調
適
目
査
べ
調
査
査
の
利
探
故
と
地
ン
る
状
的
と
，
間

．
・
０
ス
ン
の
駐
抜
査
に
ト
ン
・
・
周
ン
を
生
実
シ
周
シ
・
・
況
シ
食
着
調
調
シ
ｊ
シ
調
調
一
の
シ
ｊ
事
ま
実
く
い
乱
ン
理
数
チ
ン
空

門から
同制作
数調査
査： 1
スペー

同制作
室から

調べ：
スの）
状況調
食事等
スポッ
同制作
数調査
き方，
同制作
スに花
風景写
調査：
同制作
き方,
同制作
所調べ
利用状
同制作
の）昼
向きに
の現状
車状況
同制作
車状況
同制作
の現状
の現状
ランタ

談話室
同制作
る空間
調査：
てよく

調べ：

状況：
されて

ごみ散
同制作
棟の心
の学生
，ベン

同制作
館間の

●
・
共
台
調
・
共
え
数
ン
用
の
ぎ
共
台
置
共
パ
る
況
共
置
共
場
の
共
前
風
設
駐
共
駐
共
設
設
プ
館
共
入
情
し
地
の
夫
・
共
ル
と
ス
共
書

近道調
く上と
自転車
通行路
デッド
＜上と

B棟控
駐車台
（フェ
施設利
屋外で
くつろ
ぐ上と
自転車
彫刻の
く上と
キャン

木のあ
駐輪状
く上と
彫刻の
く上と
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デイベート形式による主題別ゼミナール
Introductory Seminars withDebates

田中茂穂，國枝タカ子(教育学部）
ShigehoTANAKAandTakakoKUNIEDA

FacultyofEducation

して， 自分が最終的に発表することの数倍におよぶ情

報を，丁寧に調べておかなければならない。

こうしたことはウ主題別ゼミナールの目的にこの上

なく適合する。専門や社会的重要性をはじめ，学生の

関心や能力を十分考慮したテーマを立てておけば，勝

敗を競うという点でも，かなりの動機づけが可能であ

ると考えられたため，ディベート形式を取り入れるこ

ととした（別掲のマニュアル参照） 。

1 ． はじめに

茨城大学では，平成6年度から， 「主題別科目」の

1つとして2単位必修の「主題別ゼミナール」を設け

ている。この授業は， 「平成9年度教養科目履修案内」

によると，

「学問への動機づけや課題意識を与え， 自主性，企画

能力，表現能力などを養成する科目です。学生が主体

的に学修し，教官がサポートするゼミナール形式です。

必要に応じて調査，実験，実習，見学を行い，その結

果を発表，討論します。」

となっており，教育学部の場合， 1年次に履修するこ

とが多い。しかし， この科目の趣旨通りに，学生の自

主性に訴えつつ，様々な目的を同時に満たすのは非常

に困難で，必ずしも十分な成果をあげているとは言え

ないのが現実である。

そこで，教育学部保健体育講座では， 1997年度より

主にディベート形式によりこの授業を進める試みを開

始した。その実施方法や結果，今後の課題等について

以下に報告する。

3．授業実施までの経過

初の試みとしてディベート形式を取り入れることが

保健体育講座の講座会で承認された後， 田中及び國枝

の2名が中心となって，授業計画をたてることとなっ

た。また，國枝を含む講座内の5名がそれぞれの授業

の指導に加わることとなった。

その結果，作成されたマニュアルは別掲の通りであ

る。詳細はそちらに譲るが,大筋としては，最初の2

回がディベート形式をとるための準備，その後の10回

は， 5名の担当教官がそれぞれ2回ずつ担当して，各

回毎にその担当教官が用意したテーマについてディベ

ートを行うこととした。

ディベートの進め方を決定する上で，特に注意した

点，問題となった点は， 1）肯定側・否定側の人数，

2）質疑， などである。 1）肯定側・否定側の人数に

ついては， 2人対2人あるいは3人対3人の2つを考

えたが， 2対2では， 2人のうちの1人にやる気が欠

ける場合等にもう1人の負担が大きくなってしまうこ

と， 1つのテーマについて論点が3つは見つかるであ

ろうことを考慮して， 3人対3人とすることにした。

質疑の形式に関しては，決まった時間内にいくつもの

質問と応答を繰り返す方法も考えられた。その方が双

2．デイベート形式を取り入れる意義

ディベートは，単なる議論ではなく，肯定側と否定

側に分かれた上で，決められた形式のもと， どちらが

説得力があるかで勝敗を競うものである。そのために

は， 1つの論点だけでなく様々な論点から問題をとら

えることに加え，相手の意見を予測し反論する能力も

要求される。したがって， まず様々なものの考え方を

理解する必要がある。しかも，それを短い時間で， 自

分達の意見として上手に伝えなければならないため，

自分の考えを要領よくまとめ，上手にプレゼンテーシ

ョンを行う技能も要求される。 もちろん，テーマに関
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方向的で， うまくいけば面白い展開になることもあり

得る。しかし成功させるためには，十分な準備に加え

て，その都度，臨機応変かつ瞬時に適切な答を用意す

る能力が要求される。大学入学直後でそのような要求

をすることは無理があり，前もって相手がするであろ

う反論をいくつか予想し， 自分が与えられた時間内は，

自分のペースで話ができるようにした方が，精神的に

もゆとりができるであろうという判断で，質疑を繰り

返すという形はとらないこととした。

各回におけるデイベートのテーマ案作成も時間を要

した。まず，各回の担当教官自らが指導可能で，学生

の興味にも合うと考えられるテーマを考え，それを授

業全体の担当である田中と相談しながら修正していっ

た。その際，問題となったのは， テーマの具体性であ

った。教官側の理想が高いと抽象的なテーマ設定をし

がちであるが，そうすると，いざディベートをしよう

としたときに議論が噛み合わなくなってしまう。そこ

で，できるだけ政策的なテーマ（ 「～すべし」 ）を選

ぶようにしたが，実際にやってみると問題となったテ

ーマもあった（後述） 。

学生の側としては，総合教育課程スポーツ文化コー

スの学生が5回だけ加わることになっていた。 10回の

ディベートで，肯定側・否定側（各3人）あわせると

のべ60人なので，原則として学校教員養成課程保健体

育コースの学生が2回，総合教育課程スポーツ文化コ

ースの学生が1回，肯定側または否定側のディベータ

ーとなることとした。また，議長と書記が各回のディ

ベートでそれぞれ1名ずつ，半期を通して計10人ずつ

必要なので，保健体育コースの学生が，原則としてど

ちらか一方を1回ずつやることとした。

学生に各1部ずつ配付した。その上で，マニュアルの

最後に示した【ディベートの例】 （テーマ「Jリーグ

の1部リーグは12チーム以下にすべきである」 ）の

OHPも用意し，それを使いながら説明を行った。 90

分という時間内でディベートの意図を理解してもらう

ためには， まず具体的なディベートの例を見て，そこ

から細かい約束事を説明した方がよいと考えたためで

ある。また，配付資料中にある文章をOHPでも示し

たのは，プレゼンテーションにおいて視覚的効果が大

きいことを実感してもらうためであった。その他，黒

板も利用し，その都度，それぞれの方法がどういうメ

リット ・デメリットをもつか口頭で説明し，後のディ

ベートで積極的に活用することを訴えた。尚，マニュ

アル中の「ディベートの例」は，実際に行われたディ

ベートではなく，担当者（田中）が作成したものであ

る。

第2回（模擬ディベート）

いきなりディベートに入っていくのではなく， 1度

やってみてどのようなものか体験してもらうために，

6人程度のグループに分かれて模擬デイベートを行っ

た。前半では，担当者が用意したディベートの具体例

（参考文献：花田修一「授業への挑戦116国語科デイ

ベート授業入門」の一部分のコピー）を見て，それぞ

れそこにある登場人物の役を分担し，本にある通りに

読み合わせをする， という形をとった。後半では，次

回に予定されていた第1回目のディベートのテーマで

もある「オリンピックは必要である」をとりあげ，前

半と同じグループそれぞれで，本番同様のデイベート

を繰り広げた。

自分の意見を述べることに照れがあったり， うまく

意見がまとまらない等の問題があって，積極的に参加

しているようにみえない学生も一部みられたが，ディ

ベートがどのように進行するか実感し， うまく進める

ためには事前に周到な準備が必要であることを理解す

る上では役立った。

第3回（第1回目の本デイベート）

肯定側・否定側各3名のディベーターは， 「あれも

言いたい」 「これも言いたい」といった感じで，必ず

しも十分に明確な論点を示したとは言えなかった。ま

た発表時には，前もって用意した原稿を下を向いたま

4．授業の進行状況

各回の授業をどのような目的あるいはディベートの

テーマをもって進めていったかについては，別掲のマ

ニュアルにある予定通りである。ここでは，一部の授

業について，実際にどのように行われ， どのような問

題点があったかについてふれる。

第1回（ガイダンス）

別掲のマニュアルのうち， 「7．担当教官の役割」

と「8． テーマ設定の原則」を除いたもののコピーを，
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用して， 自力で「今，原発がなくなれば大変なことに

なる」ことを示す資料を収集していた。また発表時に

は，事前に黒板に図表を示し,配付資料を用意し， し

かもOHPを用いて説明するという，プレゼンテーシ

ョンの方法についても大きな進歩がみられた。

第7回～第9回

省略

第10回～第12回

最後の3回のディベートについては， 口頭で説明す

るだけでなく，視覚情報として必ず黒板，配付資料，

OHP等のいずれか1つ以上を使用するよう指導した。

その結果，多くの場合, OHPが用いられた。それら

の利用の方法をある程度理解してきたことに加え，論

点のまとめ方や口頭での表現方法がうまくなってきた

こともあり，前半の授業と比べると，発表者以外にと

っても，そのテーマについて知識を深めることが可能

な発表になってきた。そのためか，前半の授業では退

屈気味であった聴衆側でも，最後の判定を意識しなが

ら，真面目にメモをとる学生が多くなっていた。

授業評価

最後のデイベートが終わった後に, B4大の授業評

価記入用紙を配付し，全員に記入してもらった。記入

用紙は， 「この講義に興味をもって参加した」 「ディ

ベートの時間（各2分）は適切であった」 「この時間

を通じて論理構成力が身についた」等の設問に対して

5段階評価をしてもらう項目が26問， 「この講義で印

象に残ったテーマは何ですか？ その理由は？」 「こ

の講義で不満の残った点，改善した方がいい点など教

えて下さい｣等， 自由記述形式の設問が6問の，計32

問からなるものであった。その内容や結果の詳細につ

いてはここに示さないが，一部の学生がこちらの期待

した成果を実感していないようであったものの，概ね

肯定的な評価を得ていた。中でも， この時間で身につ

いた能力に関して， 「この時間を通じて物の見方が広

がった」という設問に対して「強くそう思う」または

「そう思う」と答えた者がとりわけ多かったことが目

を引いた。

ま小さい声で読みあげるだけで，各2分の発表時間を

十分に利用しない等,プレゼンテーションにも大きな

問題があった。しかし,担当教官から借りた本だけで

なく図書館でも自力で資料を収集するなど真剣に取り

組んだこと，ある程度広範な知識の裏づけのもと，い

くつかの観点を提示できたことから， 1回目としては

納得できる成果があったと考えている。また， この回

に限らず，議長が進行を積極的にリードした点は，予

想を上回る収穫であった。

第4回（第2回目の本デイベート）

テーマが抽象的で，何をもって「寸暇を惜しんで勉

強」していることになるか不明確であったことに加え，

ほぼ全員が否定側の意見をもっていたこと，一部のデ

ィベーターが準備をほとんどせず，ディベートの途中

で相手側の意見に賛成してしまったことなど,悪い条

件が重なり， ほとんど成果のない時間となってしまっ

た。テーマ設定の重要性を改めて実感させられること

となった。

第5回（第3回目の本デイベート）

相変わらず各2分の発表時間を利用せず，わずか30

秒程度で発表を終わってしまう者が多いという問題は

依然残った。しかし，携帯電話とFAXという身近な

テーマであったため，全員が興味をもって取り組み，

短いながらも要点をまとめて， しかも原稿を棒読みす

ることなく発表できたという点では，進歩がみられた。

尚，そのような身近なテーマであったため，聴衆（デ

ィベーター，議長，書記以外の学生）に携帯電話や

FAXの利用状況をたずねてみる等して，聴衆に一体

感をもたせて自分のペースに巻き込み， しかも自分に

有利なデータをその場で（聴衆のいる中で）得る手段

もあることを，ディベート終了後に指導した。また，

2分の発表時間を有効に活用させるため，次回以後の

ディベーターは， 目安としてそれぞれ1分半以上はプ

レゼンテーションすることとした。

第6回（第4回目の本デイベート）

東耐寸原発の事故があって間もない頃でもあり， 「原

子力を推進すべし」というテーマは否定側に有利では

ないかという心配をしていたが，予想を遥かに越える

肯定側の頑張りのせいで杷憂に終わった。肯定側は，

担当教官の指導も受けつつ，図書館でCD-ROMも利

5． まとめと今後の改善点

授業を実施してみて感じたことに加え，最後に行っ
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た授業評価の結果をふまえて，成果と今後の改善点に

ついてまとめてみる。

授業の目的は， 1）多様な論点を見つけ， 2）資料

を収集し，それに基づいて論旨を整理し， 3）わかり

やすく伝えること，であった。そのいずれについても，

ある程度の成果が得られたように感じられた。学生の

評価を見ても， 「一回目よりも二回目，二回目よりも

三回目と良くなってきたので，段々内容も充実しだし

て先生の感想がすごく効いていたと思う。楽しくやれ

た。」等，着実に進歩していったことを述べる学生が

多かった。約半数の学生は今回が初めてのディベート

で，そもそも自分で主張をまとめ，伝える経験自体が

乏しい。逆にそれだからこそ，各学生がわずか2回の

本発表を経験するだけで， 目に見える成果をあげるこ

とができたのかもしれない。中でも，プレゼンテーシ

ョンについては新鮮だったようであった。

授業評価であげられた主な感想をいくつか示す。

「ディベートは相手をまるめこむというような嫌な

印象があったが，講義を経てもっと回数を重ねてみた

いと思った。 」

「普通に生活していたら、物事をこんなに深く考え

ないだろうなと思うようなことを追求できたと思う。

言葉を選びながら、筋道をたてて話す訓練になったと

思う。」

「大学に入って初めて資料を自分で探し、学生らし

く取り組めた。 」

「オリンピックが大好きな自分なのに， （ 「オリン

ピックは必要である」に対する）否定側にまわって，

しかもいろいろな意見があるんだとよく分かったこと

が意外で，印象に残りました。 」

「高校までにはない意見を言いやすい環境が， この

講義にはあったと思う。すべての役割がそれぞれ一生

懸命取り組んだディベートは，本当に充実したものに

なっていたと思う。 」

「それぞれの個性が出ていて面白かった。やっぱり

それなりに下調べをしてあるディベートは充実した上，

楽しめた。」

ただし，初めての試みであったこともあって，今後

改善すべき点も多々考えられた。以下に，改善案を含

めて示す。

1 ）テーマ設定

テーマ設定は，ディベート成功のカギを握っている。

定義があいまいであったり，抽象的なテーマであった

りすると，ディベートが噛み合わないばかりか，デイ

ベートヘの意欲をそぎ,準備の行き届かないものになっ

てしまいがちであった。特に保健体育関係の学生の場

合，勝利への執着心がひときわ大きいせいか， きちん

とした定義がされていると，予想以上に熱心に取り組

むようであった。授業計画をたてる際には，各回のテ

ーマが具体性，厳密な定義，学生の興味との合致， と

いった条件を満たしているか細心の注意を払う必要が

ある。

2）聴衆による質問タイム

発表者が熟練してきた後半の授業はまだしも,前半

は聴衆側（発表者以外）に部外者意識があり，私語が

目立った。それを改善するために， 「聴衆による質問

タイム」を設けてはどうか， という意見が複数の学生

から出てきた。発表者の緊張感を増す意味でも，面白

い試みではないかと考えられる。

3）作戦タイムの時間

今年度は，立論と反駁の間，反駁と最終弁論の間に，

それぞれ一律5分の作戦タイムを設けた。これが長い

か短いかは回によって異なったが，真剣に取り組んで

いる場合には短すぎるという印象をもった者もいたよ

うである。

4）資料収集法

本学の図書館は，少なくとも専門書に関しては充実

しているとは言い難い。そこで今回は，原則として，

資料は各回の担当教官がある程度持っていることを前

提として進めた。ただし，大学に入学して図書館にも

慣れていない1年生が，十分に図書館などを自力で利

用できる状態でなかったのも事実であった。そこで次

年度は，第2回目の授業で模擬ディベートを行ってか

らすぐに本ディベートに入るのではなく，第3回目は

「資料検索法の説明」の時間とし，第4回目の授業か

ら本ディベートに入っていくことを計画している。
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主題別ゼミナール（ディベート形式）の進め方
97.4.16. ：文責；田中・国枝

1 ．ディベートを取り入れる目的

･論点を明確にし，その論点について議論をする。

･肯定・否定双方の立場を理解しながら議論をできる（相手の意見も予測し反論する） 。

･周到な準備のもと説得力のある資料・根拠を取捨選択し，それを組み立てて（三段論法）

．短い時間で， 自分達の意見を上手に伝えることができる。

意見を述べる。

2．各回のすすめ方

1）役割分担

最初（4／16）のガイダンス時に，各学生の希望に応じて決定

・肯定側，否定側；各3人。したがって，ディベーターになるのは

保健体育；計2回／人

スポーツ文化； 1回／人前半に集中させる→約7回の出席をもとめる）

・議長（計時係を兼ねる） ・書記；各1人→1人どちらかを1回ずつ（保健体育の者のみ）

2）進行

･授業全体の時間の流れ 8 ：55頃議長による議題の説明（1分）

ディベート （＋判定）→詳細は下記参照

9 ：50頃ディベーターによる反省

10：00頃担当の先生による解説等

10：10頃終了

くディベートの流れ＞ 1．立論

肯定側（6分；各2分）

否定側（6分；各2分）

＜作戦タイム（5分）＞

2．反駁

否定側（6分；各2分）

肯定側（6分；各2分）

＜作戦タイム（5分）＞

3．最終弁論

否定側（6分；各2分）

肯定側（6分；各2分）

4．判定（ディベーター,(デイベーター,議長，書記を除く全員が審判員となって多数決）

3．議長の役割

･時間前にストップウォッチを用意し，黒板にデイベートのテーマを大きく板書しておく。

･時間を確認しながら，ディベートを進行する。時間をオーバーしたらそれを伝え，それ弓

次へと進める。余った場合も次へと進行する。

それでも終了しない場合は

4．書記の役割

･所定の用紙におさまるように，左側に肯定側，右側に否定側の意見の要点をまとめる。

･最初の部分に， テーマと，ディベーター・議長・書記の名前，出席者数を記す。

･最後の部分に，判定結果とディベーターや先生他のコメントをまとめる。

－67－



5．ディベーターのやるべき手順

1． 1週間以上前までに， 同じ側（肯定側，否定側） となった3人で分担を相談

どういう論点で攻めるか，誰がどの論点を担当するのか，反駁はどのようなものが考えられるか

2．前の週の水曜日までに，担当の先生に相談（肯定側，否定側別々に）

必要に応じて，資料の所在等も聞いてみる。

3．資料をそろえたところで， 3人で作戦会議

4．当日 （発表は肯定側と否定側とが向き合って行う）

1）立論

･いくつかの論点について，根拠を明示しながら， 自分達の結論を導くような論旨を展開。

．原則として，資料はここで提示する（少なくとも，最終弁論で提示することはしない） 。

・ 2人で1つの論点を担当（→3人で計2つの論点）でも， 1人で2つ以上の論点を述べても可。

2）作戦タイム

･相手の主張に対し， どこを攻めるか，誰が担当するかを相談する。場合によっては，担当教官のアドバイスが

入る。

3）反駁

・相手の立論に対して反論する。全ての反論をするのか，部分的に反論するのかは状況に応じて。

．あらかじめ相手の立論を予想しておき，短い作戦タイムでも対応できるよにしておく。

･場合によって資料の提示も可。

・ 3人で分担して行う。順番は入れ替わっても可（相手の立論の順序にあわせる） 。

4）作戦タイム

･相手の反駁に対しどのように対処するかを中心に検討する。

5）最終弁論

・最初の立論の大事な点の強調，反駁への反論などを通じて，最後のまとめを行う。

・発言の順序等変わっても構わないが，原則として，立論の順序に従う。

・かなり状況に左右される面があり，予測できないことも多いが， 「これだけは言いたい点」などはあらかじめ

決めておく。相手の反駁をどれだけ予測できるかで大きく変ってくる。

6） （ディベート終了→判定後）反省（1分／人）

・苦労した点（準備段階，ディベート中） ， うまく展開できた等を中心に，簡潔にふりかえる。

＜プレゼンテーションに使えるもの＞

･黒板 ・模造紙（各自が用意） ・OHP (プロジェクターとシートは田中より）

･配布資料（コピー） ・その他，準備可能なものであれば何でもあり

6．審査の要領

先入観を捨てて， どちらが理論的に説得力があったかで判断

く例1＞「今日の肯定側は論理構成があいまいで，その点では明らかに否定側より劣っていたが，ふだんから

自分は肯定側の意見をとっているから，肯定側の勝ちとする。 」→×

＜例2＞「自分が肯定側だったらもっと色々な意見が言えるのに…。確かに肯定側に傾きやすいテーマだが，

予想よりは否定側が頑張っていたから否定側の勝ちとしよう」→×

【参考文献】

､花田修一「授業への挑戦116国語科デイベート授業入門」 ，明治図書， 1550円

･松本茂「頭を鍛えるデイベート入門」 ，講談社ブルーバックス， 740円

･土山信人「デイベートで説得．交渉に強くなる本｣ ， 山下出版， 1330円

・松本道弘「やさしいデイベート入門」 ， 中経出版, 1330円
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【ディベートの例】

テーマ「Jリーグの1部リーグは12チーム以下にすべきである」

【背景】

1993年に10チームでスタートしたJリーグは毎年2チームずつチーム数が増え，昨年は16チーム，今年は17チ

ームで構成されている。最近， アクションプランとして, Jリーグの下にあるJFLを廃止する代わりにプロリ

ーグとしての2部リーグを作り， 1999年から1部12チーム（2部は未定） とすることが発表された。ところが，

その後Jリーグチームの反対もあり， 1部16チームにすると修正された。

【立論】

＜肯定側; 3人 1）～3）は，肯定側のデイベーター1人1人を表す）＞

1）チーム数が少ない方がハイレベルなチームがそろい，ゲームが活性化する。プロリーグは， スポーツの底辺

を広げるためにも，子供達の憧れとなるようなプレーを見せなければならない。そもそも，現在の日本で，

トップレベルのプレーを披露できる選手の数は限られている6 16チームに増えた昨年Jリーグに昇格した京

都サンガは， 17連敗という大失態を演じた。

2)Jリーグの選手の年俸は世界的に見ても年俸が高い。とすると，そういう選手を一定数以上かかえることの

できるチームの数も限られてくる。

3）チーム数が増えるほど， 日程が過密になりゲームの質が落ちてしまう。現在のJリーグは，世界的にみても

過密日程であり，選手にとってコンディションの維持は困難である。少しでも日程に余裕をもたせ，その分

を，選手の休養や，代表の強化，他国とのクラブチーム同志の試合（アジアカップ，極東カップなど）等に

割くべきだ。

＜否定側； 3人＞

1) Jリーグの本来の目的は，生涯スポーツ，地域スポーツを広げることにある。そのためには，少しでも1部

リーグのチーム数も多くし「おらが町のJリーグ」という考えを広げる必要がある。

2）世界の伝統国，強豪国のリーグをみても, 18チームから22チームと多い。優勝争い以外にも「大物食い」や

「地域対抗」など楽しみ方はたくさんあり，そのチーム数で充分に受け入れられている。

3) Jリーグ入りできないうちに解散した鳥栖フューチャーズの例をみてもわかるように, Jリ－グに入れない

とチームの経営が成り立たなかった例もあった。

【反駁】

＜肯定側に対する否定側の反駁＞

1）チーム数が増えると，最初は勝てなくても，慣れと補強でやっていけるようになる。京都サンガも，昨年の

後半は勝ち越している。

2） 日程は， また別の問題である。チームの数の少なかった1， 2年目より，最近の方が日程に余裕がある。こ

れは，前期・後期制を導入するかどうかな等，やり方はいくらでもある。

3）伝統国をみると，強くて資金が十分にあるチームと，優勝はできなくても選手育成がうまく，育成した選手

で戦ってある程度の成績を残し，その選手を豊かなチームに売ることによって資金を得る， という流れによ

り，強国の1部リーグで充分にやっているチームがたくさんある。そういうチームが日本の1部リーグにあ

ってもいいではないか。
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＜否定側に対する肯定側の反駁＞

1） 2部リーグもあるのだから， 1部だけのことを考えてはいけない。 2部チームもある程度の資金で， 1部に

近いレベルを保たなければならないのだから。

2）欧州では，チーム数を減らす方針である。やる前から勝敗のわかっている試合をみせられても客は困る。た

だでさえJリーグは観客が入らなくなっている。

3） フューチャーズの例は，経営状況を考えないで補強を行った経営陣のミスである。鳥栖フューチャーズの後

を受けてつくられたサガン烏栖のように，選手数をしぼり，年俸を無理のないものにすればいいだけだ。 J

リーグにいないとチームが成り立たないようでは，真の地域スポーツの発展は望めない。

【最終弁論】
＜否定側＞

1）地域スポーツを発展させる最初の段階にある今は， 1部のチーム数を多くしたほうがよい。せっか<Jリー

グでやってきた広島や京都が2部に落ちたら，今までの努力が水の泡になってしまう。

2）関西のチームがベルデイ等に立ち向かう姿をみるのも醍醐味だ。そうしたことがきっかけとなり，地域のま

とまりや地域スポーツの発展につながる。

3）理想を言っても，現段階ではJリーグにいないとやっていけないのが現実だ。鳥栖フューチャーズの例はそ

れをみせつけた。第2，第3のフユーチヤーズをつくってはならない。

＜肯定側＞

1）プロチームたるものは，現在のJリーグのように簡単にミスを犯してはいけない。勝敗だけでなく，プレー

そのものでも，憧れであり模範でなければならない。

2) Jリーグの観客動員数の低下をみても，球団経営は苦しい。スポンサーがしっかりして， ある程度の金が出

せるのはベルデイ，マリノス等一部だ。広島や清水でさえ苦しい。欧州でも，各国トップクラスのチームだ

けでリーグ戦をつくる話が水面下で進んでいる。

3）チーム数をしぼり， 日程を緩やかにすることによって， よりハイレベルの試合を堪能できるようにするべき

だ。そこで最高のプレーをみせるのがプロのつとめだ。

【必要な資料】

･ Jリーグの理念（地域スポーツの在り方，プロリーグの果たす役割) , アクションプラン

・ Jリーグ昇格チームの成績

･世界の主要国におけるプロサッカーリーグのチーム数

･ Jリーグと2部（現在のJFL)チームの経営状況

･選手の年俸

･ Jリーグの観客動員状況
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主題別ゼミナールの日程（水曜1限） ・担当予定

-71-

日 担当教官 ナーマ 肯定側 否定側 議長
コ
し

一
三
口

聿
自

①4／16 田中 ガイダンス

②4／23 国枝 模擬ディベート （全員で）

4／30 ＜休み＞

③5／7 国枝 オリンピックは必要である

④5／14 日下 大学生は寸暇を惜しんで勉強すべし

⑤5／21 富樫 携帯電話とFAX, どちらか一方を買う

としたら携帯電話である。

⑥5／28 太田 原子力を推進すべし

⑦6／4 松坂 体育の授業に長距離走（競争）は必要で

ある ○

③6／11 国枝 女性は体育・スポーツ関係の就職に有利

である。

⑨6／18 日下 体育教師を目指す者は， 1つの競技のみ

を徹底的に追求すべし

⑩6／25 富樫 インターネットを教育に導入することに

より フ 教育が革命的に変わる

⑪7／2 太田 尾瀬入山料を徴収すべし

⑫7／9 _松坂 日本人は平均して食べ過ぎである。

⑬7／16 田中 授業を通しての反省，授業評価



デイベート記録用紙

月一月 一日（水）

学生番号 名前
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テーマ； （ 先生）

議長； 香記；
1 出席者数；

肯定側（ ） 否定側（ ）

1）

2）

3）

立
鎗

1）

2）

3）

1）

2）

3）

反
駁

1）

2）

3）

1）

2）

3）

最
終
弁
論

1）

2）

3） し

判定 肯定側：否定側＝ で（ ）側の勝ち
1

判定理由

(書記の

判断で）

卜
｣

デイベー

ターの

反省

肯定側
ｲ

否定側

先生の

コメント 1
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農山村フィールドワーク体験による主題別ゼミナールの展開
Practiceofeducationalutilizationontheexperience infieldworksatmountainvillage

小松崎将一 （農学部附属農場）
MaSakazuKOMATSUZAKI

ExperimentalFarm,Schoolofagriculture,IbarakiUniversity

1 ． はじめに は，農業・農村・食糧・労働を考えるうえで多くの材

料を提供することを明らかにしている。また，農山村

の住民にとっても普段慣れ親しんでいる農村環境につ

いて都市の青年が注目することにより，改めて自分の

地域資源を見直す契機なるなど相互に良好な情報効果

があることを報告している''2)。

このような農山村での生活体験による諸効果は，農

学の初学者を対象とした場合においても， さらに農学

への興味を引き起こす契機となるものと期待している。

ここでは，農山村における生活体験による主題別ゼミ

ナールの概要を報告する。

大学における教養教育は，その重要性が叫ばれなが

らも，学部での専門教育との乖離からその改革が余儀

なくされた。本学でも教養部解体に伴い, 4年一貫教

育の中での教養教育という位置づけがなされ， カリキ

ュラムの大幅な変更が行われている。その変更の特色

の一つとして，主題別ゼミナール（以下ゼミと略す）

をそれぞれの学部で開講している。主題別ゼミナール

は，既設の多様な専門領域に触れさせ，考え方や概念，

方法などの特徴を理解させることをねらいとして，そ

こでは知識を受動的に記憶するいままでのいわゆる専

門基礎教育ではなく，物事を主体的に探求する能力

（高校までの勉強の姿勢からの転換をはかること） ，

本を読む能力，考えをまとめ，議論する能力などの養

成を目的としている。

そこで，農学部農場におけるゼミは，農山村におけ

る農業・自然・生活をトータルで体験する農山村フィ

ールドワーク体験「農山村で自然と人間の関わりを学

ぼう」を開講している。農学部における農場はウ学生

に対する農業生産の実際について理解を深めることと

同時に，多様なフィールド環境の中での作物あるいは

家畜の生産上の様々な問題を摘出し，考究する研究・

教育機能を合わせ持っている。これらの教育目標のた

めに，本ゼミでは農学の初学者に対し，農村体験を実

施し，現状での農業・地域・自然・生活など様々な観

点から農学に対するそれぞれの分野への関連性を理解

が図られることを期待している。

ところで，著者は都市住民など農業生産に理解の少

ない青年などが農山村における生活体験を通じて，経

営上不利な条件の多い農業生産活動を実体験すること

2.授業の枠組み

農学部農場では，農山村フィールドワーク体験「人

間と農のテクノロジーー農山村で自然と人間の関わり

を学ぼう－」を開講している。そこでは，学内におい

て農山村の概要，農作業安全などの基本的知識を講義

およびビデオなどで習熟させた後に，農家（水稲肉牛

複合経営農家：福島県鮫川村）での1泊2日の宿泊お

よび宿泊終了後の農村ゼミ， さらにレポート提出を実

施している｡

具体的には以下の日程で実施している。まず，学内

においてガイダンスとして， 1）鮫川村の自然と農業，

2）低農薬水稲稲作の概要， 3）肉牛繁殖肥育一貫経

営の概要， 4）作業の安全性の確保（草刈り ・わら切

り ・和牛の管理） ，および移動方法を講義している。

次に，農家において5）低農薬水稲作の管理， 6）家

畜の飼育, :7）農山村での食生活体験（輪番による食

事つくり） ， 8）果樹園・ハーブガーデン管理，およ

び9）農家ゼミ （夕食後1～1.5時間程度デイスカッシ
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ヨン）を実施する。最後に，終了後本ゼミに対する感

想を中心としたレポート提出を求めた。

履修する学生は本年度29人であり， これらの学生は，

それぞれ7人前後になるよう4つの班を編成しそれぞ

れの季節に応じた農作業を体験することとした。具体

的には， 1）田植えとハーブガーデン管理， 2）田の

草取りとアイガモ農法， 3）稲刈りと家畜管理， およ

び4）ハムつくりと農山村食生活体験としている。

しかし， 当村はゴルフ場開発やスキー場開発などの

流動的な経済効果に期待せず，永続性のある村の発展

を目指し， 山村留学や観光牧場経営などに取り組んで

いる。

その中で，本ゼミの受け入れ農家が所属する西山成

苗植組合は，成苗ポット植栽培により冷害回避，安定

高収量確保などを目指し， さらに疎植栽培により低農

薬有機栽培を実現している専業農家集団である｡

4．受け入れ農家にみる冷害対策と環境保全型農業の展開3． 鮫川村の農業概要

鮫川村は阿武隈山系南部に位置する山村である。標

高250～600n1こ集落があり，林野率76%,農家率73%で

ありヤマセの影響による冷害の被害が大きい地域であ

る。その農業概要は, 1)若年層を中心とした人口の

減少による農業担い手の不足， 2）高い農業就業率と

稲作中心型経営， 3）専業農家の減少と第2種兼業農

家の増大， 4）イネ・工芸作物などの作付の減少， 5）

零細な作付規模と高コスト ・低収益など日本農業のも

つ問題点を極めて象徴的にもつ地域である。

作業体験を行っている農家の圃場は，標高400mで

村の中でも特に冷害の被害が著しい地区に位置してお

り， 1993年の大冷害の年には村の中で最も冷害の被害

が甚だし〈，収穫皆無の水田もみられた。これらの環

境下において，受入れ農家は，成苗植．深水栽培によ

り冷害を克服し，低農薬栽培を実現しようとしている。

鮫川村の標準的栽培体系と受入れ農家が実施してい

る成苗．深水栽培体系の耕種概要を表1に示した。こ

表1 耕種概要

成苗

コシヒカリ

30g/箱

50日

堆肥3.Ot

ケイカル 140kg

ヨウリン40kg

深水

有機質肥料

N:1kg

P205:1.4kg

k20:0.2kg

有機質肥料

N:6kg

P205:4.8kg

k20:0.6kg

珪酸カリ 4kg

木酢液

稚 苗区分

品種

播種量

育苗日数

土壌改良材

コシヒカリ

2709/箱

28-30B

増把0.8t

苦土石灰40kg

ヨウリン40kg(10a当り）

水管理

基肥

浅水

化成肥料

N:4.8kg

P205:9.2kg

k20:6.4kg

化成肥料

N:1．8kg

k20:1.8kg

追肥

航空防除（4回）防除

注）施肥量は10a当たりで表した。

－74－



大学教育研究開発センター年報2 （1998． 3）

使している。これらのことから，受け入れ農家では成

苗・深水栽培により冷害回避およびイモチ病などの蔓

延を耕種的に防ぐことを目指している。

これらの稲作の管理法と稲の生育・収量の関係につ

いて，特に冷害の著しかった1993年における収量比較

を行ってみれば，表2のとおりである。まず栽植密度

れによれば，慣行栽培（稚苗栽培） との対比による成

苗植・深水栽培（成苗栽培）の特徴は， （1）育苗日数

が50日前後の成苗を用いる（2）疎植である（3）基肥を

抑え，生育診断に基づく施肥管理を実施している（4）

田植後から深水管理を行う（5）地力増進として堆肥・

珪カルなどを大量に施用している， などがあげられる。

これらは，現在での冷害対策のほとんどの技術6)を駆

表2収量および収量構成要素

稚苗☆2）

20.8

431

25．6×103

O.32

O.21

成 苗*3）

13．5

333

29．4×103

12．3

80.6

項 目

栽植密度

㎡当穂数

㎡当もみ数

登熟歩合

推定収量*1）

榊
誠
一
岬
一
物
一
岬

注）☆1）

★2）

★3）

千粒重を21gとして推定した。

2圃場を調査した。

5圃場を調査した。

で冷害対策技術として成苗・深水栽培は，登熟歩合が

慣行に比べ高くなりその被害を少なくすることが可能

である4)Oこれは，生育期間の短い山間部での稲作で

は，成苗植は初期生育を確保するのに役立ち，さらに

深水管理によって無効分けつを抑制し，低温を回避す

るなど健全株の育成がはかられたものと考えられる。

さらに，注目すべき点は受け入れ農家では肉牛の繁

殖・肥育一貫経営と水稲作などの作物生産が極めて密

接に関連づけられている。すなわち，水田から産出さ

れる稲わらをすべて乾燥・貯蔵し肉牛への飼料と用い

るほか，山間地水田の特徴である広大な水田ケイハン

ののり面などの下草をすべて繁殖牛の飼料として有効

に活用している。また，野菜作圃場や家庭での残飯な

ども繁殖牛への餌として利用している。このような効

率的な飼料配分を行うと同時に，家畜舎からの排泄物

は全量を耕地へすき込み，圃場への有機物確保に努め

ている。このような関係は，受け入れ農家での生活全

般に認められ，山林，家庭菜園，畑，水田，畜舎，野

草地などが図のごとく密接に関連して生活，経営が営

まれている。

をみれば，稚苗栽培が20株／㎡前後であるのに対し，

成苗栽培の水田では12～15株／㎡であった。この結果，

収穫期では1㎡当りの穂数は稚苗栽培で平均431本であ

るのに対し，成苗では平均332本となり，稚苗栽培が多

く穂を確保した｡しかし， 1㎡あたりの籾数をみると

稚苗栽培では平均25.6×103個／㎡となり，成苗栽培

では平均29.4×103個／㎡となり逆に成苗栽培で多く

なった。これは，成苗栽培で1穂粒数が多いことを示

している。次に登熟歩合をみると，今回のデータは0.03

~30%程度の登熟歩合であり極めて低いものとなった。

その中でも稚苗栽培の平均の登熟歩合は0.3％である

のに対し，成苗栽培では12.3％となった。これらの結

果から10aあたりの推定収量をみれば，慣行の稚苗栽

培では0.21kg,成苗栽培では80.6kgであった。これは，

当年の福島県平均の313kg3)と比較するとそれぞれ0.07

％， 25.8％に相当し，県平均値が気温の高い平地の生

産量を含めていることから， これらの結果は当農村で

の冷害による被害がいかにすさまじいのかを示してい

る。

以上， 1993年の例を中心に述べたが， このような高

冷地では冷害は極めて大きな被害を及ぼすが，その中
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図受け入れ農家に見る農山村地域資源の相互関連

堆肥

鰯勵砺

勢
癖

水

粟頚）

:、

このような，冷害など厳しい自然環境と対時する農

業という面と山林など地域内自然を有効に活用した農

村生活をこのゼミの履修者は体験し， さまざまな感想

を得ている。

害の発生機構と栽培上の対策，およびコメの流通と地

域間格差について議論した。また， 2）田の草取りと

アイガモ農法については， 7月5日から6日に実施し，

参加学生は9人であった。具体的な実習項目は，手作

業による田の草取り，除草機による除草， アイガモ水

稲同時作の管理，ハーブリースの制作を行った。農家

ゼミでは， 「アイガモ農法による低農薬水稲栽培」と

題して， アイガモ水稲同時作の概要，農薬の使用削減

と収量および食味への影響， および航空防除の問題点

と赤トンボの発生について議論した。また，両回とも

に，実習項目として，水田ケイハンの草刈り，野草資

源の飼料化，家畜の管理，手作りソバ体験，果樹園の

下草刈りを実施している（写真1および写真2参照） 。

これらに参加した学生の感想レポートはすべて回収した。

5.授業の実践

今回は1）田植えとハーブガーデン管理および2）

田の草取りとアイガモ農法について中心に報告する。

まず1）田植えとハーブガーデン管理については，

5月31日から6月1日に実施し，参加学生は11人であ

った。具体的な実習項目は，成苗による田植え，ハー

ブ苗の移植を中心に，農家ゼミでは「成苗植・深水に

よる低農薬水稲栽培」として,低農薬栽培の方法，冷

f’
一

…剛

1銭聯臘雛洲

写真1 アイガモ農法による無農薬水稲栽培圃場の管理
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写真2野草資源の刈り取りと畜産への利用

い」など地域・自然と適応した農業生産技術に対する

理解を深めた意見も見られた。また， このゼミ全体を

通して, 「みんなで同じ作業をして，いっしょにごは

んを食べるだけでいろんな人と仲良くなれた」あるい

は「人の温かさとか協力しあうとか近頃自分たちに欠

けていたことの大切さを知った」など農業を通じて学

生同士の連帯感を深めることができたなどの意見がみ

6．学生の感想と教養教育として位置づけ

参加した学生の主な感想を表3に示した。これらを

みれば， 「のどかで自然のいっぱいある所」として農

村の魅力を感じ， 「生活のもとになっているものを改

めて知った」など農業を食および生活と結びつけて考

え， さらに「作業の一つ一つに関して非常にきめ細か

表3学生の感想（主なもの要約）

○忙しかったけど充実した2日間を送れました。いろいろ体験できて良かったです。将来

私も鮫川村のようなのどかで自然のいっぱいある所で暮らしたいと思いました。

○農家の人は、おおざっぱであると思ったが、作業の一つ一つに関して非常にきめ細かい

ケアがあって初めて良い作物ができることを実感した。田の周りの草を刈り、その草を牛

の飼料として利用し、その排泄物を田に戻すなど、ムダがないことを実感した。

○田植えを自分の手で行ったことで普段何気なく食べているご飯の1粒の重さを知った。

このゼミに参加して、生活のもとになっているものを改めて知ったような気がした。

○みんなで泥だらけになって農業のすばらしさときびしさを実感することができました。

飽食の現代社会で自分が口にするものがどんな過程を経てきたかを考え､それを作り出し

てきた人たちへの感謝の気持ちが欠けていたと思います。

○気候が寒いためにおいしいお米ができないという場所において、おいしくないからつく

らないというのではなく、この場所でどうすればよりよいお米ができるかを考え、がん

ばっているところはすごくいいと思う。

○1泊2日の短い間だったけどみんなで同じ作業をして､いっしょにごはんを食べるだけ

でいろんな人と仲良くなれた。きっと農業を営んでいる家族はコメなどの収穫という同じ

目的をもって団結していて、同じリズムで生活しているからお互いのことがよく知ってい

たり､仲良くなれるのだと思った。 ！
○ちょっと歩けば店があるという私たちの生活とは違って、食事の材料は自給している物

が多く、できあいのものはなくて全部手作りだというのに驚いたし、食事はとてもおいし

かった。人の温かさとか協力しあうとか近頃自分たちに欠けていたこと:の大切さを知っ

た。
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会誌． 25(1) ：51-56

2）小松崎将一（1996）都市住民における農山村地域

資源の教育的活用に関する研究第2報冷害にみる

農業生産の困難性への理解.農業教育学会誌．

27(1) ： 1－7

3）農林水産省統計情報部（1994）平成5年度市町村

別水稲収穫量．農林水産統計協会

4）作井英人(1994)平成5年冷害における稲作被害

の軽減要因．農業および園芸． 69(2) ：233-242.

5）津野幸人．小さい農業一山間地農村からの探求．

農文協：6-18.1995

6）内嶋善兵衛（1994）平成大凶作に思うこと．農業

られた。

また，受け入れ農家では農山村地域資源を有効に活

用した生活および農業生産が実現している｡このこと

から農山村での生活体験は，大量消費社会の一員とし

ての従来の生活とは異なり，地域資源と密接に関連す

ることで，省エネルギあるいは省資源を実現する稔り

多い生活スタイルを想起させるものと期待される。

またゼミで体験した稲作は，冷害克服に対して現状

では高水準の技術をもって対処しているものと考えら

れる。このような冷害などの問題は， 自然と人間との

接触の最前線はいつの時代でも食べることに関わるも

のであり，それらの基本的な部分は常に自然と対時し

た技術であることを農学の初学者に強く認識させたも

のと考える。

このような自然と対時しかつ調和する農業は，人間

のもつ全能力の発動を求めて止まぬものがあり，マニ

ュアル化された技術ではなく，たゆまぬ研讃の結果得

られるところの技術を駆使する世界である。そこに，

分業体制下での生産労働に比べて，小さな農の営みの

中には生の充実感が満ちあふれている， という意見も

ある5)。従って，主題別ゼミナールの教育目標である

物事を主体的に探求する能力の育成という観点から，

農学の初学者が農村生活を体験することは一定の役割

を担うものと考える。

以上の結果から，農学の初学者が実作業体験による

農山村の現状を理解することは，細分化された農学の

諸分野を学習する前に,地域・自然ョ生活と農業との

かかわり合いを深く認識し， これから学習する諸分野

の位置づけがなされていく:ことが期待される。とくに，

農山村はこれらの関係が深く相互連関していることか

ら，その生活様式は人間と自然との間の厳しい緊張と

共生の関係を，農業技術などの具体的なものとして認

識することが可能であり，農学を学ぶ初学者に対して

示唆の多いものと考えた｡

および園芸． 69 （1） ：8-14.

7．引用文献

1）小松崎将一(1994）都市住民における農山村地域

資源の教育的活用に関する研究第1報稲作栽培を

とおした交流の意義とその実践について．農業教育学
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学生による健康・スポーツ科目の授業評価
Evaluationofthesubject"HealthandSport'' bythestudents inlbarakiUniversity

太田茂秋， 日下裕弘，田中茂穂(教育学部保健体育講座）
ShigeakiOHTA,YukoKUSAKA,andShigehoTANAKA

DepartmentofHealthandPhysicalEducation, FacultyofEducation.

なっている。本調査の対象は， 1996年前期の健康・ス

ポーツ科目を履修した学生である。このような対象に

ついて，原則として7月の最後の授業時間を利用して，

別紙に示したような質問紙調査を実施した。

B4サイズの質問紙は無記名式で，左側の番号を選

択する項目群（1年生;Q1～Q14, 2年生;Q1~

Q11)と右側の自由記述項目群とに分けられる（付録

参照） 。選択式の項目については， 「1．強くそう思

う」から「3． どちらともいえない」を経て「5．全

くそう思わない」までの5段階のいずれかを選択する

こととした。学生には，授業時間中にそれとマークシ

ート記入用紙を渡し，左側の部分はマークシート記入

用紙に，右側の自由記述欄は質問紙に直接，記入して

もらった。その結果， 1年生では927名， 2年生では

835名が回答した。これは，全1 ． 2年生のおよそ5

～6割に相当する。

1 ． はじめに

健康・スポーツ科目は，大学設置基準の大綱化を受

けて， 1994年度入学生から実施している科目である。

それ以前は， 「保健体育理論」 2単位に加え， 「体育

実技」として， 45時間1単位で在学中に2単位が必修

とされていたが，本学では，周到な検討の結果，原則

として1 ． 2年次に， 30時間1単位の健康・スポーツ

科目を各学年でl単位ずつ，計2単位履修しなければ

ならないこととしている。

「体育実技」 も，様々な意義をもつ授業として，そ

の必要性について学生から一定の支持を受けていた科

目であるが（西嶋他， 1992） ，その発展を意図した健

康・スポーツ科目は，

・身体における体験学習をとおして，心身の調和を図

り，健康・体力を保持増進し，生涯にわたり健康的で

より豊かな生活を設計するために必要な基本的技術や

知識を修得する

・スポーツを通じて人間や自然とのコミュニケーショ

ンを深め，その意義を理解する

という目的を掲げている。その目的を達成するため，

従来の「体育実技」から様々な改善を加えてきたが，

3年目を迎えた1996年度に，学生および担当教官それ

ぞれに，大規模な質問紙調査を行った。ここでは，主

に学生の調査結果について分析するとともに，そこか

ら導き出される今後必要な改善点等を検討する。尚，

健康・スポーツ科目は必修の「身体活動」と選択の

「スポーツ実技」に分けられるが，今回は｢身体活動」

のみについて，調査・検討を行った。

2．対象と方法

健康・スポーツ科目は， 1 ・ 2年生時にそれぞれ1

単位を，前期または後期のどちらかに履修することと

3．結果と考察

1）授業の期待度・満足度・内容

Q1で「この授業が毎回楽しみだった」かどうかを，

5段階評価でたずねている。1 ． 2学年ともに， 「2．

そう思う」が最も多くを占めており， 「1．強くそう

思う」とあわせると， 1年生で68.3％， 2年生で67.4

％の学生が授業を楽しみにしていたことになる。また

「満足のできる授業だった」かたずねた質問（1年生

;Q11, 2年生;Q8)についても， ほぼ同様の結果

を示しており， 1年生で計74.5％， 2年生で74.9％が

満足だとしていた。この点については，茨城大学点検

・評価委員会による「保健体育科目」についての調査

（1994）やウ茨城大学・大学教育研究開発センターに

よる調査（1996）でも，他の教養科目と比べて非常に
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高い評価を受けていることが既に報告されている。た

だし， 2年生の阿見地区の場合は，若干評価が低いよ

うであった。

Q3は「健康・スポーツ科目の目的にあった内容だ

った」かという質問であったが，前述の2つの質問項

目と似た結果であるものの，わずかに評価が厳しいよ

うに見受けられる。

尚，以上の質問項目について高い評価を得ていたの

は，主にカヌー，水泳（トリム） ，エアロビックダン

ス等の， どちらかと言えば少人数授業を行ったクラス

であった。

2，)教科書・教科書説明会．レポート

健康・スポーツ科目では，単にスポーツを行うだけ

ではなく，広く健康も含めて理論を習得するために，

教科書を用意し，それに基づいたレポートを課してい

る。この調査を行った1996年度の場合は， 2年生は

「身体活動の科学」を， 1年生はそれに加えて，保健

領域をカバーする教科書として「大学生の保健」を採

用していた。そして， 1年次に各教科書についてそれ

ぞれ1時限使って，講堂で説明会を行った。尚， 2年

生については，説明会を調査の前年に実施していたの

で，今回の調査ではたずねていない。

教科書とその説明会に関する質問は， 1年生の場合

Q4～Q7, 2年生ではQ4であるが，いずれも最も

多い回答は「3． どちらともいえない」で， どちらか

と言えば「4．そう思わない」という否定的な意見の

方がい<ぶん多かつた。教官に対する質問紙によると，

レポート以外に教科書を積極的に利用している教官は

いないのが現状であった。また学生による自由記述欄

から推察すると，説明会も，講堂で各コマ毎に300～

450人の学生に対して一斉に行ったのだが，照明が暗

く机もない状況では，効果がそれほど大きなものでは

なかったと考えられる。

それと比べると， レポートに対する評価は若干高く，

肯定的な回答の割合が多くなっている（1年生:Q8

~Q10, 2年生:Q5～Q7) 。ただしその中で，教

科書はある程度有効に活用していると考えている者が

多い（1年生:Q9, 2年生:Q7)のに対し，授業

内容（実技） との結びつきについては， 1年生に限り，

否定的な考えの学生の方が肯定的な考えの学生より多

数派である（1年生:Q10, 2年生:Q7) 。

3）施設・クラスサイズ・種目

これらについては， キャンパスによる違いが明確に

出ている。まず施設についてみると (Q2) ,水戸地

区の学生は1 ． 2年生ともにある程度十分だととらえ

ているが，阿見・日立地区はいずれもそう考えていな

い学生の方が多い。またクラスサイズに関しては（1

年生:Q12, 2年生:Q9) ,水戸地区でも一部の学

生が多すぎると考えてはいるものの，概ね適当として

いる。しかし，阿見・日立地区は「やや多い」と答え

た学生が最も多かった。逆に，選択できる種目につい

ては，いずれの地区でも「ちょうどよい」とする者が

多い中で， 「やや少ない」と答えた学生がその次に多

くみられた。

今後の課題

1）教科書の活用

今回の調査で最も学生の評価が低かったのは，教科

書とその説明会であった。そこで，教科書説明会のや

り方を少しずつ変えている。 1996年度の後期には各コ

マの学生数が前期より少ないという事情も幸いして，

講堂ではなく，共通教育棟等の大教室を使用して行っ

た。講堂は暗く， メモをとるのも不便であり，広いス

ペースのため声が通りにくく，教官と学生の意志の伝

達がとりにくいという問題がある◎それ以後の調査は

行っていないが，講堂で行うよりは，担当教官・学生

ともにやりやすさを感じているように見受けられる｡

また， 1997年度からは，一方の教科書については各ク

ラス（種目）毎に行うようにしている。

しかし，使用頻度が少ない教科書が2冊あるという

のは，少なくとも一定数の学生にとって不満であり，

授業内容といかに結びつけるかが，今後の大きな課題

である。現在，授業内容とより直接的につながる内容

をもった新しい教科書を，センターの1997年度研究開

発費を使って作成中である （1998年度刊行予定） 。

2）クラスサイズと施設

現在のところ，各種目平均で40人程度のクラスサイ

ズになるよう，各コマに様々な種目を用意している。

今回の結果からみると，水戸地区の場合，現状に不満

を示す者もある程度みられたが， 「3． ちょうどよい」
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本化が早急に必要である。と答えた学生が最も多かった。逆に言えば，現在のク

ラスサイズは，水戸地区の学生にとって概ね満足ので

きる授業を実施するための限界に近いと考えられる。

水戸地区で用意している健康・スポーツ科目の種目

の中には， スキー， カヌー，野外山野，ゴルフ， フィ

ジカルフィットネスなど20人程度かそれ以下で実施し

ている少人数授業がある。それらを削れば， クラスサ

イズを大きくすることも可能であるが，今回の調査で

特に評価の高かったのは，概してそうした種目であっ

た。これらは,健康・スポーツ科目の目的を充足し，

多様な選択肢を用意するために全学的な要望を受けて

取り入れたものであり，安全性を確保するためにも，

ある程度クラスサイズを小さく抑えておく必要がある。

元来，そうした種目を積極的に取り入れたことが茨城

大学の特色の一つであるが,調査を行った1996年度と

比較して， 1997年度， 1998年度とわずかながらクラス

サイズが大きくなってきており，歯止めが必要な時期

にきている。

また，阿見と日立の両地区では， クラスサイズが大

きいという不満の声が多かった。そこで， 日立地区の

場合は，調査翌年の1997年度から， クラスを一つ増や

して対応した。また，用具の新規購入や倉庫の移動な

ど，いくつかの改善を行った。しかし阿見地区の場合

は， グラウンドが使用にたえないため，現在でも各コ

マ1つのクラスしか用意できない状況である。しかも，

使用しているのはキャンパス外の施設であり，時間的

にも不便が大きい。学生が自由記述欄に書いた内容か

らみると， 日立地区や水戸地区も，十分な更衣室やロ

ッカーを用意することや，夏には相当な暑さになる体

育館や柔剣道場の冷房を設置すること， グローブやラ

ケット，ボール他の用具を充実させること等’改善す

べき点は多いが，阿見地区については，特に早急な対

応が望まれる。

そのためには，体育施設管理の全学的な一本化が必

要である。阿見・日立両地区は，水戸地区から常勤の

保健体育教官が毎年1名ずつ担当するようにしてはい

るが，体育施設の管理は各学部に任せられており， し

かも経常的な予算枠はない。水戸地区だけでも各体育

施設の管理責任母体が分散していることによる弊害が

あるが，阿見・日立両地区を含めた全学的な管理の一

まとめ

以上のように，多くの学生が健康・スポーツ科目の

授業全体としては満足していた。しかし，教科書やレ

ポートについては，必ずしも十分なものではなく，今

進めている新しい教科書の作成や，教科書・レポート

と実技を有効に結びつけることが大きな課題である。

また，更衣室をはじめ，体育館や柔剣道場の冷房，各

スポーツの用具など施設を充実させるとともに， クラ

スサイズは少なくとも現状を維持することが必要であ

る。この点については，特に阿見・日立地区の早期の

改善力埋まれる。そのためにも，全学的な体育施設の

管理体制の一本化を図るべきである。
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付録

授業全体の感想（1年生用）の質問項目

学部 学科（課程） 性別 1．男 2．女 曜 限（種目； ）

★半年間の授業について率直に評価してください。来年度以降の授業の参考にさせていただきます（1～14につ

いては，適当と思う番号を，別紙マークシート用紙に鉛筆で記入してください） 。

そ
、
フ

強
く

い
え
な
い

ど
ち
ら
と
も

そ
う
思
わ
な
い

全
くそ

う
思
う

そ
う
思
わ
な
い

田
ロ
ス
ノ

l. この授業が毎回楽しみだった 1 2 3 4 5

2．授業目的からみて施設は十分だった 1 2 3 4 5

3．健康・スポーツ科目の目的＊にあった内容だった 1 2 3 4 5

（＊身体による体験学習を通した心身の調和，健康・体力の保持増進，生涯にわたり健康で豊かな生活を設計す

るのに必要な基本的技術や知識の修得，人間や自然とのコミュニケーションを深めその意義を理解）

4．教科書「身体活動の科学」の説明会は効果的だった 1 2 3 4 5

5．教科書「身体活動の科学」は必要でありためになった 1 2 3 4 5

（買っていない場合は無記入）

6．教科書「大学生の保健」の説明会は効果的だった 1 2 3 4 5

7．教科書「大学生の保健」は必要でありためになった 1 2 3 4 5

（買っていない場合は無記入）

8． レポートは，書いてみて有意義だった 1 2 3 4 5

9．教科書を有効に利用したレポートだった 1 2 3 4 5

10．授業内容と効果的に結びついたレポートだった 1 2 3 4 5

11．満足のできる授業だった 1 2 3 4 5

（以下の設問は1．多すぎる 2．やや多い 3． ちょうどよい 4．やや少ない 5．少なすぎるの5つ

から選んでください）

12． クラスの人数は適当だった 1 2 3 4 5

13．あなたのコマに用意された種目の数は適当だった 1 2 3 4 5

14．来年度から複数の種目を行ってほしい 1 2 3 4 5

（例；学期の前半と後半のそれぞれで，別の種目を行う）

教科書やレポート，説明会について，率直な意見を聞かせて下さい（例；教科書説明会を，全種目集めて講

堂で行うことについてどう思うか等。改善案でも可） 。

健康・スポーツ科目で特にやってみたい種目をあげてください（既にあるものでも可） 。

この授業全体でよかった点はどんなことですか？

この授業全体で不満の残った点、改善した方がいい点はどんなことですか？

高校の保健体育の授業と比べてどうでしたか？ （目的，進め方…）

その他，感想等あったらどうぞ。

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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授業全体の感想（2年生用）の質問項目

1． この授業が毎回楽しみだった 1 2 3 4 5

2．授業目的からみて施設は十分だった 1 2 3 4 5

3．健康・スポーツ科目の目的＊にあった内容だった 1 2 3 4 5

（＊身体による体験学習を通した心身の調和，健康・体力の保持増進，生涯にわたり健康で豊かな生活を設計す

るのに必要な基本的技術や知識の修得，人間や自然とのコミュニケーションを深めその意義を理解）

4．教科書「身体活動の科学」は必要でありためになった 1 2 3 4 5

（買っていない場合は無記入）

5． レポートは，書いてみて有意義だった 1 2 3 4 5

6．教科書を有効に利用したレポートだった 1 2 3 4 5

7．授業内容と効果的に結びついたレポートだった 1 2 3 4 5

8．満足のできる授業だった 1 2 3 4 5

(以下の設問は1．多すぎる 2．やや多い 3． ちょうどよい 4．やや少ない 5．少なすぎるの5つ

から選んでください）

9． クラスの人数は適当だった 1

10． あなたのコマに用意された種目の数は適当だった 1

11．来年度から複数の種目を行ってほしい 1

（例；学期の前半と後半のそれぞれで，別の種目を行う）

２
２
２

3 ４
４
４

5

３
３

５
５

(以下のQ12～Q17は， 1年生用のQ15～Q20に対応）
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平成9年度大学教育研究開発センター活動内容

大学教育研究開発センター活動の経過

－89－

月 日 事 項 備 考

9． 4． 3㈱

4． 23(刺

5． 8㈱

5． 14伽

5． 15(杓

5． 16㈲

6． 4(刺

6． 12㈱

6． 25㈱

7． 1(火）

大学教育研究開発センター運営委員会（第1回）

教養科目専門部長会議（第1回）の合同会議開催

･平成9年度大学教育研究開発センター運営経費について

･平成10年度教養科目基本計画案の様式について

大学教育研究開発センター運営委員会（第2回）

教養科目専門部長会議（第2回）の合同会議開催

･平成9年度大学教育研究開発センター運営経費について

･大学教育研究開発センター

の発行について

「ニュース・レター 」 第5号

大学教育研究開発センター運営委員会（第3回）の拡大委員

会開催

･分野別科目 （社会の分野）の非常勤講師について

･後学期開講授業の受講希望調査について

第33回12大学教養部長・事務長会議

･教養教育の実施に伴う全学の協力体制について

･教養部組織の改組後の問題点について

平成9年度全国国立大学教養教育実施組織代表者会議

･教養教育と専門教育の提携4年一貫教育の確立につい

て

･全学共通教育と非常勤講師の問題について

教養科目専門部会長会議（第1回）開催

･平成10年度教養科目の基本計画（案）について

大学教育研究開発センター運営委員会（第4回）開催

･平成10年度教養科目の基本計画（案）について

･平成10年度非常勤講師時間の配分（案）について

･平成9年度大学教育研究開発センター運営委員会におけ

る小委員会等委員について

教養科目専門部会長会議（第2回）開催

･平成10年度教養科目の基本計画（案）について

･平成10年度各バンド毎の授業本数について

･平成9年度教養教育実施に係る年間計画について

･大学教育研究開発センター運営費について

大学教育研究開発センター運営委員会（第5回）開催

･平成9年度大学教育研究開発センター運営費について

･平成10年度教養科目の基本計画（案）について

･平成10年度非常勤講師時間数配分表（案）について

･平成9年度教養教育に関する基本調査（案）について

･平成9年度教養科目の任意開講について

合同会議を改め

拡大委員会に名称変更

主催：弘前大学

主催:東北大学
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月 日 事 項 備 考

7． 10㈱

7． 31㈱

8． 6(水）

9． 9㈹

9． 11㈱

10． 8㈱

10． 9㈱

11． 5㈱

11. 11㈹

大学教育研究開発センター運営委員会（第6回）の拡大委員
会開催

･平成10年度教養科目の基本計画（案）について

･平成10年度非常勤講師時間の配分（案）について

･平成9年度農学部担当教養科目 （社会の分野）に係る非
常勤講師の任用について

大学教育研究開発センター運営委員会（第7回）開催

･マギル大学英語集中講座に係る単位認定について

･教養科目の授業に関するシンポジウムについて

･大学教育研究開発センター年報の発行について

･大学教育研究開発センター予算について

教養科目専門部会長会議（第3回）開催

･平成10年度教養科目の実施計画について

･平成9年度非常勤講師時間（センター保留分）について
･平成9年度予算の執行について

教養科目専門部会長会議（第4回）開催

･平成10年度教養科目の実施計画について

･平成9年度予算の執行について

大学教育研究開発センター運営委員会（第8回）開催

･平成10年度教養科目の実施計画（案）について

･平成10年度教養科目の任意開講科目について

･平成10年度教養科目履修案内及び教養科目シラバスの編
集日程について

o平成9年度教養科目の追加開講科目について

教養科目専門部会長会議（第5回）開催

･平成10年度教養科目の実施計画（未定部分）について

･平成10年度学年暦及び新入生オリエンテーション計画に
ついて

大学教育研究開発センター運営委員会（第9回）開催

･平成10年度教養科目に係る非常勤講師の任用について

･平成10年度学年暦及び新入生オリエンテーション計画に
ついて

教養専門部会長会議（第6回）開催
･平成10年度教養科目履修案内について

･平成10年度教養科目シラバスについて

o衛星通信教材を活用した教育プロジェクト公募について

大学教育研究開発センター運営委員会（第10回）開催

･平成10年度茨城大学学年暦（案）について

･平成10年度新入生オリエンテーション日程（案）につい
て

･平成10年度教養科目履修案内（案）について

･平成10年度教養科目シラバス（案）について

･平成10年度教養科目の任意開講科目について

･教養科目に関する調査について
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月 日 事 項 備 考

11. 26（水）

12． 3㈱

12. 11(h

1． 20㈹

2． 12(洞

2． 26㈱

3． 11㈱

10

教養教育に関するシンポジウム開催

･招待講演「教養教育の課題解決への方策

千葉大学副学長

」

大学教育委員会委員長野口薫教授

･健康・スポーツ科目教育の方法

｡情報関連科目教育の方法

教養科目専門部会長会議（第7回）開催

･平成11年度教養教育の基本方針について

･平成10年度教養教育に関する予算について

大学教育研究開発センター運営委員会（第11回）開催
･教養教育等の実施体制の見直しについて

･平成10年度教養科目の任意開講科目について

，外国語科目のパンフレットについて

･専門科目の集中講義について

大学教育研究開発センター運営委員会（第12回）の拡大委員

会開催

o平成11年度教養教育の基本方針について

･平成10年度教養教育に関する予算について

･平成10年度教養科目履修ガイダンス実施要領について

･平成9年度分野別科目 （社会の分野）担当者の変更につ
いて

･外国語科目のパンフレ秘トについて

教養科目専門部会長会議（第8回）及び基本方針小委員会合

同委員会開催

･平成11年度教養教育の基本方針について

･平成9年度教養教育実施結果報告書について

大学教育研究開発センター運営委員会（第13回）の拡大委員

会開催

･平成9年度教養教育実施結果報告書（案）について

･平成11年度教養教育の基本方針（案）について

･教養教育の実施体制の見直しについて

･平成10年度教養教育に関する運営費（案）について

･平成10年度分野別科目 （社会の分野）担当者の変更につ
いて

･平成10年度教養科目任意開講科目について

･工学部における教養科目の履修について ．

大学教育研究開発センター運営委員会（第14回）の拡大委員

会開催

･平成9年度教養教育実施結果報告書（案）について

･平成11年度教養教育の基本方針（案）について

･平成10年度教養教育に関する運営費（案）について

場所：茨苑会館

第7 ． 8 ． 9集会室

時間：13時から17時30分



大学教育研究開発センター関係委員名簿

【運営委員会委員】

◎センター長

○副センター長

○副センター長

奥 達

横沢正

巽 申

雄（工学部）

芳（理学部）

直（教育学部）

【実施調整部教養科目専門部会委員】

◎実施調整部長横沢正芳

(注）※印は、当該専門部会の部会長を示す。

【研究開発部専門部会委員】

◎研究開発部長巽 申直

(注）※印は、当該専門部会の部会長を示す。
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区 分 人文学部 教育学部 理学部 工学部 農学部

学部選出

併任教官
佐々木寛司 尾崎久記 豊田 彰

百瀬義広

西野創一郎
高原英成

学 部

教務委員長
伏見厚次郎 相馬壽明 日合文雄 神永文人 阿久津克巳

部会名
責任部局選出

併任教官

学部選出専． 門部会委貝

人文学部 教育学部 理学部 工学部 農学部

外国語科目 ※高橋智之 鈴木芳男 庄子 信 菅野正吉 馬 書根 桑原重文

健康・スポーツ科目 ※日下裕弘 大畠一芳 勝本 稟 折山 剛 小檜山守 佐合隆一

情報関連科目 ※仙波一郎 伊藤哲司 本田敏明 寺阪利孝 沼尾達弥 中石克也

人 文科 目 ※植野弘子 深澤安博 前川捷三 木村 眞 小林正樹 朝山宗彦

社 会科 目 ※飯塚和之 木村昌孝 鈴木暎一 高橋正樹 塚元康輔 安藤光義

自 然 科 目 ※佐久間隆 渡邉邦夫 伊藤 孝 森野 浩 湊 淳 米倉政実

総合科 目 ※松井宗彦 新田 滋 佐藤晋一 菅井俊郎 栗原和美 町田武美

部会名 人文学部 教育学部 理学部 工学部 農学部

教養教育研究

開発専門部会

教育課程調査

研究専門部会

※佐々木寛司 尾崎久記 豊田 彰

百瀬義広

西野創一郎

高原英成
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平成9年度大学教育開発センター年報編集委員

(人文学部・併任教官）

(教育学部・併任教官）

(理学部・併任教官）

(工学部・併任教官）

(農学部・併任教官）

(工学部・センター長）

(教育学部・副センター長）

○印委員長を示す

○佐々木

尾崎

豊田

百瀬

高原

奥

寛
久

司
記
彰
広
成
雄
直

義
英
達
申距

一
〈

発刊年・月

発 刊

住 所

電 話

FAX

印刷所

1998年3月

茨城大学大学教育研究開発センター

〒310-8512水戸市文京2－1－1

029－228－8414

029－228－8499

㈱高野高速印刷
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