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年報巻頭言

茨城大学大学センター長

森野浩

平成18年度は、当センターにとって大きな節目になる年であった｡平成8年度から教養教育

の企画･実施を担ってきた大学教育研究開発センターが大学教育センターとなり､従来の学

部との双頭体制からセンターを中心とした実施体制にかわった｡同時に､全学の教育に対す

る教育支援や点検評価の支援も求められることになった｡平成14年度から一部の学部学科で

パイロット的に開講された総合英語カリキュラムは､平成17年度には全学導入までこぎ着け、

平成18年度からはその安定的実施とともに点検作業が始まった｡理系基礎教育でも着実な

進展がみられている｡特に､高校との接続を考慮したカリキュラムでは､基礎的数学分野で特

別クラスを設けて手厚い講義を行い､成果を上げてきた｡そして､平成18年度はこのシステム

を対象学部と対象分野をさらに広げた。

これらのカリキュラムは､平成17年度から3年間の文科省概算要求によって支援を受けつつ

実施してきたものであり、平成20年以降、自前の体制を含めての継続が必要であることは言う

までもない。

平成8年度前後に全国の国立大学はのきなみ教養部を廃止し､教養教育は委員会方式や

当大学のようにセンター方式で担われてきた｡そして､国が教育の重要性を指摘する中で､各

大学は様々な取り組みを実施してきている｡具体的な取り組みをめぐって､毎年､多くの学習

会､講演会､シンポジウムが開催されている。当センターでもそれらの行事に積極的に参加し、

成果の発表と情報の交換を行ってきた｡それの詳細は年報をご覧いただきたい｡茨城大学の

総合英語と理系基礎教育は､上記の機会における発表をとおして､他大学から高い評価をえ

ている｡このことは学内ではほとんど知られていないことだと思う。

本年報には､大学教育センターの基本的行事(FD研究会とシンポジウム､活動内容､推奨

授業選定)に加えて､教養教育に関する論文･研究ﾉｰﾄ､さらに様々な報告が掲載されてい

る｡本年報を通してセンター内関係者は1年間の活動を振り返っていただき､また､外部の方

は活動の内容を知っていただく、あるいは､茨城大学およびそれぞれの大学における教養教

育あり方について思いを馳せていただければ幸いである。
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平成17年度茨城大学教養教育シンポジウム





平成17年度茨城大学教養教育シンポジウム

『適正な成績評価のためのテストのあり方」

実 施 要 項

昨年度の教養教育シンポジウムは， 「適正な成績評価基準の確立に向けて」をテーマに､北海道大

学における適正な成績評価実現のための取組の現状を伺った後，本学における学生授業アンケート

と実際の成績評価との関係について意見交換を行いました．

今年度はそれを発展させ，成績評価を決定する最も重要なファクターであるテストを取り上げ，

「適正な成績評価のためのテストのあり方」をテーマに据え，シンポジウムを開催します．

講演では， リクルートマネージメントソリューションズの吉原憲一氏に、テストの専門家の視点

からテストをめぐる様々な問題についてお話いただき，適正なテスト作成のポイントについて理解

を深め､続いて本学の総合英語,数学(接続教育)の担当教員からの報告と総合討論を用意しました．

日 時：平成17年12月21日 （水） 13時～

場 所：理学部K棟1階インタビュースタジオ

参加対象：茨城大学教職員並びに学外教育関係者

参加費：無料

プログラム

13：00

13：05

13：15

（進行係：大学教育研究開発ｾﾝﾀｰ併任教員 安藤光義）

オープニングアドレス 大学教育研究開発ｾﾝﾀｰ長 阿久津克己

学長挨拶 茨城大学長 菊池龍三郎

特別講演「適正な成績評価実現のためのテスト」

講演者： リクルートマネージメントソリューションズ

組織行動研究所 吉原憲一

体 憩14：45

事例報告（1）

「習熟度別積上式教育における成績評価一総合英語の事例から－」

大学教育研究開発ｾﾝﾀｰ総合英語教育部評価部門ﾁｰﾌ 斉田智里

事例報告（2）

「接続教育の構想と実際一数学の事例から－」

大学教育研究開発ｾﾝﾀｰ理系基礎教育部 千葉康生

総合討論 （司会：大学教育研究開発ｾﾝﾀｰ副ｾﾝﾀｰ長 佐々木寛司）

閉 会

15 00

15 30

16：00

17：00

主催：大学教育研究開発センター

☆問い合わせ先☆

茨城大学学務部学務課大学教育研究開発センター係

水戸市文京2－1－1

Tb1.029-228-8414

-3-





○阿久津センター長

大学教育研究開発センター長の阿久津でございます。

本日，第10回の教養教育シンポジウムを開催いたします。

最初のテーマは， 「適正な成績評価のためのテストのあり方」ということでございます。

この背景を少し述べますと，今，茨城大学におきまして，質の向上を図るために，一つの

方法として，成績の評価の基準化が必要であろうということで，昨年度からこのシンポジ

ウムのテーマとして取り上げ具体的な検討を進めてきております。昨年度は北海道大学の

先生をお呼びいたしまして， 「適正な成績評価の基準の確立に向けて」 ということでシン

ポジウムを開催いたしました。

その中で，本学としまして，今現在，茨城大学の成績基準というのはどうなっているか

ということを現状分析した結果，一つのことが明らかになりました。それは，成績の評価

をする上において，学生の理解能力等を高めるという点から考えますと，テストのあり方

が非常に重要であるということがデータ的にわかりました。

そこで，副センター長の佐々木先生と安藤先生にシンポジウムを企画していただき，テ

ストのあり方について焦点を当てて， どのようなテストのやり方が的確な成績評価につな

がるかということで，今回，テストの専門家であるリクルートマネジメントソリューショ

ンズの吉原先生をお招きして，テストのあり方についてご講演をしていただくことになり

ました。

もう一つのテーマとして,茨城大学の教養教育の目玉である習熟度別英語，総合英語で

すね。これと，今年から始まりました接続教育，理系の基礎について， 1年， 2年と進ん

できてそれなりのデータが出てきましたので， これらの現状も踏まえて，本学のできるだ

け多くの皆さんとこれらの内容を共有して，茨城大学の教育の質の向上を図るために，今

回のシンポジウムで取り上げてみました。今回のシンポジウムで， これらの2つのテーマ

について出席の皆様と議論を深めたいと思いますので,どうぞよろしくお願いいたします。

○司会

それでは，続きまして，茨城大学学長の菊池龍三郎先生よりごあいさつをお願いいたし

ます。

○菊池学長

こんにちは。本日は，第10回の教養教育のシンポジウムということでお集まりいただき

まして， ありがとうございます。

本学の教養教育のシンポジウムは10回目を数えますが， これまでにも，いろいろと新し

い試みなども取り入れて，相当に意欲的，実験的なシンポジウムであったと記憶しており

ます。ただ， ここで発表された成果をもっと全学に発信して理解の共有と実践の広がりに

結びつけていく必要があるなと強く思っているところです。

きょうは吉原先生にお願いして，教育の質の向上, これは本当に国立大学にとっては差

し迫った避けられない課題でありますが， どうもそれについていろいろなところで温度差

というか，取り組みや意欲にも差があるというのが現状かなと思っていることから，その

辺のところのお話も伺えると期待しております。

しかし，茨城大学の大教センターが，いろいろ意欲的に取り組んでいることは相当全国
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的に知られていると思います。 これは私は率直にうれしいところでありますが,今申し上

げたように， これを教養教育だけでなく， もっと全学的な教育の質の向上に結びつけてい

く必要があると思っております｡

そうした中で，例えば，理系の接続教育，それに参加した学生に聞きましたが， とても

自信がついたとい‘うような評価です。それからj総合英語につきましては本学の看板であ

りまして，何としてもやり抜かなければならない課題だと考えております。 しかし，その

中には,本日， ご報告があると思いますが，成績の評価を初めとしていろいろな課題があ

るわけでありまして， これは一つ一つ解決していかなければならない課題であります。

認証評価も余り遅くするわけにいかないのであって，今のところ平成20年度を考えてお

ります。それまでにさまざまな教育上の問題や課題を解決して，質の向上の面でとにかく

一歩でも二歩でも実績を上げていけるかどうかに,大げさでなく，大学の命運がかかって

いると考えております。

本日，お集まりいただいた方々には,本日のシンポジウムの中身と意義をぜひ一人でも

多くの先生方や職員の皆さんに伝えていただきたいと思っております。毎年毎年シンポジ

ウムは充実してきていると思います。私たちはこれをもっともっと熱気のあふれたシンポ

ジウムにしたいなと思っております。本日の成功をぜひ期待をしております。

リクルートの吉原先生には,お忙しい中おいでいただきましてありがとうございます。

私たちの期待に応えるくださるご講演になると思っております。その後，総合英語を初め

とする実践例，提案もいただけるということでjその成果に大いに期待をしております。

以上まとまりませんが, あいさつにさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 ‘

○司会

ありがとうございました◎

それでは，特別講演に移らせていただきます。

本日の講演をお願いしておりますのは， リクルートマネジメントソリューションズの組

織行動研究所の吉原憲一先生でございます｡

吉原先生は本学のOBでございます。平成7年に農学部を卒業されて，その後，東京農

工大学連合大学院の博士課程を終了され，その後，現在の会社に従事していらっしやいま

す｡

それでは，吉原先生，講演をよろしくお願いいたします｡

特別講演

「適正な成績評価実現のためのテスト」

講演者： リクルートマネジメントソリューシヨンズ組織構造研究所吉原憲一氏

皆さん， こんにちは。 リクルートマネジメントソリューションズの吉原と申します。

今，安藤先生のご紹介があったとおり，私は1991年に茨城大学農学部の資源生物科学科

というところに入りまして， 1年間，水戸で教養の授業を受けたのですが，正確に言うと，
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2年生， 3年生， 4年生も教養の授業を水戸で受けておりまして, 2年生のときには保健

体育科の授業があって， 3年生は集中講義で取れる単位を3つか4つく、らい取って， 4年

生で歴史か何かを取って， ぎりぎりセーフで卒業しまして，その後，大学院のほうに行っ

て,今度は農業経済で農村計画学ですが，そこで環境問題とかに取り組み始めてしまって，

各種の環境保護運動とかそういうところに入っていろいろ見ている間に大学に行かなくな

って，気がつけば博士課程の3年になっていたというような感じで，その後， 山梨県の職

員の試験を受けて，一次試験を通ったのですが二次試験で落ちまして,これじやだめだと，

就職がないなと思っているところに， もともとリクルートのある事業部が， 1989年（平成

元年)に独立して研究所になって，僕はそこに入って，その後すぐ、株式の名前が変わって，

その後， また2年しないでリクルートマネジメントソリューションズという名前に変わり

ました。その事業部というのは総合検査(sPI)をつくっている部署で，要するに，採

用試験などで能力と性格，特性を検査するテストを提供していまして, ；ほかに若手の管理

者の適性テストとか，上のほうの管理者の適性テストをつくるような会社になっていまし

て，僕はそのときに入って，一貫して能力検査，特に英語能力検査をつくるリーダーをや

っています。

去年の10月に，今後，採用テストだけでは会社も苦しくなってくるというか， さらに上

のことをやらないといけないということで，リクルートにHRBという部署がありまして，

ここは人材研修なのですが，入ってから仕事に対する取り組み方とか,若手のいろいろな

資質を伸ばすための研修をやる事業をやっている部署がありまして，そこのHRBを買い

取りまして， グループ内再編なのですが， リクルートマネジメントソリューションズとな

りまして，テスト事業と研修事業の両方をやるような会社になっています。

そこで，私は，先ほど話しましたように，英語のテストをつくるのをやってくれという

ので，ずっとリーダーをやっていまして，テストをつくるというのがこんなに難しいのか

というのを日々実感しながらこの5年間取り組んできました。

きょうは，適正な成績評価ためのテストのあり方についてお話をしたいと思います｡

､本日の内容なのですが， まず1番目として，適正な成績評価のテストということで，な

ぜ適正な成績評価が必要かということと，それに対してテストがどうして重要な位置を占

めてくるのかという話をして， 2番目に，では，テストの形式というのはどういうものが

あるのかという話をいたします。テストの形式はこういうのがあって，そのテストをどう

やって運用していったらいいのかという話が3番目に来まして，実際にこういうテストを

つくって運用していくと，大学教育における成績評価はどんなふうになっていくのでしょ

うかという話を最後にしたいと思います。

それでは， まず最初に，適正な成績評価とテストということで，なぜ適正な成績評価が

必要かというところですが，今後の大学に求められることは汎用性の高い人材の育成と僕

は思っているのです。それはなぜかというと，入ったときに，例えば私でしたら資源生物

科学科なので，農芸科学とかそういうのが専門になっていくのですが，専門分野の知識だ

けでは仕事ができないわけです。社会に出るといろいろな仕事があって， どういう部署に

行くかもわからないし， どういう仕事を任せられるかもわからないということで，今，求

められているのは汎用性の高い人材なのです。大学卒というのは即戦力ではないです。大
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学院もしくは中途は，即戦力として，例えばマーケティングだったらマーケティングにつ

いてのスキルを持った人を雇うのですが，大学4年卒というのはそういうスキルでは見な

くて，汎用性がどれだけあるかとか，そのようなところを一番重視されています。

汎用性の高い人材というのは広い領域の知識というものを士台としているわけです。仮

に理科系の卒業生でも経済についての知識は必要ですし，歴史についての知識は必要だと

思って社会に出て会社などに入ったりする。広い知識を士台としているというところを重

要視して，それを担保するには,大学において綿密な授業計画と学習到達度に重点を置い

た適正な成績評価が必要になるのではないかと思っています。

また聞きで申しわけないのですが， 2週間ぐらい前に人材育成学会がありまして，年次

大会があったのですが，その中で言われているのが，人材育成において，学校教育もしく

は家庭内教育の位置が非常に重要になってきているという話がありました。人材育成学会

というのは学会の特性上，事例発表が結構多いのですが， 30ぐらいあるうちの6割か7割

ぐらいが学校教育とか家庭内教育の重要性というものを訴えていたというようなことが会

社のDBに載っていたので，大学教育においても，綿密な授業計画とか学習到達度に重点

を置いた適正な成績評価が今後重要になってくると思います。 ここで簡単に言ってしまえ

ば，綿密な授業計画というのはシラバスです。シラバスをちやんとつくり上げるというこ

と。成績評価というのは，学習到達度に重点ということは， よいテストをつくって，それ

‘ によって成績を評価するということになると思います。

それでは，そもそも適正な成績評価というのは何だろうということになりますと，評価

の過程においても評価の結果においても公正・公平であって，評価を受ける学生が納得感

を持てる成績評価だと思うのです。これはどの段階でも重要でして，採用の試験の結果も

そうですし，私も毎年評価を受けるのです｡要するに，多面評価といって，上司， 同僚も

しくは下の社員から，吉原はどういうところで仕事をうまく発揮しているかとか’発揮し

ていないかという評価を受けるのですが，その評価の過程についても結果においても公平

・公正でないと，私自身が評価に納得感を持てないと仕事に対するモチベーションも上が

らなくなりますし，それは同じようなことをやっている会社でたくさんあるので，最終的

に評価を受ける人が納得感を持てるというところが重要なのです。成績評価も当然そうな

ります。そうすると，評価対象とか，評価手続きとか，評価基準の設定が正しくなければ

いけないというところに行き着きます。

例えば，評価対象をどうするかということですが，大学の場合》授業の成績評価ですか

ら，授業で扱う学習領域の理解度とか学習到達度というものが絶対値を評価対象としてい

くということがまず重要になってきますし，評価手続きについては， 出席率とか発言回数

も評価の手続きになると思うのですが，ただ，最も納得感が得やすいのは，テストをする

ことによってどれだけ得点をとれるか，正解が多いか少ないなどが一番正しい手続きにな

るのではないかと思います。

評価基準の設定というのも， ある授業を想定しますと，その授業の学習領域の問題につ

いてどれだけの正解をしているかとか’そういう絶対的な基準というものを用いて絶対評

価をしていくようにしていかないと，相対評価もある一方であるのですが，それは集団に

影響されたりとか’今年のAの点数と来年のAの点数が必ずしも一致するとは限らないと
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ころもあったり，いろいろ問題があると思うので，絶対的な基準を設定して， ここまでテ

ストで点数が取れたらその授業は合格ですよという設定をしなければならないというとこ

ろがあると思います。

適正な成績評価をするためにはどういう道具が必要かというと，一般的にはテストとい

うものが使用されます。それはなぜかというと，テストを使用することによって学習到達

度に関する情報を数量的に得ることができるのです。要するに，テスト得点というところ

で学習到達度に関する情報が得られます。授業の取得もしくは不合格の合理的な基準をこ

こで設定することができます。 したがって，適正な成績評価をするためには， よいテスト

の作成が非常に重要な位置を占めてきます。

よいテストというのは， まず妥当性が確保されているというのが一つでして，つまり，

テストははかりたいものをはかっているか。全くあさっての方向のものをはかっていても

それは全く妥当性がないです。私も英語のテストをつくっているので，それは英語力をは

かっていないと意味がなくて，一般常識で解けるような英語の問題をつくっていたら全く

妥当性はないのです。テストでいい点を取ったとしても，妥当性が確保されていないと英

語力を発揮して仕事をするというのは無理になってきます。 ということは，妥当性を確保

するためには，成績評価のテストでは学習到達度というものをはかっているかというとこ

ろがポイントになります。

次に，信頼性が確保されている。つまり，テスト得点に誤差が少ないということが重要

でして，テスト得点と誤差が例えばプラスマイナス10あると，本当にどのく、らいの実力が

あるのかというのがわからないです。私がつくっている英語テストというのは，集団準拠

テストで偏差値で出るのです。大学4年生の平均を50として，それから，標準偏差でどれ

ぐらいの位置にいるか。真ん中が50点です。ちょうど大学卒業の平均が50点ですdそれよ

り1標準偏差10点上, 60点ぐらいにな‘ると上位15%ぐらいというところになります。平均

から1標準偏差分プラスマイナス，要するに40点から60点にかけて70％近く入って， あと

両脇は30％なので，その得点が例えば55点取ると，平均から0.5標準偏差く、らい上のとこ

ろにいるとなるのですが，その得点が信頼できなくて，誤差がプラスマイナス10あると，

65かもしれないし45かもしれないというところになるのです。そうすると，本当にこの人

の得点は55でいいのかという疑いを持たれてしまうということで，信頼性係数というもの

で出すのですが，英語とかは0.9以上確保しているのですが，得点に誤差がないというこ

とです。それは偶然正答とか偶然誤答が起こりにくいテストというところが実は非常に大

きくて，実力がなくても偶然的に正答してしまうような場合が多いテストだと得点で誤差

が出ますし，実力があっても，テストのつくり方が悪くて誤答になってしまうというテス

トも信頼性はよくないのです。信頼性係数が0.6とかそういうテストが結構多いと思いま

す。

今のそういう中で妥当性とか信頼性が確保されているテストをつくるために,ではどう

いうテストの形式があるかというところを次にお話しいたします。テストの形式には大き

く分けて2つの形式があると言えます。すなわち，論述式テストと客観式テストという2

つの形式です。

まず，論述式テストですが， これは「何々について論ぜよ」 とか， もしくは「何々の理

－9－



由を記せ」 といった形で出題され，回答を文章で表現する形式のテストです。 これは一般

的には大学の期末試験などでよく見かけまして，私も大学を卒業するために幾つの論述テ

ストを受けたか覚えていないく、らいたくさん受けております。

論述式テストの特徴というのは，テストを構成する項目数（問題数）は圧倒的に少ない

です｡ 1問とか2問とか3問とか，それぐらい圧倒的に少ない。それから，教科書の評定

技術と与える課題によってテストの質というのはよくなったり悪くなったりいたしますd

それから，論述テストというのは，回答はすごく長いものが要求されるので，受験者のほ

とんどはテスト時間を考えること （思考） と書くことに費やします｡それから，論述式テ

ストというのは回答における自由度というのは大きいといえば大きいのです。学生の態度

とか意見とか関心とかを知るのに適したテストだと思います。それから，問題作成は容易

なのです。 「何々について論ぜよとか｣， もしくは「何々の理由を記せ」 とか書けば， ほ

とんど問題作成はそれで終わるのですが，実は正確な採点は非常に難しくて，論述式テス

トというのはかなり誤差というか,採点するときにいろいろな問題が起きまして，例えば，

ハロー効果みたいに,授業に毎日，毎回出席していて， ちやんと聞いているような印象の

ある人の回答については非常に高くつけてしまったり，系列効果ということで， 同じよう

なテストが続くと， 同じように採点していて; ちょっと変わったときにがくんと点数が上

がってしまったり下がってしまったりするとか，寛大な傾向とか，要するに，いいよとい

うように全部マルにしてしまうとか，正確な採点というのは難しいのです。 しかも，論述

式テストは，同じ一つの課題のテストについて2人の人が10人ぐらいの点数をつけるとし

ても，相関係数は本当に0.2とか0.3ぐらいしかなくて,評価者が代わると点数も変わって

しまうというあやふやなところもあったりします。そういうところで，得点分布はある程

度評定者の意思によってコントロールが可能になってきてしまうというところもあるので

す。要するに,採点があやふやだというところがあるということで， どういう分布をつく

りたいかというふうにするとある程度コントロールできるというのが論述式テストです。

それから，回答結果を統計的に処理して問題の良否を判断するということはほとんど不可

能に近いということで， この問題はテストとしてすぐれているのかどうかというものを，

回答結果をいろいろな係数を分析したりすることによって判断するということは全くとい

っていいほど不可能だと思います。

論述式テストが適している場面というのが，受験者の数が少ないこと。受験者が多いと

採点が大変になるというか，全員を公平に採点するのができるか否かというところが結構

難しいので，せいぜい20人とかそれく、らいがベストなのではないかなと思います。それか

ら，テストの時間が十分にある。例えば， 30分ぐらいで何かについて論述せよというと，

最後まで書ききれないということが起こりえますので,テスト時間が1時間半とかそれくﾞ

らいあると最後までその人の考えなり設定された課題なりが書けるので，テスト時間が十

分にあるとことが適している場面の一つです｡それから，項目作成の時間はないけれども，

採点には十分余裕があるという場合が3点目です。採点というのは，学生さんが善いだ答

えを読んで採点をしなければいけないので，テストが終わって，回答を回収して，評価を

出す前に十分に回答を読んで採点するというような，要するに， きようテストをやって，

30分ぐらいで評価を出さなければいけないというのは絶対に無理なテストなので，採点ま
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でに2週間とかそういう時間がないと難しいと思います。それから，今後，同じ項目，問

題を繰り返して使用することがないということで，論文テストというのは，私もこれで恩

恵にあずかっているのですが， 中には，毎年同じ問題で， 同じ回答を書いておけばAをく

れるというようなテストが多くて，私もそれで10科目く、らいは何とか単位を取れているの

ですが， これはテストというよりも覚えているということと，上の学年とのコミュニケー

ションを密にするということにしか役立たないようなことなので，論述式テストというの

は同じ問題を繰り返して使用することがないという大前提になります。それから，受験者

の学習到達度というよりも，意見とか態度を知りたいときには， さっきも同じようなこと

を言ったのですが，論述式テストというのは学習領域を全部カバーすることは多分不可能

に近いのです。 どんな科目においてもある一部分の場所ぐらいしか聞けないと考えたほう

がいいので，そういった意味では意見とか態度というものを知りたいときに使うというふ

うになってしまいます。例えば，環境問題だったら，環境問題についての学習領域は広い

のですが， 「環境問題についてあなたの考えていることについて答えなさい」 という問題

になったりするので，論述式というのは意見とか態度というものを知るためのツールだと

思います。

論述式テストの諸形式を簡単に書いておいたのですが，拡張型が1つ目で， これは課題

に制限がなく回答者の自由な発想で回答できるという論述式です。 さっきの「環境問題に

ついてあなたの考えを述べなさい」 というのもほとんど制限がなくて，回答者の自由な発

想で環境問題について語ることができる。それから，限定型というのは，課題に一定の制

限があって，回答者がその制限内で回答するというような形で, 同じ環境問題でも， 「環

境問題について，共有地の私益といった概念を用いてあなたの考えを述べなさい」 とか，

そのようにある程度限定してしまうと，回答者はその共有地の私益の概念というものをつ

くって回答しなければいけなくなるという感じで,この2つの形式が論述式にはあります。

論述式テストは作成上の注意点がありまして， まずは明確な指示を与える。要するに，

理由を述べるのか，特徴を述べるのか，あなたの考えを述べるのかといった指示です。そ

れをちやんと明確に与えるということです。それから，受験者のレベルに合った出題をす

る。全く受験者の答えられないようなものをテストで出してもちんぷんかんぷんな回答が

返ってくるだけなので，それでもって評価というのは全くできないので，受験者のレベル

に合った出題をする。それから，何題中何問を選択させるというようなことは避ける。そ

れは問題の質が全部合っていればそんなに問題はないのですが， 問題の質が何題中何問と

いうと合ってないことのほうが多いので， どれを選択するかによって点数が変わったりす

る。要するに，センター試験の理科みたいなものなのですが， あれも科目によっては得だ

ったり不幸だったりすることもあったりして，そのような感じで，何題中何問というのは

選択させない。それから，採点基準とか模範解答はあらかじめ用意する。採点基準が最初

にないと，見てから採点基準が決まると，それだけでも点数に信頼性がおけなくなったり，

模範解答をあらかじめ用意しておくと，それに合って採点，評価ができる。あとは，論述

式テストで， ここで書かなかったのですが，例えば， ある事柄について賛成か反対かを述

べて，その理由を書けというようなテストもあるのですが，入試でもあるのですが，賛成

でも反対でも全く点数に影響しないということをまず述べておく。でないと，賛成でない
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と点数が取れないのではないかというのでみんな賛成になるので，それでまた倍率が変わ

ってしまったりするので，論述式テストではそのような配慮が必要だと思います。

次に客観式テストに行きますと，客観式テストというのは回答方法があらかじめ決めら

れており，それに従って回答者に短い答えを書いたり， もしくは選択肢を選ばせたりする

ような形式のテストです。その代表例として，大学入試センター試験というのは4肢とか

5肢選択のテストです。

客観式テストの特徴は，テストを構成する項目数は非常に多いです。私がつくっている

テストも客観式テストなのですが, 30分で40項目あります。センター試験も英語は100分

で80問ぐらいです。それから，テストの質は項目作成者の作成技術と与える項目のセット

全体によって決まるのです。例えば， ある一定のレベルの人たちに，そのレベルよりは非

常に低い項目のセットを与えてしまうとみんな100点を取ってしまって差がつかないとか，

そのようなことがあったりするので，与えるセットをどうつくるのかによって違います。

それから，書くにしても選ぶにしても，要求される回答というのは非常に短いのです。な

ので，受験者は， ほとんどの時間を問題を読んで理解すること，要するに，何を言ってい

るのか，何を聞かれているのか，その答えを得るために考えることに費やします。それか

ら，受験者の学習した事項とか知識の量を知るために役立ちます。それは項目数が多いと

いうことと関係もあるのですが，そのために役立ちます。それから，客観式テストは項目

作成が非常に大変なのです。 しかし，採点は非常に容易でして，選択肢だったらAとかB

とかcにしておけば，マークシートだったら機械に入れるだけでできますし，マークシー

トでなくても，データさえ入力しておけばコンピュータで簡単に採点できるようになって

います。短い答えを書くものでも，その答え1個しかなければそれだけでマルかバツかに

なるので。マークシートでも，最初にマークシートをつくっておいて，正解のところだけ

穴を開けておけば，回答者のマークシートと採点板を上に上げれば，黒くなっているとこ

ろが正解なので正解数がすぐ、わかります。それから，得点分布はテスト問題とか採点ルー

ルによって決まってきます。ちょうど正規分布になるような形になる場合もあれば， レベ

ルが合ってないと，天井効果とか， もしくは床効果みたいな感じでどっちかに偏ってしま

ったりとか'客観式テストというのはそのようになります。それから， ここがポイントな

のですが，回答結果を統計的に処理することによって，テスト項目の一つ一つのよしあし

が判断できるのです。後で項目分析とかそういうのをお見せしますが，そのようなことを

することによって，項目というのは識別力が高い，要するに，差をつけるのに役立ってい

るのかどうかとか， もしくは項目分析によって，実は非常に引っかけがひどくて， ちやん

と勉強した人ほど不正解になってしまっているとか，そういうことがわかるのです。それ

が一つの特徴です。

客観式テストが適している場面は,受験者数が多い｡50人とか60人という生徒がいると，

採点することを考えると，受験者が多い場合は客観式テストは適していまして，できるだ

け短時間でテストを実施したいというところがあります。私は企業の採用テストをつくっ

ているので，最近は企業の採用も，テストの採用試験の時間を多くしてしまうと学生が集

まらない。それだけでも企業は気をつかっているのです。私のつくっている英語検査は30

分で終わる。今，そのような感じなので，できるだけ短時間でテストを実施したいときに
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は客観式テストが適していますということです。あとは，項目作成の時間は十分にとれま

すが，採点の余裕がないという場合です。先ほどのように，採点が容易なように採点板を

用意するとか， もしくはデータ入力会社に回答結果を入力してもらった後でコンピュータ

で採点するとか，そのような感じで，採点の時間が3日で採点しなければいけないとか，

そのような場合は客観式テストがすぐれています。それから，今後，一部の項目を繰り返

して使用することがある場合は客観式テストがすぐれていまして， 50問のテストで10問くﾞ

らい同じ問題を使っていても，それほどその問題が流出するということはなくて，テスト

をやって，テスト問題と回答を全部回収してしまえば，客観式テストの場合は10間ぐらい

は共通した項目を入れることができるので，今後，一部の項目を繰り返して使用したい場

合は客観式テストが向いています。それから，受験者とか学生の学習到達度とか得意領域

・不得意領域に関心がある場合は客観式テストのほうがいい。問題数が多いですから，学

習領域すべてについて網羅したテストをつくれるというところなのですが，そうすると，

その全部ができていれば学習到達度はかなり高いとか， ある一部分はすごくできているけ

れども，別な領域になるとちょっとというような場合は，学生さんの得意・不得意という

のがそこでわかります。そういう場合は客観式テストが適していると思います。

客観式と論述式のどちらがいいかということになりますと,何度も繰り返していますが，

学習の到達度です。経済でも，社会でも，理科でも，物理でも，生物でも，授業で目標と

する理解すべき領域の理解度，到達度を重視するとすれば，学習領域全体をカバーできる

ようなテストでなければならないと思います。 というのは，一部分だけテストして，たま

たまそれに山を張っていてできてしまったとか，そういうことが起こらないようにするに

は全部の領域をカバーしなければならない。適正な成績評価をするためにはテストの妥当

性及び信頼性が確保されてなければならない。先ほどから言っているように， ちやんとは

かりたいものをはかっているかどうか， 目的に誤差がないかというところが確保されてな

らなければならない。そうすると，私の意見なのですが，適正な成續評価のためには客観

式のほうがすぐれているのではないかと言えます。

では,客観式テストというのはどんな形のテストがあるのかという形式の話なのですが，

再生式ということで，回答を設問条件に沿うように再生する。短答式とか，完成式とか，

訂正式というようなテストがあります。それから，次が選択式です。回答を設問条件に沿

う選択肢を選択するという選択式の形式で，それが真偽式，摘出式，組合せ式，選択完成

式，再配列式，多肢選択式， このような全部入れると9つぐらいの形式があって，最終的

に私が言いたいのは，多肢選択式というのは有用性があって，いいのではないかなと思い

ます。

一個一個説明していきますと，短答式というのは，受験者に短い語句や数値で答えられ

るような問題を出すというもので，例えば，アダム・スミスが最初に『諸国民の富」を著

したのは西暦何年かというような問題で， ここに1776年というような回答を入れる。

完成式というのは，与えられた文章とか数式に空所があって，空所に語句とか数値を入

れてその文章や数式を完成させるような問題で， これはアダム・スミスの『諸国民の富」

の冒頭の文章なのですが，①には労働が入って，②には資源が入って，③に購買という言

葉が入るのですが， これも漢字で書いていくような問題です。
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訂正式というのは，文章に一部の誤りがあってそれを訂正する。例えば，鎌倉幕府が成

立したのは西暦1197年であるという中でどこかが間違っているのですdそうすると，間違

っている箇所を矢印の左側に書いて，正解を矢印の右側に書くというのが訂正式で， こう

いうテストがよくあります。私は中学のときによくやったような記憶があります｡

真偽式というのは，文章が与えられていまして，その文章が正しければ正で，誤りなら

ば誤にマルをつけていくようなやり方で， カール・マルクスの代表的な著書は『諸国民の

富」であるというので， これは合っているか合ってないか， どちらかにマルをつけるとい

う形です。

摘出式というのは,与えられた選択肢を，設問に合うものすべてを選択するという形で，

次にあげる著書の中で，アダム・スミスの著作をすべて選びなさいといったら, この場合

AとBを選ぶのですが，それにマルをつけておく。

組合せ式というのは，設問肢と同数もしくは多めの選択肢があって，その両者が適合す

るものを選択するということで，設問肢は5人の経済学者で，選択肢は経済学者の代表的

な著作で，例えば， アダム・スミスだったら2番を入れるとか， リカードだったら4番を

入れるとか，そのようにやっていくテストです。

選択型完成式というのは，完成式のテストを選択肢でやってしまうというだけの話なの

ですが，①に入れるのはCの労働とか，②はAの資源とか，言葉が入る候補が先に示され

て，その中から解答を考えて選んでいくというのが選択型完成式テストです。

再配列式というのは，一定の順序を持つ事柄をばらばらに並べておいた後で正しい順序

に並べ替えたりするということで，著作を古い順に番号1からつけていきなさいというよ

うな感じでつくれる問題です。

多肢選択式が最後にありまして，与えられた設問に4から5の選択肢があって,その中

から正しい選択肢を1つだけ選ばせるという問題で，代表的な著作は何かというものを，

中に5つく、らいの代表的な経済学の著作を並べておいて，その中からアダム・スミスのも

のを選ばせるという問題です。

作成上の注意点として，明確な指示を与えるというのが一つ必要でして，客観式テスト

でも,つくり方によって，最初の短答式の問題で，アダム・スミスが最初に『諸国民の富」

を著したのはいつかと言ってしまうと解答方法はいろいろ言えるのです。西暦で答えても

いいですし，世紀で答えてもいいですし， もしくは産業革命の初めのころと答えても基本

的に正解なのです。それをどこまで正解にするのかとか，テストの解答が戻ってきてから

決めるという不安定なことになってしまうので，明確に西暦何年とか，何世紀とか，その

ように指示を与えるのです。それから，重要な事柄を質問するということで，例えば,諸

国民の富でも第1版から第何版まであって，第3版は何年に出たかとか'そういう枝葉の

知識が非常に重要なことであればいいのですが， 中にはそれはどうでもいい知識があった

りするので，そういうものを質問しないで，本当に学習領域として重要な事柄とか知識を

質問していくというのが重要です。それから,正解が一義的に決まるということで，例え

ば，真偽式テストの例であったカール・マルクスの代表的な著書は「諸国民の富』である

というものを逆に訂正式にしてしまった場合にどういうことが起こるかというと， この場

合，カール・マルクスをアダム・スミスに変えるか， もしくは『諸国民の富』を『資本論」
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に変えるか， もしくはほかの『共産党宣言』に変えるか，答えが2パターンとか3パター

ンになったりするのは客観式テストとしては全く致命的なので，そのようにならないよう

にするということです。それから，受験者の能力水準に合わせるということが重要でして，

受験者にとって余りにも簡単すぎたり余りにも難しすぎたりというようなことがないよう

にテストを作成する。それから，選択肢を複雑にしない。先ほどの中で，選択型完成式テ

ストのような感じで選択肢を並べていくのですが，最初のAとBは資源と資本で， ほとん

ど似たような言葉で，わかっているのだけれども不注意でBを選んでしまうとか，そうい

うような危険性が起こらないように，客観式テストにおいては選択肢はわかりやすく見せ

なければいけないということです。それから，設問が独立しているということで， 1番が

解けなければ2番が解けないような問題は客観式テストではだめですということです。た

またま1番で計算間違いをしただけで2番の問題が不正解になってしまうと， 1番で解け

ることによって見える能力と， 2番が解けることによって見える能力が違う場合が多いで

すから，それが1番目の答えに影響されてしまっているとテストの得点としては余りいい

ものが出てこないです。要するに， 1問で問う要素は1要素にするということで， 1つの

質問で3つも4つも要素があると信頼性にも誤差が出てくるのです。このテストは何をは

かっているのだというようなことになるので， 1問で問う要素は1つにするということで

す。それから，単純な暗記問題は避けたほうがいいということです。学習到達度とかそう

いうことなので，暗記だけの問題は避けるということです。それから， 1つの設問が別の

質問のヒントにならないようにするということです。これは非常に難しくて，私も英語の

テストをつくっている関係上，単語はある程度その中で使わなくてはいけないので， ある

単語が問題に出て，それが3つとか4つぐらいの問題の中で解答するために非常に重要な

役割を演ずるような単語が入っていると，解きながら，そのときはわからなかったけれど

も,次の問題に行ったときにそれがヒントになってもう一回戻って解けるようになるとか，

なるべくそういうことがないようにするということです。要するに，テストの中に答えが

乗っているというようにしないようにつくらなければいけないということです｡それから，

採点ルールを明確に設定する。 1かゼロにするか， もしくは部分点をあげるような形にす

るかとか’客観式テストの場合大体1かゼロなってしまうのですが，場合によっては， こ

こまで合っていると何点とか，そのようにすることができるので，採点ルールは最初に明

確に設定しておくということです。

今，いろいろ何とか式とか見てきたのですが，多肢選択式テストというのは非常に有用

でして,非常に柔軟性に富んで多様性があるのです。誤答選択肢の内容を変えることで，

問題の難易度を非常にコントロールできるのです。例えば，最初のアダム・スミスの問題

を多肢選択式にすると，選択肢として5個ぐらい西暦が並ぶことになると思うのですが，

その西暦を，例えば， 1500年， 1600何年, 1776年, 1800何年, 1900年とかというと, 18世

紀を覚えておくだけで解答できます。逆に1700年代の年号を幾つか並べておくと， 1776年

とある程度のところまで知ってないと難しくなります。なので，誤答選択肢の内容を正解

から近づけたり遠ざけたりすることによって問題の内容は非常に変わります。だから，事

実の再認だけでなく，比較力とか判断力みたいなものを見ることができるのです。私も実

は社会福祉士という国家試験を受けたことがあるのですが，多肢選択式で，老人介護の問

－15－



題などでは，老人の置かれた状況の中で最も介護職員としてやらなければいけないことは

何かとか，そういう判断力を見るようなテストで構成されているのですが，それには多肢

選択式が結構有用であると思います。

それから，客観式テストというのは，一部を改変することで多肢選択式テストになるの

です。短答式のように選択肢を年号を並べておけば多肢選択式になりますし，訂正式も，

この場合は間違っているところを選べとかというふうにすれば，どこが間違っているかと

いうところがまずわかります。 この場合も西暦1197年というところが間違っているという

のがわからないと解答できないので,どこが間違っているかというのを線を引いておけば，

そこからどこを選べばいいというのがありますし，それから，摘出式でも，選択肢として

AとBとか,AとCとか,Aだけとか，幾つもの選択肢をつくれば全部多肢選択式になり

ますし，組合せも同じです。組合せとして，合っているものをということで，選択肢の中

で5つぐらいそういうものをつくるとか,同じ領域を聞くのにもいろいろな方法があって，

非常に有用だと思うのです。

僕が大学で学んだ中で農業会計学があって，論文の指導教官がやっている授業なので取

らなければいけないのですが，複式簿記の特徴について聞く場合にどれぐらいのバリエー

ションで多肢選択ができるかというと，複式簿記についての正しい記述を選びなさいと4

つぐらい記述があって，その中で1つだけ正しくしておく。逆に誤っているものを選びな

さいということで， 4つ中3つ正しいのを書いて1つだけ間違っているとか，特徴につい

ての文章を穴埋めにして，そこに入る言葉の組を選択肢にするとか，特徴について3つぐ

らい述べておいて， どれが正解か， 1， 2， 3と特徴を書いておいて，選択肢は1だけ2

だけ3だけとか’ 1と2， 2と3， 1と3というような形で選ばせるとか，同じ一つの領

域だけでも5個とか6個く、らいの形式で聞くことができて，それによって一個一個につい

て形式の違いによる難易度はあるのですが，難易度の違いが出てきてしまうと思うのです

が，非常に多くの形でテスト問題がつくれるので，そこら辺では有効だと思います。あと

は，受検者の回答の構えに影響されにくいというところが一つあって，例えば，正誤式は

全部正につけておけばある程度点数をとれますが，多肢選択式では5肢は当たるのは20％

です。全部1につけておこうと山を張ってもそんなに点数は取れないので，そういった意

味では多肢選択式は非常に有効だと思うのです。全部当て推量でいっても， 5肢選択のテ

ストでは， 100点満点でやっても5点とか10点ぐらいしか当たらないということだと思う

のです。そういった意味で， 山を張るとかそういうのはやりにくいテストだと思います。

今，いろいろな形式を見てきたのですが， こういうテストを今みたいな形式で運用して

いくためにはどういうことが必要かということなのですが，テスト全体のデザイン設定と

いうことで，テストの出題領域ですが， どこまでするかというところもあります。それは

シラバスとかで多分決まってくるのだと思うのですが，全体にするのか，一部にするのか

というところもありますし，テストの時間の設定， これは大学もテスト期間の時間割に従

ってある程度決まってしまうと思います。それから，その時間に対して出題数を何問にす

るかということとか， あと領域ごとの出題数です。領域というのは，学習領域を細分化し

たときに，例えば， ミクロ経済学では弾力性についての問題を何問にするかとか’そうい

う感じの設定をまず最初にします。
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デザインの設定が決まれば，次は項目の作成と検討で， ここが一番重要なポイントで，

いい問題をつくる。それを検討する。今，古典的テスト理論とか項目反応理論とか，そう

いうテストの統計技術というのは非常に発展しているのですが，テストの専門家とか， も

しくは領域の専門家が必ずしもいいテストをつくれるかというと，そうではないのです。

テストの問題というのはサイエンスでなくてアートな世界なので，実はそうでない。それ

はなぜわかるかというと，大学入試にしても高校入試にしても， 2月とか3月になると，

出題ミスとか，解答が2つあるとか，解答がないとかというようなテストは必ず出るじや

ないですか。それは大体専門がつくっています。理科だったら理科の専門家がつくってい

るのですが，必ずしもいいテストの問題をつくっていない。入試などでも非常に大変で，

僕は大学の英語の先生にいろいろな相談に乗ってもらっているのですが，その入いわく，

大学入試で英語の問題をつくっていると，大学の先生が持ってきて5人とか6人で検討す

るのですが， 6人でつくっている場合， ある先生は， 自分のつくった問題に， ほかの5人

の人がこの問題はちょっと問題があるのではないか，欠点があるのではないかというと，

すぐ怒って帰ってしまって話がまとまらないとか，そういう感じで，項目作成というのは

非常にアートな部分で本当に難しいのですが，項目作成とか検討というものは， 同じ科目

内とか， もしくは先生の下についている大学院生などを使って項目を作成する。そして検

討する。それは大学院生にとっても非常にプラスでして，項目をつくるには領域全体の知

識がなければいけないと思うので，そういう感じでつくって，検討していけばいいのでは

ないかなと私は思います。

その項目の作成と検討が終わったら，予備テストの実施と項目分析という形で，実際の

テストは，例えば教養教育ですと1年生にするのですが， 2年生以上を対象に予備テスト

して，その項目がいいかどうかというものを事前に確かめていくような項目分析をすると

いうのが非常に重要でして， ここで項目分析を見ていくと，多肢選択式テストの各項目，

一間一間の領域を統計的方法によって分析することなのです。項目分析をすることによっ

てその項目の正答とか誤答の機能が確認できます。正答とか誤答の機能を確認するための

基準としては，テスト得点を用いて項目分析をするのですが，実際にはこんな形で出てく

るのです。これは， この大学の某クラスで私のつくっているテストのトライアルをやらせ

ていただいたときの結果の一部なのですが，誤肢選択のテストで正解がDなのですが，上

位群， 中位群，下位群というのは， これは40問の英語テストなのですが， この問題を除く

39問の合計点の高いもの，中ぐらいのもの，下のものということで3， 4， 3で分けて，

上位3割がどういう選択肢を選んでいるのか， 中位の4割がどういう選択肢を選んでいる

のかというようなことがわかるのです。いい項目というのは上位群ほど選択率が高くて，

下位群になるに従ってどんどん選択率が低くなっていくのです。これによって，できる人

はちやんと識別しているということなのです。

それはどこでわかるかというと，一番下の点双列ということで， この項目の正解か不正

解かの1， 0というデータとそれ以外の項目の合計点ですか， 39点満点中何点かというの

も相関係数が高ければ高いほどその項目は機能しているというもので， この項目によって

差がつくという形で， もし悪い項目だとすると，例えば, DでなくてBが正解になると本

当に悪い項目になります。それはテストで英語ができない人ほどその項目については正解
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しやすくなっているという形で， こうなると点双列もマイナスになりますし，本当にテス

トの問題としては機能していない。 こういうものが予備テストをすることによってわかっ

て，点双列がマイナスになるような項目というのは本当のテストでは使えないので捨てて

いって，点双列がプラスになっていて， ある程度高いとか，科目特性によっていろいろあ

っていいと思うのですが，余りにもテストとして， もともとの力がない人ほど正解すると

いう項目をのけていくためにも予備テストというのは必要だと思います。それはほかの学

生さんたちを使ってやっていくというのは非常に重要なことだと思います。

次は,項目分析をして項目が固まれば,テストの冊子の作成と校正・印刷ということで，

テスト上の表記のミスとか誤字。脱字というのはテストをやる上では非常に受験者にとっ

て不利な結果を招きますので， ここが一番重要なのです。私がつくっているテストも，校

正は初稿から始まって7稿から8稿ぐらいまでやってやっとオーケーが出る。誤字・脱字

がないとか，特に英語の場合はスペルミスとかに非常に気を使って校正をしている。 ここ

でも学生さんを使うとかいろいろなことをして， しっかりとした校正をしていくことをし

たほうがいいと思います。

それで本番のテストをテスト期間の中のどこか≦1時間を使ってテストを実施すると思い

ます。テストを実施したら， ここで重要なのは， ここで客観式テストをイメージしている

ので，回答と同時に問題もクローズしてしまうというのが一番重要でして，問題を毎年毎

年垂れ流してしまってまた新しい問題をつくるとかしないで，一部は流用してという形で

どんどんクローズにして，新しい問題をつけ加えたりしていくような方法をとったほうが

よくて，採点とか項目分析もしくは等化をテスト実施後したほうがいいと思います。

等化というのは， 同じ測定対象を異なる項目のテストで測定したときに，それぞれの得

点があらわす意味を同じようにすることなのです。例として, TOEICの得点を考えて

もらえれば, TOEICのテストというのは年に何回もあって, 600点だったら600点が1

回1回意味が違ってくると，ではどの600点がいいのだということになってしまいます。

得点の意味を同じようにするためには，すべての得点のものを合わせるということです。

その方法としては，共通受験者による方法とかj共通項目によるものとか，第3のテスト

によるものがあって， もし大学でそういうものにするとしたら，共通項目によって, IR

Tというのは，項目反応理論という一つのテスト理論があるのですが，そのようなものを

使ってやるという方法になって，共通項目を1年目のテストと2年目のテストの同じとこ

ろく、らいに同じ問題を入れておいて，そうすると，共通項目を見るだけでもその年の生徒

の出来・不出来がわかるのですが，正解率とかを見て， ある程度共通項目の難しさがわか

ってくると， ほかの項目の難しさというものがわかっている項目に対して決めていくこと

もできるので，そういうような形で共通項目を入れて客観式テストをつくっていくという

のがいいのかなと思います。

そういうような採点とか等化をしたら，一方では成績評価につながっていきます。それ

から，一方で項目とかデータを蓄積していって，いい項目については繰り返し使ったりゾ

得点データが今後どういうことに役立っていくかということがあると思うのですが，そう

いうものに使うために，毎年の学生さんの得点データを蓄積していってほかのことに役立

てていくというようにしたほうがいいと思います。
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最後に，大学教育における成績評価の未来像ということで, ‘項目とかデータを蓄積する

ことによって，テストの等化，先ほど言いましたように，物差しを合わせることによって

幾つもの平行版が作成できまして， 同じ英語のテストでも5版とか6版ぐらいつくること

ができます。平行版というものが， 同じ英語のテストなのだけれども問題の中身が一部違

っているということ， ほとんどが違うのですが，そういうものができていくと思います｡

その平行版ができることによって， 同一受験者，要するに，学生さんが選択した授業のテ

ストを，複数回，平行版があれば受験できるので受験機会が増えます。期末の1回でなく

て，何日から何日とか，何カ月間とってもいいと思うのですが,受験機会が増えることで

学生さんと個々人に合った十分な学習が可能になってくると思います。それに伴って厳格

な合格基準も設定できるのではないかと思います。 1回しかないテストでは，合格基準を

厳格にしてしまうと，大半の人が不合格になって卒業できないというおそれが出てきて,

このく、らいでいいよという形で厳格でないような合格基準ができて,厳格でない合格基準

をもって成績評価されると，その人の人材の担保もとらえていないので，複数版が用意で

きたり， もしくはコンピュータアダクテイブというようなテストがあって，それは一人一

人の能力に合った問題が出てくるようなテストの方法もあるのですが，そうするともう版

の概念がほとんどなくなってしまうので，そういうテストになると何回でも受験できるの

で,合格点を満たすまで受験できるので，厳格な合格基準を定めることができると思いま

す。厳格な合格基準を設定してテストをやって，それをクリアしていった人は汎用性の高

い人材に育っていくのではないかと私は思います。

では， こういうテストを運用するためには，同一科目内での連携が非常に重要で， 同じ

経済学だったら経済学，社会学だったら社会学，生物だったら生物という形で連携して，

それぞれの授業の特色を生かしながらテストをどうやってするかということを連携して考

えたりする必要がまず一つあると思います。それから，大学内のあらゆる資源の活用が重

要だと思いまして，テストをやるにしても，その先生だけが問題をつくるというのは労力

も非常にかかるので，大学院生を活用したり，予備テストをするのに高学年を集めてやっ

てみたり，学生にとってプラスになるということを前提に，大学のあらゆる資源を活用し

ていくということが重要だと思います。

最終的には，成績評価管理センターのような組織が必要になってくると思って，成績を

管理するためのテストの項目をためたり，採点を引き受けたり， 1年生から4年生までの

評価結果をずっと蓄積していくようなものが必要になってきて， これが大学生にとって一

番重要な就職活動とか，要するに，キャリア開発です。 というのは，大学というのはキャ

リア開発センターを設立して，その中で1年生からキャリアを開発していくという感じの

取り組みをやっているところが非常に多くて，それによって，学生一人一人が大学4年を

卒業した後にどういうキャリアに行きたいかというものを1年生のときから把握してい

く。そのキャリアセンターと成續評価センターみたいなものが連携していけば，その人に

とって，将来， こういうところで働きたいというものが1年生のときに見えなくても， 2

年生， 3年生になって見えてきたときに，連携して，今まで取った授業の成績などを点検

して， また，平行版があるので何回でもテストが受けられるので，例えば，将来はマネジ

メントに行きたいというのだったら，経済学が専門でなくてもマネジメントを仕事にする
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ことはできると思うので，経営学とか経済学を過去どのぐらい取ったかとか’ もし取って

なかったら受けてみようとか，そのようなことが可能になるようなセンターみたいなもの

を設立していくと，学生にとってのモチベーションが上がってくると思うのです。

仕事柄，僕はリクルートなので，学生のモチベーションとかいろいろ聞くのですが， キ

ャリア開発と成績評価みたいなところは非常に重要で，そこに何か見出せると非常に就職

率がよくなるというような傾向があると思うので，茨城大学でもキャリア開発と成績評価

を関連づけていっていただけたらなと思います。

長くなったのかどうかわかりませんが，以上です。ご拝聴ありがとうございました。

○司会

ありがとうございました。それでは， まだ多少時間がございますので，吉原先生に質問

等を受け付けたいと思います。質問のある先生がいらっしやいましたら手を挙げていただ

けないでしょうか。マイクを持ってまいります。いかがでしょうか。

○小林

人文学部の小林と申します。大変有意義なプレゼンテーションをありがとうございまし

た。

質問が一つあるのですが,最後の部分の大学教育における成績評価の未来像という中で，

最終的に汎用性の高い人材の育成を目指すということでくくられているわけですが，先生

は英語の試験をご専門につくっていらっしやるというご経験から，汎用性の高い人材とい

う観点から，例えば，英語で汎用性が高いと考えた場合に， どのようなイメージといいま

すか，いわゆる社会で通用する英語力の基礎ということになると思うのですが，先生の持

っていらっしやるイメージをお聞かせ願えればありがたいのですけれども。

○吉原

英語力による汎用性というよりも， もっと漠然としていまして，私が言っているのは，

私はテストをつくる開発部門にいますが，では，歴史について知らなくてもいいかとか'

そういうわけではなくて，新たな商品をつくるには歴史も非常に重要なのですね。汎用性

というのは， 自分の専門分野だけを極めているのではなくて，経済学の知識もあったり，

歴史学の知識もあったり， もしくは音楽の知識もあったり，芸術の知識もあったり，その

ような人のほうが社会に出て活躍するということで，英語の汎用性というのは，英語だけ

を知っているのではなく，英語のほかに経済も知っていれば，政治も知っていればという

ような人材が今求められているのです。

大学でやる専門分野を職業にできる人というのはほんの一握りなので， ほかの人は大学

で学んだこと以外，専門分野以外のことを仕事にしているので，そのときに生きてくるの

が，教養教育の経済でも社会でも政治でも， もしくは哲学でも,汎用性というのはそうい

うところなので，そういう知識が土台にあって，新たに仕事に向かっていくための武器が

あるということなので，汎用性というのは広い知識を持っているというところに僕は置い

ているので，特に英語でどうのというのではなくて，大学に入ってからいろいろ学ぶとい

うのが重要だと思います。

○藤井

人文学部の藤井と申します。
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お話を伺っていて，成績評価の中心としてある概念といいますか，観点として，学習到

達度というのが非常に重要な位置づけを持っているのではないかとお聞きしました。その

点でお伺いしたいことがあるのですが，学習到達度といいますと，その授業に参加してい

た個人のこともありますし，全体としてどれくらいの底上げが図られたか，全体としてど

ういう能力が身についたかという全体的な判断も必要だと思うのです｡その点においては，

個々人の成績， あるいは到達度を測定するということにおいての全体のレベルアップ， ど

こまで貢献したかというのは何らかの形ではかることができると理解するのですが，私も

専門のことではないので， この進化のことをお聞きするのですが，その関係で， 28ページ

の客観式テストの作成の留意点のところで， 4番目の項目に受験者の能力水準に合わせる

という項目が挙がっています。能力水準に合わせるといいますと， ある種，平均的といい

ますか，大体真ん中のところに合わせるというのですか，偏差値なり何なりが50くらいに

なって，余りいいほうとか悪いほうに偏らない， あるいは結果として偏差値が若干高くな

ったり無意味に低くなったりしないようにということだと思うのですけれども，そういう

ところで試験問題の難易度を調整してしまうと， これは非常によくわからないところなの

ですが，全体の学習到達度をはかるということができなくなってしまうのではないかと危

倶するのですが，その辺はどのようにお考えなのでしょう。

○吉原

能力水準に合わせるということは，やさしい問題だけをつくるとか， 中ぐらいの問題だ

けをつくるとかというのではなくて，特に絶対評価のためのテストというのは項目に各水

準があっていいのです。逆に偏差値テストみたいな集団の位置を決めるテストというのは

ボリュームゾーンが一番情報がなければいけないので， ある程度，項目の難易度は非常に

限られてくるのです。難易度としては，偏差値40から60くらいまでのあたりで差がつくよ

うな，細かく見られるようなテストなのですが，項目の難易度というのは非常にやさしい

ものから難しいものまでつくれるのですが，その中でも余りにも誰にもできないような問

題をつくったり，基礎的な問題では誰でもできるのはいいと思うのですが，誰でも正解で

きないような問題を多くするというところを避けるということが，受験者のレベルに合わ

せるというのは， 1年間とか半期でやる授業の内容は基礎的なところに限られてくる場合

もあります。それに対して応用の問題を非常に多くするとか，そのようなことをしてはい

けないということなのです。なので，特に同じようなある一定の幅でつくるというのでは

なくて，いろいろな難易度は使っていいのですが，余りにもというのだけは避けるという

ところです。

○司会

総合討論のときに吉原先生に参加していただきますので， この辺はかなり重要な話だと

思いますので，そのときに議論していただければと思います。

もう一方， これで終わりにしたいと思いますが，お願いします。

○渡邉

人文学部の渡邉と申します。

17ページですが，論述式と客観式のどちらがいいかという問題に対して，適正な成續評

価のためには客観式のほうがすぐれている。例えば， これは吉原先生のご専門である英語
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という科目に関していうとそうなのだろうと思うのです｡学生が最終的にはグローバルス

タンダードみたいなのがあって，そういうところでやるからには客観式のほうがすぐ、れて

いて，客観式の中でどうしたらいいかという問題があるのだろうと思うのですが，私が先

ほど挙げていたのは哲学のほうなのですが，哲学で適正な成績評価を客観式でと言われる

と，経済学の先生も，アダム・スミスの著作を知っている学生を評価するのはどうかと思

ったわけではないと思うのですが，我々も汎用性の高い人材の育成のために頑張っている

わけで，文系もここにおりますが，ぶつぶつでしかものを書けないような学生にきちっと

書かせて，それでつなげて，論理構成を自分でつくらせて，それで評価するという形しか

あり得ないと思っているのです。ですから， これはかなり限定された観点のもとでの質問

であると考えたいのですが，それでよろしいのでしょうか。

○吉原

これは教育目標とかそういうところもあって，例えば,スキルと知識というところの問

題もあって,僕は大学に来なかった理由の一つとして,演劇とかバンドとかをやっていて，

1年間に3回か4回ぐらい公演するのですが，スキルとしては曲もつくれますし歌も歌え

る。でも，音楽のバッハについての知識は全くないのです。ですから，知識とスキルの関

係もあって，ただ，大学で学ぶときに，僕はスキルがあっても知識がないので,取引先で

音楽の話をされると非常に困った経験もあるので，音楽でも知識を問うようなテストもで

きると思いますし，経済も，知識の修得がまず一つ重要な観点で，知識の修得があった上

に，今度は経済についての例えば日本経済で起きている問題について論述するというのは

一つのまた違うスキルになるので,半期の授業でどちらを重視するかです。そこによって

テストのあり方に違いが出てきて，経済でも,古典派の経済学者の著作を全部知っている

とか，それも一つの知識ですし，それを知った上で，では,古典派の経済学の特徴はどの

ような流れで来ているのかを論述するのは次の段階のスキルになるので， どこまでテスト

とか授業で求めるかというところによってテストのあり方は変わってくると思うので，今

回，お話しするのは，大学でいろいろなものを学ぶと思うのですが，その学んだ知識を生

かしていく。

スキルについては，その後，専門教育にいって，卒業論文を書いて論述することとか，

もしくは社会に出てからも論述するというスキルは学べるのですが，知識というのは，会

社に行ったら経済学を最初から最後まで教えてくれるかとかということは絶対ないので

す。なので，経済学の知識などを修得したかしないかというものをはかるには客観式テス

トのほうがいいかなと。 どの科目もそうだと思うのですが，その中でも若干科目特性はあ

ると思います。だから，すべてのテストがそうでなければいけないというところではない

のですが， ある程度，大学生で教えられる知識を問うには客観式がいいかなと思うところ

であります。

○司会

それでは，そういった点を含めまして，それは総合討論に譲るということにいたしまし

て，これで吉原先生の報告を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。

時間が経過しておりますが，短いのですが， 3時まで休憩時間を入れさせていただきま

す｡その後，再び再開して，斉田先生，千葉先生のご報告をいただきたいと思います。
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それでは， 3時まで休憩をお願いいたします。

○司会

それでは，第2部と申しましようか，本学の二人のスピーカーから報告をお願いしたい

と思います。

最初は，斉田先生から， 「習熟度別積上式教育における成績評価一総合英語の事例から

－」 ということで報告をお願いしたいと思います。かなり力作の報告でございまして, ス

ライドの枚数もかなりありますので， 当初， 30分を予定しておりましたが， 40分程度の報

告をお願いしたいということで， 15時40分過ぎ程度をめどに報告をお願いしたいと思いま

す。

それでは，斉田先生， よろしくお願いいたします。

｢習熟度別積上式教育における成績評価一総合英語の事例から一」

大学教育研究開発センター総合英語評価部門チーフ 斉田智里

こんにちは。斉田と申します。

今年度から茨城大学の人文学部で採用していただきました。私は英語のテストの分析,

評価等を研究しておりまして,今回，教育評価を担当させていただいております。

総合英語プログラムは，平成17年度から全学に導入されました。平成17年度は新しいメ

ンバーで担当しておりますのでご紹介します。小林邦彦先生（総合英語專門部会長),福

田浩子先生（プログラム評価)，阿野幸一先生(CALL),上田敦子先生（授業支援),

岡山陽子先生（授業支援)，佐々木美帆先生（学習支援)，私，教育評価担当ということ

で， 7名の専任のスタッフが総合英語教育の実践的な教育に当たっております。

今回,全学導入になっていろいろなデータが上がってきて，それを分析していきますと，

いろいろな現状が見えてきます。総合英語のさまざまな現状，そして，そこから見えてく

る課題，そして，今後の展望等についてご紹介しながら，先生方と一緒に考えていただき，

総合英語プログラムの発展のために， ご協力をお願いいたします。

内容ですが， 8点くらいにまとめられます。

初めに「習熟度別積上式教育」 と総合英語プログラム， 2番目に習熟度レベル分けの現

状と課題， 3番目に成績評価の現状と課題， 4番目に教育効果の検証, 5番目に総合英語

プログラムの運用上の改善点， 7番目に茨城大学1年生の英語力， 8番目に総合英語プロ

グラムの最重要課題：全学との協力体制を求めてという内容で報告させていただきます。

まず， 「習熟度別積上式教育」 と総合英語プログラム， スライド3から8ですが， 「習

熟度別積上式教育」 とは何か，茨城大学総合英語プログラムの場合ですが， このようにな

っております。 1年生に入ってきましたら習熟度別に全部で4つのレベルに分かれていま

す。 レベル1が習熟度が一番低い。それからレベル2， レベル3， レベル4とだんだんと

習熟度が上がるようなレベル構成，科目の流れとなっています。

1年生前期が終わりまして，後期になりますと， レベル1の学生が前期の試験に通りま
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すとレベル2に上がり， レベル2の学生が試験に通りますとレベル3に上がり， レベル3

の学生が試験に通りますとレベル4またはEAP (学術用英語）に上がり， レベル4の学

生がレベル5またはEAPに上がるというふうに進級していくという仕組みになっていま

す。

総合英語が4単位から6単位必修になっていますので，学部学科によっては6単位取る

ことが定められておりますが， 4単位の場合は， 1年生の前期に2単位を取り，後期に2

単位を取って， 4単位で総合英語の科目を修得したということになります。

その中でレベル3が卒業要件となっています。

総合英語プログラムとはということですが，大学教育開発センターのホームページを見

ますと， このアドレスを開きますと，ホームページの中に総合英語プログラムについての

説明が書いてあるところがございます。それをそのまま引用しております。この7点のよ

うに総合英語プログラムの特徴がまとめられると思います。

まず， 1，茨城大学の教養英語教育統一カリキュラムである。

2つ目，全学部を対象としている6平成17年度から全学部生を対象になりました。

3つ目，習熟度別クラス編成をしています。習熟度に分けるために，入学したときに全

員にプレースメントテストを実施し,その得点の結果に基づいて習熟度を分けております。

4つ目ですが，授業の内容で，習熟度別4技能型クラス， これはリスニング， リーディ

ング， ライティング， スピーキングの4つの技能を総合的にこなしていこうとするレベル

1からレベル5までの授業がございます。その習熟度別4技能型クラスと学術用英語(E

AP) と総合英語には2つの科目がございます。

5つ目に，到達目標が掲げられているのですが，茨城大学の総合英語のホームページに

も出ていますが，到達目標は欧州評議会の共通枠組みを参照して茨城大学の総合英語プロ

グラムの到達目標に適用されています。

6つ目が， 「自律段階」の英語使用者を育成と書かれていますが，最終的には自律段階

の英語使用者を育成するということです｡この言葉だけを見ているとわからないと思うの，

6番は5番の到達目標：欧州評議会共通枠組みに関連した内容で，後でご説明させていた

だきます。

7つ目が，卒業要件が総合英語4単位とレベル3修了ということです。

一番大事なのは， どのような教育目標を持って教育をしているかということですが，先

ほどから申し上げていますレベル3が卒業要件であるということで， レベル3はどのよう

な到達目標になっているかということが教養科目のシラバスにも書いてあるのですが，英

語で書いてありますが，それを日本語にしたのがこれです。全部は読み上げませんが， ヨ

ーロッパの到達基準が導入されているために， 内容的にそうしたものが色濃く反映されて

います。例えば，理解する力の中に聴く力と読む力とありますが，聴く力の中では，例え

ば， メッセージやアナウンスメントの大意がわかる。読む力では，通知やポスター， カタ

ログなどの大意がわかる。実際にヨーロッパに住んで生活をするためにはこうしたことが

必要だということでしょう。それから，話す力に関しては，英語圏の地域を旅行中に起こ

りうるような場面に対応できるというような目標が掲げられています。

書く力では，個人的に興味があるような話題について書くことができるとか，個人的な
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手紙や電子メールを書くことができるということを判断しながら，茨城大学の総合英語プ

ログラムではレベル4とともに，欧州評議会基準におけるB1というレベルに相当してい

ます。

到達度のレベルから考えますと,Aが一番基礎の学習者, Bが次の学習者，そしてCが

熟達した言語使用者ということで，茨城大学の基準は， ヨーロッパの基準で見ると,A1

からB1に設定をしているところです。

今申し上げたのが総合英語プログラムのレベルの構成と到達目標です。そこから習熟度

という話が出てくるわけです。

次に，習熟度レベル分けの現状と課題について， スライド9から17でご説明させていた

だきます。

2002年から総合英語プログラムのパイロット授業が始まりまして， 2002年， 2003年， 20

04年と徐々に参加する学生と学部が増えてきて， 2005年には全学部で実施となりました。

全部の受講者が2,305名でした。そのうち1年生が1,736名でした。 これは総合英語プログ

ラムの受講者の学部とレベルに分けたそれぞれの人数がどのようだったかということを表

にまとめたものです。

これはグラフにまとめたものです。レベル1からレベル5までどのようになっているか，

それから，学部がどうだったかということが示されています。

実際に4月に1年生が入学してきたときに， 1,750名近い1年生に対してレベル分けの

ためのテストを行いました。プレースメントテストといっていますが，その際に使われた

のがCambridgebjectivePlacementTestAです。 2部だけ持ってきましたので，前から

回してください。こういうものを使用して1年生全員にテストを実施しました。

内容は3部門に分かれておりまして， 20問がリスニングです。次の20問が読解問題，そ

して次の30問が文法・語法の問題で，全部で70問， 70点という採点をします6

このテストを受けた学生が，今申し上げたように，平成17年度入学者1年生が1,736名，

それ以外にも少しおりますが，合計で1,750名の学生が受けました。

今度は習熟度別に分けるということで， どのような基準で分けたかということについて

ご説明いたします。

習熟度別が1， 2， 3， 4とあるのですが,その中でテストの得点の0点から30点の人

たちを習熟度別の1としました。 31点から42点を2としました。 43点から55点を3としま

した。 56点から70点を4，括弧して1年生と書いてありますのは， 2年生の学生でレベル

4を取っているクラスがありまして，それに関しては今回は除外しております。

習熟度レベル1， 2， 3， 4の得点基準を申し上げて， レベル1の学生が135名, レベ

ル2が656名， レベル3が864名， レベル4が93名でした。

クラス数が前年度から大体の大枠が決まっている。だから， この得点基準の幅の学生に

対してこのクラス数で割っていくと， 1クラスの人数が， レベル1で33.8人， レベル2で

28.5人， レベル3で32.0人， レベル4で23.3人となります。これを見てお気づきかと思い

ますが，一番習熟度の低いレベル1のクラスの人数が一番多く，習熟度の一番高いレベル

のクラスが一番人数が少なくなっているというアンバランスが生じています。なぜこのよ

うなことが生じたか。それは， この得点が基準だからこのようなアンバランスが生じてい
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るわけです。総合英語のレベルをどうしてこの得点基準で分けるのかということはとても

大事なことだと思うのです。

その点がどうもはっきりしない。前年度がこの得点基準だったので今年度もこれでやり

ますということで， このような基準になった結果， 1クラスの人数にこのようなアンバラ

ンスが生じている。授業をやっていく上では，できるだけ少人数，そして，習熟度別のよ

さを生かしていくためには， 1クラス当たりの人数もレベル間で同じくらいになるのがい

いと思うのです。そのためには,習熟度レベル分けの得点基準の設定根拠がどうも不明確

である。そうした点からこのような問題が生じたので， レベル分け得点基準を固定する意

味が特にないのであれば，現状の学生の利益のために， 1クラスの人数を同じにするよう

な柔軟な得点基準の設定が必要ではないかと考えるわけです。

そもそも，前年度にクラス数を大体設定しているわけです。レベルのクラス数がその数

でなければいけないのかというのは今までのシミュレーションからくる話ですが，到達目

標に達していくのだという考え方からすると，初めにクラス数があって，次に得点基準が

あってというのがどうも整合性がないように思います。

次に，今ご説明したような感じで習熟度レベルを分け，半期の授業を行い，成績評価を

する段階になりました。スライド18から30で成績評価の現状と課題についてご説明いたし

ます。

習熟度レベル別成績評価の基準ですが，総合英語では，筆記試験をexaminationとシラ

バスに書き，授業での活動はperformanceと表現されていますが，大きくこの2つで成績

評価をしていくということです。その中で筆記試験に関しては2種類のものがございまし

て，一つが習熟度レベル間共通テストです。これは4月にやったのと同じテストを実施し

ております。ですから， 4月にやった得点と8月にやった得点を比較することができるわ

けです。それとはまた別に達成度レベル別テスト，到達度テストといってもいいかもしれ

ませんが，そのほかに中間テスト，期末テスト，小テストなどを各レベルで実施しており

ます。こうした得点が筆記試験の得点になります。授業での活動は， さまざまな授業課題

を通してその達成度を見ていくということで， この2通りでやっておりまして，総合英語

の成績評価は習熟度と達成度の合計点で出されています。

次に行きますと， レベルによって割合が大体決まっております。 レベル1， 2， 3にお

いては筆記試験の割合は60％にしましよう。授業での活動の割合を40％にしましよう。そ

して， レベル4， 5では筆記試験の割合が40％で,授業での活動は60％というように大枠

が決まっております。

それを細かく見た表ですが，筆記試験の内容と比重ですが，共通テストをどのレベルで

も行います。ただ，成績評価に入れる割合は, レベル1では5％， レベル2では20%, iレ

ベル3でも20％ですが， レベル4， 5になると10％と, この辺はレベルによってばらばら

であるということです。それから，オレンジに近い色で囲んだところがさまざまな筆記テ

ストを実施して，それぞれの割合を決めて， どのクラスも同じように成績をつけていると

いうのが現状です。

もう一つの授業での活動ですが， これもレベルごとに，例えばレベル1では暗ﾛ昌を入れ

たり， レベル2ではこのような内容ということで，それぞれ項目を決めまして，それぞれ
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の割合を全体で40％とか60％になるように決めて， どのクラスも同じような評価になるよ

うにやっております。

成績評価をつけるときには，筆記試験の得点と授業での活動の得点を足しまして,その

得点に対して，茨城大学教養科目成績基準に当てはめまして,A+からEまでつけるわけ

です。

その結果ですが, レベル1で成績評価を見ますと, Bが一番多くて，次がAという分布

になっています。 レベル2を見ますと,Aが一番多くて,次がB,Cという分布になって

います。レベル3はBが多くて，そしてAという分布になっています｡

ところが，初めのプレースメントテストでレベル3の卒業要件を超えたかなり点数がよ

かったレベル4の学生たちは'A+が44.4%,そしてAが40.0%ということで，高い成績

評価が出ています。

レベル1からレベル4までの成績評価をまとめたのがこの表です。 レベル1， 2， 3に

関しては大体同じような形をしているのですが， レベル4に関しては，高成績のほうに偏

っているということです。

では，不合格だった学生はどのくらいいるのか，そしてどのような理由だったかという

ことをまとめましたが， 自分から履修をやめてしまったという学生がほとんどでして，成

績が満たなかったからというのは非常に少ないです。数的にもEの学生は全体から見ると

非常に少ないです。

今の成績評価を5段階評定に直したところ, A+を5とし,Aを4とし, Bを3という

ふうにして計算し直しますと， レベル1が3．2， レベル2が3．4， レベル3が3， レベル4

が高くて4.2という成績評価になっています。

今出てきた結果をもとに考えますとどのような現状と課題が見えるかということです

が， レベルごとに筆記と授業の評価の割合6 ：4とか4： 6とか決まっているのですが，評価

項目， ウエートの書き方がぱらぱらであるということ， これはレベルの目的が違うからい

いのだという考えもあるかもしれませんが， ある程度大きな到達目標があって，それに向

かってレベルが上がっていくというときにjそれぞれレベルの評価の項目， ウエートが違

うとなると， レベル間で成績の持つ意味が変わってくるということ，それから， レベル間

の比較ができないという問題が生じてきます。総合英語の教育評価の担当としては，総合

英語のレベルの授業としては，成績評価の統一性が必要ではないかと考えております。

もう一つ， ここから見える重要な点なのですが，今，実際に習熟度別積上式と言われて

いますが, Eがほとんどいない。そして,大体合格するような成績を取っているので，前

期で合格した学生は後期には次のレベルに行くのです。でも，本当にこれが積み上がって

いるのだろうか， ちやんと習熟度がついて次のレベルに行っているのだろうか，そういう

点は総合英語を考えていく上でとても大事な点だと思います。 4月と8月に同じ共通テス

トを実施しておりますので，そのテストの結果を比較することによってある程度は教育効

果の検証ができるのではないかということで， スライド31から41に載せております。

これは4月と8月のテストの全体の得点を比較しています。 レベルの低いほうが上がっ

ている傾向が強い。そして， リスニングに関しては上がってます。 しかし， リーディング

に関しては下がっています。例えばレベル4の学生は4月には17.2だったのですが， 8月
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になると13.9,約3点低下しているのです。 リーディングは20点満点ですから，それが3

点下がる。

文法・語法に関しては， レベル1の学生は伸びているのですが，それ以外は余り変わり

ません。

学部に関してですが，全体的にはリスニングは上昇傾向にありますが， リーディングは

下降傾向にあります。そして，文法・語法に関しては上昇傾向にあります。

ここからわかりますことで， 2点，重要な点があると思います。一つは， リーディング

の得点が低下傾向にあるということです。先ほど， レベル3の到達目標でもごらんいただ

きましたが， ヨーロッパに住む人の言語教育をそのまま持ってきていますので， リーディ

ングの到達目標をごらんいただきましたら，カタログを読めるとか，ポスターを読めると

か，生活するときに必要な目標が立てられています。でも，国立大学である茨城大学の全

学の学生を対象にリーディングの指導をするときに，専門の論文が読んでいけるという高

度なリーディングのスキルを教えていくというのが大学の役目かなと思うわけです。もち

ろん，受験勉強を一生懸命したから落ちるという見方もあるかもしれませんが， ある程度

力のある学生をさらに伸ばしていくようにしなくては大学の教養英語としての役目は果た

せないのではないかと思います。

もう1点，重要だと思うのは，先ほど見ていただきましたように，習熟度の高い学生ほ

ど低下傾向にあるということが見えていると思います。 これはいろいろな分析ができると

思いますが，一つには，今，レベル3が卒業要件となっていましたが，学生としてみたら，

4月に入ってきて，テストを一生懸命受けて， あなたはもう卒業要件をクリアしています

と言われたときに， どれだけ一生懸命英語に取り組むか，そうしたことも考えられるので

はないかと思います。

あとは， リーディングが下がっても， レベルの高い授業で力を入れて取り組んでいるス

ピーキングとかライティングの力が伸びているかもしれない。それはそれでちやんと測定

する必要があります｡まだ3カ月だからわかりませんが，この後また検証していきますが，

スライド40から44では， さらに今のデータを詳しく見たときにわかることですが，習熟

度別積上式教育の実際はどうなっているかということで， このように見てみました。 4月

に， レベル1は0点から30点， 135人でした。 4月のテストでレベル1を取った学生135人

が8月の時点で30点より上，つまり31点以上の得点を取った学生数を数えましたところ59

名でした。残りの76名は8月のテストでは同じ0から30点の幅にいました。 ここでは前期

のレベルよりもさらに上のレベルに到達していたということを到達人数とあらわしまし

た。到達していない，すなわち，同じレベルにいた学生を未到達人数とあらわしました6

到達していれば積上人数になるのですが，到達していないということは積み残しだと思い

ます。そう言うと問題かもしれませんが，積み上げという言葉があるわけですから，その

ように到達人数，未到達人数を見ていきましたところ， レベル1の学生で後期に向けて習

熟度をクリアしている学生は44％でした。

4月に31点から42点のレベル2だった学生は655名いましたが， 8月の段階でレベル2

をクリアした学生は231名でした。 クリアしていない学生は424名でした。到達割合は35％

です。
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レベル3の卒業要件ですが， 43点から55点は865名いましたが， 8月の時点でレベル4

以上の得点を取った学生は79名，未到達の人数は786名，到達割合は10％になります。

レベル4におきましては56点から70点の得点幅だったのですが, 70点が満点ですので，

レベル4の93名に関して8月の得点を見たところ，同じレベル，つまり56点から70点の得

点にいた学生数は40名で， 4月にはレベル4だったのだけれども， 8月にテストを受けた

らレベル3以下に落ちてしまった学生が53名いました。 ということは，キープした学生が

43％です。これは何が問題かというと，半期でレベルが上がるというシステムが現実に合

っていない。半期で上がれないのです。そんなに簡単に習熟度が上がるものではないので

す。だけども，総合英語プログラムのレベルが上がるということをご紹介しましたが，そ

れだと半期で積み上げていくというふうになっているので，何とか積み上げるために，テ

ストの点だけではなく，授業の到達度の要素を付加して，授業の到達度をクリアしていま

すということで上げているのですが，肝心の英語力という点に関しては，現実， こういう

ところだと思います。

もうちょっと詳しく説明しますと， この見方は， 4月にレベル1だった学生が8月の得

点がどこのランクにいるかということです。 4月にレベル1だった学生が8月にレベル1

だったのは71名， レベル2に上がったのが54名， レベル3に上がったのが5名です。 4月

にレベル2の得点幅にいた学生が8月にレベル1に落ちたのが34名， レベル2が371名，

そしてレベル3に上がったのが231名です。 このブルーが実際に積み上がっている人数で

す。紺色のところは積み残している人数です。ですが，下がっている学生は積み下ろしと

いうのでしょうか， これは言葉は別にしまして事実です。 レベル3の学生に関しては， 8

月にレベノレ1に下がったのは10名いました。 レベル2に下がっていたのが143名でした。

レベル3をキープしたのは603名，そしてレベル4に上がった学生は79名でした。レベル

4に至りましては， さすがにレベル1に落ちた学生はいなかったのですが, レベル2に落

ちた学生は2名， レベル3に下がったのが51名， レベル4をキープしたのが40名です｡

このように見ていきますと， 4月の段階に前年度の得点基準を変えないということで，

前年度と同じ得点基準でレベル分けをしたのですが， もしも本当に後期もそういうことで

あれば， 同じ得点基準を適用して習熟度をやっていけば整合性があると思うのですが，そ

うすると赤で書いたような人数になります。 しかし，そういうことにはならずに，後期に

は全員上がっているという現状です。

ですから， これから言えることは，現状をまとめますと,習熟度テスト得点の成績評価

に占める割合を低くすることにより， さらに授業での活動達成度の部分の評価割合を高

くすることで，習熟度別積上式教育を形式的に運用しているということです。

ただ，実質的には，今見たように，習熟度別積上というよりは，半期が終了したら習熟

度別レベルがほぼ自動的に上がっていくというか，今は習熟度別押出方式になっていると

いうのがこの結果からわかるところです。

ここで課題ですが，実際に私たち教員はいくら努力しても，半期で今言ったようなレベ

ルに上げていくのは現実に不可能です。そういうことを考えたときに，今の半期ごとのレ

ベル設定は見直したらいいのではないかと思います。全学導入で，いろいろなレベルの学

生がいる中でこれを運用していく場合には，今の現実に合ったレベル設定の見直しとか，

－29－



いろいろな課題が考えられるのですが,大事なことは，形式的ではなく，実質的な習熟度

別積上式の運用が必要であるということだと思います｡

シラバスを見ると, レベル3が卒業要件となっています。そして,総合英語4単位から

6単位が必修ですが，私はレベル3のコーディネートをしておりますのでほかの学部の先

生からも聞かれます。 レベル3というのはどんな英語力なのですか, レベル3ができたら

何ができるのですかということを聞かれます｡ これは現状では答えられないです。 という

のは， まず，前年度と同一の得点基準で分けていることです。点数が高いといって上げら

れないから｝結局， 1クラスの人数に不均衡が生じるという現実的なデメリットが生じて

いるわけです。つまり， レベル3が卒業要件，総合英語4単位から6単位必修の実際の意

味はこういうことだと思います。茨城大学総合英語プログラムのレベルの授業を1期から

3期受講したということ， これは事実です｡半期30回というのは実質時間に直しますと12

0時間です。

後でも申し上げますが， ヨーロッパの基準が適用されていると言いましたが, ヨーロッ

パの基準で1つレベルを上げるのには200時間から350時間必要だと言われています。その

ことから考えても， 4単位で120時間ということなので，今の設定ではレベルを上げるの

はちょっと難しいということがわかります｡ ‐

最後に， レベル3の英語力とは実際にどうなのかということを明らかにしておく必要が

あると思います｡"今回，講演の依頼をいただいた安藤先生からもこれに関して報告してほ

しいということでしたので，客観的な基準を求めてということで，茨城大学の1年生の英

語力の調査をいたしました。

できるだけ全員近くにいろいろアンケートをとったのですが，そのときに英検取得率を

聞きました。もちろん，取った時期が違うので最新の情報ではないかもしれませんが， レ

ベル1で一番多かったのは英検3級です。そうすると中学校卒業程度はあるだろうという

ことは予測がつきます｡

レベル2の学生においては英検3級が37％，英検準2級が18％持っているということな

ので, 中学卒業から高校前半くらいの力は最低あるだろうと。

レベル3に関しては690名調査したのですが，英検3級を持っているのは42％，英検準

2級が20％，高校卒業と言われる英検2級に関しては11％で,英検準2級から英検2級の

レベルかなという感じです。

レベル4に関しては，英検準2級が21％，英検2級が37％ですから，高校の学習をきち

んとしてきて,英検2級をある程度クリアできているレベルだということが見えてきます。

次に,TOEICのテストを6月と10月に茨城大学で実施しました。受験は希望制です。

受験者数をそれぞれ示しておきました。TOEICはビジネス英語です。TOEICで

見た茨城大学のレベル3の学生は平均434点でした。 TOEICでいうとDレベルです｡

Dレベルというのはどういう意味かというと, TOEICのホームページから引用してお

りますが,通常の会話で最低限のコミユニケーションができる程度であるということです。

レベル4のCになってきますと, 日常生活のニーズを充足し，限定された範囲内では業務

上のコミュニケーションができると。ビジネス関係ですのでこのような表現になっており

ますが，現状ではDレベルなのだけれども，例えば，具体的に総合英語の到達目標で考え
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るときに， レベル3を卒業要件とするのであれば, TOEICのCレベルは取れるという

ことを持ってくることは現実に可能性が高い到達目標だと思います。

TOEICのホームページから見ますと， レベル3の得点である434点というのはTO

EICのレベルのDですが，英検でいうと準2級から2級，つまり高校卒業程度かその前

くらいということです。ですから，それをCに上げるという目標を立てることは現実に可

能性があることだと思います｡

ほかにも語彙数の調査をしてみました。これは大学英語教育学会がつくっております語

彙表に基づいて学生全員に語彙のテストをした結果， どのくらいの語彙数を持っているか

を見ますと， レベル3では平均で3,398くらいあるだろうということで，平成元年の学習

指導要領では大体2,900語くらいと言われていますから， ここを見ると，高校の学習をあ

る程度きちんとしてきている学生であるということも見えてきます。

この表は先生方のプリントにはないのですが，初めに申し上げたように，総合英語は欧

州評議会の基準を到達目標に用いているということで，それは実際に検証する必要がある

と思います｡ レベル3の100名近い学生にヨーロッパの基準に基づくテストを実施し実際

にその到達目標が現実に可能なものであるかどうかを調べてみました｡聴く力，書く力，

読む力,文法・語彙， 5種類のテストがあるのですが，それを調べてみたところ, B1が

到達目標に対してレベル3の学生は， リスニングに関しては多くの学生がA1,一番初級

のレベルです｡書く力においてはA2が63%で多かったです。読解に関してはA1からA

2，そして文法に関しては学校教育をきちんと受けてきたことでB1に達しています。語

彙に関してもA2にシフトしていますが, リスニング， ライティング， リーディングの部

分に関しては総合英語のB1という基準からはかなり離れています。

ヨーロッパの基準では,A1からA2に行くのに200時間ほど必要だと言われています。

つまり， リスニングばかり200時間やっていってようやく次のレベルに行ける。それから，

A2からB1に行くには370時間必要だと言われています。

茨城大学生でも，英語を専門にしていて， 4年生でアメリカに1年間留学して戻ってき

た学生でリスニングのB1になるくらいですから，総合英語の中で欧州の基準でB1を持

ってくるというのはかなり無理があるということが見えてきます。要するに， ヨーロジパ

の基準を否定しているわけではなく，実際にヨーロッパの基準を茨城大学に持ってきたと

きには現実的な検討が必要であろうということです。

最後に，一番大事なことは，習熟度,すなわち,茨城大学生に必要な英語力とは何なの

でしょうかということです。 ヨーロッパで生活し,いろいろなカタログが読めたり会話が

できるというのも英語力として必要かもしれません。ですが,今は全学導入時代ですから，

全部の学部の学生を預かるわけです。ですから，そうした学生に対してどのような英語力

をつけたいのかということは， これからの全学導入時代の総合英語に対して一番考えてい

かなくてはいけない部分だと思います。

まず，教養教育として身につけさせたい英語力というのもありますし，それから，それ

ぞれの学部で専門にやっていくときに必要だと考える英語力もそれぞれの学部であると思

います。ですから，そうした学部の考えも聞いて，そして，総合英語の中で実際にそれぞ

れの学部の要請に合ったような教育をしていくこともこれからの総合英語を考えるときに
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は大事だと思います。

今まで総合英語を立ち上げてこられた努力は大変なものだったと思います。ここまで育

てていく方々の努力があってここまで来られたと思うのです。これからは，全員を対象に

していくわけだから，さらにいろいろなデータ分析を通してそこから課題が見えてきたら，

それを乗り越えていけるような柔軟なシステム，そして，総合英語の情報をオープンにし

て，共有して，全学の先生方から協力をいただけるようなプログラムに進化発展させてい

く必要があるのではないか｡そのような組織にしていただきたいと切に希望しております。

時間が延びてしまいました。以上で終わりにします。ありがとうございました。

○司会

時間が押し迫っておりますので，次に移らせていただきます。

また総合討論のほうでパネラーとして前のほうに登場していただきたいと思っておりま

す。

続きまして，理系基礎教育部の千葉先生から， 「接続教育の構想と実際一数学の事例か

ら－」 ということでご報告をお願いしたいと思います。報告時間はおよそ30分程度をめど

にお願いしたいと考えておりますので， よろしくお願いいたします。

｢接続教育の構想と実際一数学の事例から－」

大学教育研究開発センター理系基礎教育部千葉康生

茨城大学で教育研究開発センターに4月から着任しました千葉康生です。

きょうはシンポジウムということで，僕は専門が数学でして，偏微分方程式を解くなん

ていうことをやっているのですが， 4月からパイロット授業を工学部は1年生がやってい

まして，それの実際に授業を担当することになって，授業を前期， 1週間に2回ずつやっ

ておりまして，結局， 30回の授業だったのですが， きょうはそれについて報告させていた

だきます。

タイトルは「接続教育の構想と実際一数学の事例から－」 ということなのですが，お手

元に資料が行っていると思うのですが， 「理系基礎教育(教養科目）の充実に向けて｣， こ

れは46ページあるのですが，全部読んでいられないという方のためにこれについてまとめ

て説明したいと思っております。

こういう授業が行われた経緯については，資料の「はじめに」 という一番最初のページ

あたりに大まかな概略及び結果も載っているのですが，それによりますと，平成15年11月

25日の総合計画委員会において接続教育に関する次の決定がなされたというわけです。そ

れが接続教育，それは専門教育への教育ということと，学生の多様化に対応する教育とい

うことです。

どの教科もそうですが，得意，不得意があって，特に数学はわかっている人とわかって

いない人の差がかなり激しくて，新入生のうち高校レベルの内容が相当量修得できていな

い人たちがいるわけです｡それを0型の学生と分類し,それを早い段階で標準グループに，

これを1型と名づけて， 1型に追いつかせたいというのが一つの目標だったわけです。そ

れに向けて0型の人を対象とした授業を実施しようということになったわけです｡
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パイロット授業の方針としては幾つかありまして，ここには4つ掲げたのですが，まず，

復習重視の自習を授業の一環に組み入れるということです｡つまり，復習を重視しようと。

その復習を重視する自習にEラーニングを用いようということです。Eラーニングという

のは,教材をつくらなければいけないというわけで，この教材開発に非常に時間がかかり，

労力もかかったわけなのですが， これを開発して， これを使って，授業の中ではパソコン

を使うわけではないので，授業の中で使うわけではないのですが，各学生の自宅ないしは

学校等で使えるようにするということです。

小テストについては, IT機器・システムを活用とあるのですが， これは実際にはあま

り実現していないところで，パソコンを使えるクラスの関係があって，常にパソコンを使

える授業ができたわけではないので， これについてはあまりできてはいないと思います。

それから，最後なのですが，単なる計算術の修得ではなく，意味や論理の理解を得させ

るよう配慮するということです。これは，一応，純粋に数学者なので，いろいろと思うと

ころがあるのですが，数学というのは小学校以来習ってきて，かなり直感に頼っている。

というのは，例えば，長さというのはあるものだと思って何かが進んでいくのですが， 冗

の定義とかそのようなところがあるのですが，その辺のことも厳密にはできないですが，

これは新入生に向けての授業なのでなかなかやりにくい部分はありますが，その辺のこと

を常に意識させながらやろう。これは工学部に向けてやっている授業ですが，工学部では

数学を手段として使うわけですが，単なる手段，計算ができるということだけではなく，

ちやんとこの数式の意味とか，そのものをちやんと感じさせるようなことをやろうという

のが結構大きな目標だったわけです。そして，それに基づいてEラーニングの教材を開発

したわけです。

今年度，工学部の学生にプレースメントテスト， クラス分けの試験を実施しました。こ

れは総合英語の真似ということですが，その成續の下位の約50名に，数学，特に微分積分

なのですが， このパイロット授業を実施した。文系の皆さんはご存知ないかもしれないの

ですが，微分積分というのは理工系では必修と書きましたが,必須の数学の科目です。理

系でも当然使いますし，工学部でも計算等々にたくさん使う。

授業なのですが，微分積分入門と微分積分基礎の2つを立ち上げて，成績下位の約50名

に対して行いました。

これから入門と基礎の内容をそれぞれ掲げようと思うのですが，入門というのは高校の

復習もある程度含んでいます。ただし，高校の復習といっても， なるべく大学の学生が対

象となるのに基づいたような部分からの見地からやろうと。だから，微分積分基礎という

のはいわゆる通常の工学部の1年生の微分積分です。先ほど掲げたものでいうと， 1型の

学生が受けるような授業ということになります。これを最初に微分積分入門を週2回ずつ

15回行いました。その後，微分積分基礎を週2回， 15回行ったというわけで， これは平成

17年度前学期の話であります。

経過といたしましては，今，軽く説明しましたが，工学部の最初に集まってもらうとき

に微分積分のプレースメントテストを行いました。 これは大体高校生の内容の試験で，マ

ークシート式の試験20問， このあたりの成績についてはまた後ほどご紹介させていただき

ます。
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4月14日から微分積分入門の授業を成績が下位の45人に対して15回行いました。 6月6

日に試験を行い； 6月9日から今度はまた別の新しい授業として微分積分基礎の授業を開

始しました。 これもやはり週2回， 15回行いました。 8月1日に試験をし， さらに， これ

も先ほどお話があった総合英語の場合と同じでして， 8月3日に4月に行った微分積分の

基礎テストというプレースメントテストをもう一回工学部の全学生に対して行いました。

この結果は後ほどご紹介いたします。

まず，各授業の成績についてご紹介させていただきますが，微分積分入門というのはj

微分・積分,初等関数の定義と性質を学ぶということで， この中に若干の高校の復習めい

たことも含まれているわけです。時間は， 月曜1講時，木曜4講時の週2コマ15回です｡

授業なのですが， どういう方式でやっているかというと, CD教材をEラーニングとし

て扱っていたわけなのですが,CD教材を50名に対して全員にただで配りました。そして，

これで復習をしてくれと｡それに基づいた小テストを行ってうその後講義をして，次の回

はまた小テストをして講義をするという形です。

CD自習教材の画面はこういう感じなのですが，実際に見ていく|と,最初の画面ですが，

第1回の講義から第14回の講義，第15回目が試験だったので， こういうふうに項目ごとに

まとまっているわけです。例えば，第1回の講義だったら三角関数の定義とか,第8回だ

ったらこのようなものになっています。

実際，第1回の講義についてはこういう画面になっておりまして，構成としては，解説

を載せていて， これが解説の画面なのですが, この後，確認テストがある｡”この確認テス

トというのは大体選択式の問題で，例えば， これで何か適当な問題を選んでやると， これ

は不正解だったわけですが，不正解というのが出てきて，解説というか， これでいいです

かみたいなことが出てくるわけです。それから例題を載せています。そして，最後に，そ

の例題に基づいた基本的テストが載っていて， これもやはり選択式です。中にはこういう

ところにヒントが載っていて， ヒントを押すとヒントが出てくるというものもあります。

各回の最後に必ず模擬小テストがありまして， こういうものに基づいて次の回に小テスト

が出されるというふうになっています。 これは各講義ごとにまとめられてあって，解説，

確認テスト，例題基本テストがあって，模擬小テストが用意されて，選択式の問題とい

うわけです。

15回，講義をして成績をつけたのですが，手元の資料にあると思いますが, こちらの左

側が実際の試験問題の分布で，右側が実際につけた成績の分布です。どういうふうに成績

をつけているかというと，試験をして，期末試験の割合が5割小テストが4割，論述宿

題という宿題を適宜課していたのですが， これは文章を書かせて数学的な問題を解くとい

うものですが，それを1割とした。この5割4割， 1割というのはいろいろ意見もある

かと思いますが，小テストが非常に多いというのは,入門や基礎の授業の最初に掲げたよ

うに，復習を非常に重視しようということでしたので, Eラーニング教材のCDを使った

小テストというところを普段の成績として非常に重要視しようということからこういうふ

うになっているわけです。

これと全く同じように授業が進みまして，微分積分基礎， これは1型，つまり,通常の

学生が受ける微分積分の講義の内容とほぼ同じです。 これもやはり週2回， 15コマ行って
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おります。 これもCD教材をつくりましたdそれを基礎の授業が始まるときの6月9日の

ときに渡して，それに基づいた小テストをして，その都度講義をして， また次の回は小テ

ストをして講義をするという形で行いました。

成績ですが，試験だけを見ると8割ぐらいが非常に多かったということなのですが,実

際の成績は60点台が多くなっています。 これの成績のつけ方としては，試験5割小テス

ト4割，それから，適宜課していた論述の宿題を1割というふうにしました。小テスト4

割なのは，やはり復習を重視しようということからです｡ ：

試験はなるべくすべてのことについて聞けるように’15回分の講義からくまなくなるべ

く出すようにしたということです。

今のは成績で,今回のシンポジウムのテーマですが，これは教師側から見た結果でして，

学生側はこの授業をどんなふうに思っているのだろうというところについて見てみたいと

思います。

アンケートは入門のときと基礎の授業のときと2回やりました。それぞれマーク式と記

述式で，入門のときはクラス分けとかCD教材とか,それから，基礎のときはCD教材と

か授業全般についていろいろと聞いてみました。その辺の結果をお知らせしたいと思いま

すが

資料にページ数が書いてあると思うのですが， これだったらp.32-33,p.42とかdこ

れは配布した資料の32ページから33ページとか42ページにありますということです。 この

グラフはちょっと見にくいのですが， これを見ていただければもっと細かいことがいろい

ろ載っています。

この授業を履修して全体としてどう思いますかというアンケートに対して，学生は,こ

のパイロット授業のクラスでは「大変よかった」 と答えた人がかなり多く， 59％， 6割近

くいるということです。それから， 「ややよかった」 というのが24％いて， この2つを合

わせると8割以上いる。これは比較して申し訳ないですがj通常クラスのアンケートだと，

「大変よかった」 というのが16%, 「ややよかった」 というのが27%ということなので,

これに比べれば断然いいわけです。 これはあまりにもよすぎるのですが，実際には，デー

タとしては2回目の授業の微分積分基礎のほうのデータを取っているので，入門と基礎の

2つの授業を行った後の結果だということを考えてください。入門のとき:は「大変よかっ

た」 というのが20％ぐらい違って37％でした。だから， 2つの相乗効果があるのではない

かと考えられます。

それから， あなたは授業内容を理解できたと思いますかということですが， ｢大変よく

理解できました」 という人は通常クラスよりも少なかったです。 しかし， 「よく理解でき

た」 というふうに，学生は「大変」はそこまではと思ったかもしれないので， 「よく理解

できた」ぐらいにしてくれたのだと思いたいのですが,それは非常に多くて44％でした｡

あと， 「普通」 という意見が一番多く，この2つがほとんどという意見になっていました。

あとは，注目すべきは， 「全く理解できなかった」 という人は全然いなかったです。 「や

や理解できなかった」 という人は数名おりました｡

それから， この授業を聞いてこの科目について技術等が向上しましたかという設問に対

しては， 「大変向上した」 というのが20％でした。 「向上した」 という人が46％おりまし
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て， この2つがかなり多いということになります。 「全く向上しなかった」 という人はあ

まりいなかった。

もう一つ,実際にCD教材を配って復習してほしいということでつくったわけですので，

予習はともかく，復習としてちゃんと使っているかということを聞いてみたところ，予習，

復習を2時間以上というのはさすがにあまりいないのですが，通常のクラスの場合， 5番

目の「行っていない」 というのが微分積分の授業に関しては一番多いわけです。それに比

べれば， この教材に関して必ず小テストで出しますから， これを見るということで， 「30

分未満」 というのも多いですが， 「30分～1時間程度」 という学生が非常に多い。だから，

必ず何らかの復習めいたものはやっているということがわかりました。

それから， これも比較されている先生には申し訳ないのですが， あなたはこの授業を友

人や後輩等に薦めますかというのは， 「薦める｣ という意見が非常に多かったのです。 こ

れは普通の授業とは違ってかなりいい。 「薦めない」 という人はあまりいないという結果

だった。

つまり， こういうものを見てみると，学生が基礎からの授業を望んでいるということが

見えてくるわけです。

それから， この資料の20ページについてなのですが，全意見ではないですが，一部の意

見を集約してj記述式のアンケートについて2件を載せていますので， よろしかったら一

つ一つ見ていただければいいかなと思いますが， クラス分けについて,最初にプレースメ

ント試験をして，成績の悪い人を50人集めて授業をする。そんなことをやったらやる気が

なくなるとか，そういう可能性があるのではないのかなと思ったのですが, ほとんどが肯

定的意見だったのです。つまり， 自分はわかっていないということを認識しているから，

こういう基礎からやってくれるほうが非常にいいという意見が多い。それがここに書いて

ある，できないという認識があるという部分です。

高校レベルの内容もやったわけですが，それについてどう思っているかというと， これ

は分かっていないところが分かるようになったという意見がかなりありました。

もう一つ， ここの内容で特徴的なのは，簡単と難しいという2つの意見があったという

ことです。これは一見すると簡単なのですが， なるべく厳密なところに基づいてやろうと

いう意識がこちら側にあるので，その辺を細かく説明したりすれば難しいと感じた人がい

たというわけです。

それから， これはCDを主に使用した場所についてなのですが， これは数学だけではな

くて，ほかの教科に関しても重要なことだと思うのですが，その結果はこの資料の22ペー

ジにあるのですが，これを調べてみたところ， 自宅のパソコンで使った人が81%なのです。

ということは，かなり自宅で使っている。逆に大学ではあまりパソコンを使ってやってい

る人はいないというわけです。これは19％です。これは大学でもパソコンを設置するとか，

使えるか使えないかということは総合英語でも同じ現象があるようですが，そういうこと

です。

ちなみに，今，情報処理の授業もやっているので，それでも似たようなことを聞いたと

ころ， 70人ぐらいのクラスで， これは人文学部に当たるのですが, 50名程度が， もし宿題

を出したら自宅でパソコンを使ってやるという結果が出ています。
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それから，先ほどのCD教材なのですが， これのよい点は， もちろんわかりやすいと書

いてくる人が当然いるわけで，わかりにくいと書いている人もいるわけです。それから，

復習に役立っているというのもありますが，一番いい点というのは， この最後の参照がす

ぐできるというところではないかなと思います。 ノートで書いてやる授業，僕はそういう

のが好きなのですが，それをやると，実はどこに何が書いてあるか，後で見返すときにわ

からないという可能性がありますが， この教材は，先ほど確認したように，第1回の講義

から第14回の講義のすべてが常にぱっと参照できるようになっていますので，その点がど

うも学生にとってはいい点らしいということです。

改善すべき点としては，問題の解説だとか， 内容自体どうなのだというところも当然あ

るわけです。それらの意見については22ページから24ページと， 34ページから35ページを

ごらんになってください。

今のところはあまりこのシンポジウムのタイトルに関わらないところですから，成績の

比較をやってみました。先ほど出した微分積分の入門と基礎のそれぞれの成績というのは

パイロット授業向けの単独の試験なので， ほかとの比較はあまり意味がないということな

のですが， 8月に4月と全く同じパイロット授業に分類するときに使ったプレースメント

テスト20問をまた工学部の1年生全員に実施したのです｡その結果どうなったかというと，

これが結果なのですが，パイロット授業を受けた学生たちというのは， 4月の平均点は50

点以下の46.9点だったわけです。それが8月には79.3点になるわけです。点数が1人の例

外もなく全員上がりました。通常クラスはもともとの平均点が非常に高くて， 80点以上あ

ったので， 8月もそんなには伸びていないですが，高いところにいっています。パイロッ

ト授業クラスは実際には通常クラスより平均点を見るとちょっと差がありますが，でも，

4月の差に比べたら大分追いついてきているのではないかということがあります。

実際にパイロット授業のクラスのほうが平均点が高い問題もあったのです。 20問中6問

と書いてあるのですが， これはちょっと大げさというか， 2問は全く同じ点数だったので

すが， 20問中4問はパイロット授業のほうがよかったということもありました｡

最後に,そういうわけなので非常に結果としてはよかったと思っています。担当した者

としては,僕もこういう授業はやったことがないので,非常にほっとはしているわけです。

結果として，大学側としては，底上げすることで， 2年生以降，復習を前提とした授業を

回避できるのではないだろうか。つまり，数学がよくわかっていないのに専門の授業をや

っても，工学部の学生でわからない人だって実際はかなりいるようです。そういう人たち

の底上げをしたということがいえると思います。よく言われる言葉では,学生の質の向上

です。

学生側からは，アンケートの結果から，基礎から学べるという肯定的意見はありました。

課題としては， この授業は1クラスだけしかやっていないわけです。サンプルも少なく

て， 50人程度で全員上がったからこれで大丈夫かということもありますが，来年度からは

2クラスに増やす予定です。それから，教材自体も, Eラーニングが昨今はやっています

が，今回はCDを与えるという若干原始的な方法であったので，実際は，選んだり，外か

ら見られるようにしたりするなり， どこからでも復習ができる。そして，できれば，茨城

大学の学生さんだったら誰でもこのページが使えて，基礎的なところを学ぼうと思う人は
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学べるという形にしたいなとは思っております。

それから，数学の授業としては，慢性的に演習不足だなというところはあります。

来年度から,工学部の多数の学科の微分積分はある程度内容を統一してやろうというこ

とになっていまして,そのテキストに，作成したこの教材をもうちょっと編集なりいろい

ろしたりして， これを学生が来たら配布して， これを使って，来年度， ある程度統一的に

やろうということになっています｡‘

物理も同じような授業が工学部で立ち上がる予定です｡

基礎的な授業をやるのは非常に負担が大きいわけですが，来年度からはゆとり教育を受

けた学生たちも入ってきますので，その辺は真剣に考えないといけないかなという課題が

あるとは思います。

○司会

ありがとうございました。

それでは, この後,総合討論に入りますがj:前のほうで準備いたしますので， 5分間だ

け休憩いたしまして， 4時半から始めさせていただきたいと思います。 ‘ 入

○司会

それでは,時間も限られていますが，総合討論を始めさせていただきたいと思います。

報告者の先生方,大変恐縮ですが前のほうに出てきていただけないかと思います｡

それから，総合討論につきましては副センター長の佐々木先生に司会をお願いしたいと

思っております。

申し遅れましたが，私，進行役を務めております大学教育センターの安藤と申します。

それでは,一応5時終了ということになっておりますが，5時10分ぐらいをめどにとい

うことでよろしいでしょうか。ということで， あと，佐々木先生, よろしくお願いいたし

ます。

○佐々木

それでは，総合討論に進みたいと思います。司会は大学教育センターの佐々木が担当さ

せていただきます｡

きょうは，吉原先生，そして斉田先生， また千葉先生にご報告いただきました。なかで

も斉田先生，千葉先生にはデータを踏まえた具体的な分析をしていただきました。 :

討論に入る前に，授業の実態報告について，議論とは別に，報告の内容とか， あるいは

データの使い方等々について何かご質問があれば承りたいと思います｡

○竝木

教育学部の竝木と申します。

斉田先生が使われたデータその他でちょっと確認のためといいますか，質問及び全体的

なコメントなのですが，私， 45分から別の会議が控えているので，すいません｡

まず，全体的な感想として，徴密なデータの分析に基づく問題点の指摘ということがあ

ったのです｡それから，それに基づいた提案というのは非常に説得力があったと思います｡

具体的には,例えば， 20ページ, 21ページあたりのデータ，それから，考察というのは今

まで我々は見たことがなくて,その前の19ページのリーディングの成績がかえって下がっ
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ているということが今までの英語では知っていたのですが，その辺のデータなどは非常に

驚くべきところもいろいろありまして，その辺に基づくことは非常に参考になりました。

質問というのは， 25ページの下のほうです。総合英語プログラムの最重要課題4という

ところがあります。そこで書かれていることは，それまでのお話を踏まえてもっともだと

思うわけなのですが，最後に，下の黒丸のところに，総合英語プログラムに関する情報

課題をオープンにし，全学の協力を得ながらプログラムを進化発展させていくこと,それ

を可能にする組織作成が不可欠であると書いてあるわけです6それを可能にする組織作成

が不可欠というところで,先ほど先生は，私たちの意見が通っていくような具合になって

ほしいということを言われたわけですが，例えば，今年の小林先生を中心として総合英語

プログラム担当の先生方の意見や提案を通りづらくしているというのは一体どういう

ことなのかということ，それから, 、もし組織や体制の面で改善されなくてはならないこと

はどういうことなのかという点を,恐れ入りますが，教えていただければ幸いです。

○斉田

私，今年度から担当ということでメこれまでの経緯もあまりわかっていないところもご

ざいますので，その点については，小林先生も，今年度，専門部会長としてなさっておら

れますので，先生のご意見もいただきたいと思うのです◎

総合英語の組織のことなのですが， この前， ワーキンググループ案が出されまして，総

合英語専門部会の組織が出ていました。そこでは総合英語部の今の7名がそのままそっく

りその中に入り，そして人文学部から4名, :そして教育学部で1名というような組織にな

っているわけです。そうした中で, ;今，全学の学生さんを相手にしてどんどん伸ばしてい

かなくてはいけない。そして，それぞれの学部の要請にマッチした努力をしていかなくて

はいけない。そういうときには,各学部の先生の要請を聞けるような組織がどこかになく

てはいけない｡それが総合英語専門部会の組織としてあったほうがいいのではないかなと。

ですから，専門部会に各学部の先生に来ていただき，そうした組織にしていくことが総

合英語の全学に対応した発展になるのかなと考えます。

あとは，総合英語部の委員長の小林先生，今の竝木先生のご質問に対して答えていただ

ければと思います。

○佐々木

小林先生,ではよろしくお願いします。

○小林

それでは， まず一つは，組織的なことですが，一番の問題は，すべてのコンセンサスが

とられた上での到達目標であれば,それに対する方法論とか教材とか， ある程度スムーズ

に決まっていくのでしょうけれども， まず一つ，そこが大きなポイントかな。

それから，組織につきましては,今，斉田先生のほうからありましたように,現在，総

合英語の専門部会がございますが， ある意味，閉じられた中ですべて決まっていくという

組織になっております。その中で，実質，総合英語を教育を担当している者が7名，総合

英語教育部というものが中に入っているわけです。位置づけとしては，総合英語教育部は

あくまでも実行部隊ということで，意思決定は専門部会で行われる。そこには各学部との

意見交換の場であるとか， あるいは意思決定に関わるフォローアップといったことが非常
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に難しい状況にあるということが一つポイントとして挙げられるかなと思います。

以上です。

○佐々木

よるしいですか。

○竝木

ありがとうございました。今のプログラムが今年初めて全学になったわけですから， こ

の間ずつとそれをやられてこられた方のご苦労というのは， さっき斉田先生もおつしやっ

たように，並大抵のものではなかったと思うのです。私は教育学部ですが，それは外から

見ても非常によくわかるのですが，ただ， このように具体的なデータとして課題がはっき

りしてきたわけですから，そうすると，それを解決するのには，今までのいきさつがこれ

これだから， あるいは去年までこうやっていたからというのはもはや理由にはならないと

思うのです。これだけ明確な形で課題が出てきたのであれば,今年，それを明らかにして，

こういう具合にやっていったらどうかという提案をお持ちのところが主体的に改善案を出

していける。そして，それがきちんと届いて実行されるような体制が必要なのではないか

という気がいたします。

とりあえずそういうことです。言いたいことは言いました。

○佐々木

ありがとうございました。

総合英語の実態報告の中から,総合英語の組織上の運営の問題が浮上してまいりました。

この点につきましては，皆さん， ご意見がたくさんあると思うのですが， きょうのテーマ

は適正な成績評価についてということですので， この問題は後回しにさせていただきまし

て，時間があったらまた取り上げさせていただきたいと思います。

ほかにいかがでしょうか｡数学の接続教育について何かご意見はございますでしょうか。

○ト部

これは討論でいいのですか。

○佐々木

いや，基本的な質問をまず最初にお願いしたいのですけれども。

○ト部

基本的にそうだとすると，僕は, CD教材を聞いたときに，成果があったというのはあ

れだと思うのだけれども， あれは実は大変だと思うんだよな。通常の授業だったらj整備

された教科書を買ってきて，それを使ってやることが普通に行われていて，それだったら

アドリブで授業ができるのだけれど， 15回も分けてしまって， あれを最初に考えるのは大

変だと思います。彼は謙虚であまり言わなかったけれども， どのぐらい時間がかかったの

か，何日ぐらいかかったか。赴任してきて始めるのは大変だと思うけれど，それを言って

ほしい。

○佐々木

いかがですか。

○千葉

教材をつくるのは確かにかなり時間がかかりました。何日間か決めてやっていたわけで
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はないので，準備段階からすると，去年の後半ぐらいからですか， 11月， 12月く、らいかな

と思うのですが，実際にはかなり時間がかかって，授業をやりながらつくっていった部分

もありました。

○卜部

だから， 1週間とかそんなものではない。

○千葉

1週間ではないですね。 というのは，内容をどうするかということを決めるというとこ

ろから始めていますので， 1人でつくるのだったら1週間でも頑張ればできるかもしれま

せんが，みんなでこういうことをやろうということを一つずつ精査して決めていったわけ

です◎

○佐々木

ほかにいかがでしょうか。

それでは，具体的な討論に入っていきたいと思いますが，取っ掛かりとしまして，今日，

ゲストでお招きした吉原先生に，今，私ども大学で進めている，実験的な， 2論の報告が

ございましたが，それについて簡単なコメントをいただけたらと思います。お願いいたし

ます。

○吉原

私が在籍していたころと非常に変わっていて驚きまして，私のころは，英語なんていう

のは週2回，授業があって，ほとんど訳して終わりというようなことが多くて，訳の答え

もほとんど出回っているので，それで英語は取れたという感じなのですが，総合英語でも

いろいろな試みをして，学生にとってはある意味モチベーションを上げられるような仕組

みをとっているなとは思います。

ただ，数学のほうについても，接続教育というのは，私の会社でそういうテストの分析

とか統計関係をやっているので，配属されてくる人も統計を全然やっていなくても配属は

されてくるので，そこで初めて統計を教えたり，そこでIRTというものでは識別力とい

う項目の特性曲線の中のそういう話とか，接線の話とか，そういう話をするので，接線の

意味とかはそこから一から教えていって，でも， 3カ月， 4カ月く、らいでその意味がわか

ってウその後スムーズに仕事がいくようになるので，接続教育の重要性というのは非常に

必要だと思います。特に今はうまく切り抜けてくれば，理科系でもそんなに数学をやらな

くてもいいとか，一時期，生物を知らなくても医学部に入れて，その後は医者として成り

立っていかないような人が多いとか，そういうことが問題になったのですが，そういう中

でこういうことをやっているということは非常に意義深いものだと思いますので， これか

らもどんどんやっていってほしいなと思います｡

○佐々木

どうもありがとうございました。社会に出てからも役に立つということで，非常にお褒

めの言葉をいただきました。

それでは，早速，討論に入っていきたいと思うのですが，何かご質問あるいは異議な

どございますでしょうか。

○渡辺
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1理学部の渡辺でございます｡ ！ 〃…’

今まで参加した教養教育の関係のシンポジウムで私はきょうが一番役に立ったと思いま

す。特に英語教育の問題に関して，実態といいますか，非常に大事なことだと思います。

結局，今の総合英語教育の実態というのは我々は知らなかったと言っていいかどうか知

らないけれども，内容だけ発表だけしていたと言ったほうがいいのかな,そういう印象を

非常に受けました。

そういう意味で，理学部にとっても英語を読む力というのは非常に大切ですので，私も

関心を持って見ているわけですがﾀ どうやってこれを分析するかというのは非常に難しい

問題があると思います。学力が上位の学生が下がっている6 自分を考えると，自分の総合

的な英語の能力が大学の入試を受けたときがピークであったであろう。それで大学に入っ

てしまうと大体のんびりするから，そうするとだんだん単語を忘れてくるし， ほぼ下がる

だろうということは想像がつくのだけれど，それ以外で，例えば理系の論文を読む力，未

来完了とか過去完了とかそういうものは忘れてしまう。ただ，現実に我々が医学の世界で

遭遇する範囲の単語の専門用の專語とか言い回しだとか，そういうものがどんどん入って

いくわけね。下がるものもあるだろうしｳ大学教育で上がっていくべきもの,例えば医学

部の学生はこういうものが上がってほしい，工学部はそこだ，人文はそこだ，そういうも

のを伸ばすような，入ってきた学力をそのまま維持するというか，上げるにしても, #上げ

るべきものというところをポイントを絞っていただけるかという議論ができるといいのか

なと思うのです。下がることはある程度当たり前だと思うのです。それを伸ばすべきもの

は何だろうかという，その辺の議論を真剣にやるべきではないかと私は思いました。

○佐々木

斉田先生，いかがでしょうか。

○斉田 ’

どうもありがどうございます。先ほど学生の全員が受けたテストを見ていただいたので

すが，そこで働いているリーディングの力というのは，受験でいういわゆる細かい知識の

詰め込みのような力ではなくて， ある意味，普通のリーディングの力であると思います。

これは受験の学力とは違うところでの読む力という意味で，私は下がっていい力と下がっ

ていけない力とあると思うdその中のこれは下がっていけない力だと思うのです｡例えば，

入試のいろいろな細かい問題を解ける力が入るときはピークで，その後下がるということ

はあり得るかもしれないけれども，今回やったテストの得点は下がってはいけない力だと

思う。

なぜかというと，今おつしやったように，それぞれの学部にいったときに，専門的な論

文が読める，その力の基礎となる部分であり,大学の教養英語は何を目的として，何をや

ってあげなくてはいけないかというときに，各学部の要請をしっかりと聞いて，それに合

うような教育をすると同時に，その基礎となる，高校までで並んだ逐語訳とか，そういう

ことを超えたもっとリーディングスキルをもってどんどん読めるといった力をつけてあげ

る。その基礎の英語力を伸ばすべきだと思います。

今おつしやったように，下がっているといっても3カ月ですから，それが本当にこの後

どのようになるかどうか見る必要はあると思います。単に受験の力のときのピークとは違
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う英語の力で, ‘これは伸ばしていくべき力だと思っています6

○佐々木

今の点に関連して何かご質問ございますでしょうか。

○大塚

理学部の大塚と申します。

大変興味深いお話をありがとうございました｡ ，

お話の中で，今のレベルについてなのですが, もともとの到達レベル，最初にお配りに

なったものをテストで評価なさっているということは, :判定材料を評価でするべきだと思

うのですが， ちやんと同じテストで， レベル3がクリアできるかどうかを確保するべきだ

と思うのですが， レベルの中でTOEICとか英検とも比べられています。就職委員をや

っていたのですが，社会的にも就職の段階でTOEICの試験の成績というのはすごくわ

かりやすい指標として通用している。そういう指標をきちんとクリアするという形で，指

標の見直し,それから，今後どういうふうに底上げを図っていくかというものについて，

もし考え方とかあったらご披露していただければと思うのですけれども。 測

○佐々木

それでは，斉田先生，お願いします。

○斉田

最近,文部科学省が，英語が使える日本人育成で， 日本人の英語力はここまで上げてく

ださいということを示しています。その中で， 中高生に関しては，高校を卒業したら英検

2級ぐらいというような到達度を示していますo大学生に関しては，大学を卒業したら仕

事で英語が使える力を育成という書き方なのですが，そうした点から考えますと,今のよ

うな客観的な英語の力はどれだけかという指標が確かに求められると思うのです。

それと，大学の教養としての英語それから専門につながる英語，そうしたことで我々

がどういう英語力をつけたいのか，その目標に対してテストというのはそれぞれテストの

目的があって, TOEICはTOEICでビジネスで使える英語力を測る。それから, T

OEFLというテストがありますが, TOEFLは北米の大学に留学できるかどうかとい

うような力を測る。

ということで，テストはそれぞれ目的があるので，学生に外部英語テストを受けてもら

って，例えば，茨城大学でTOEICのCレベルの学力はありますよという指標を示すこ

とは非常に具体的でわかりやすいと思うのです。だけども，それは本末転倒になって, T

OEICの点を取らせるための大学の教養の英語教育になってはまずいと思うのです。ま

た，はかる指標としては幾つか持っておくことは必要だと思います。大学の中の目標と，

それから，社会との整合性等を考えたときに, TOEI:CのCレベルの得点を取ることが

茨城大学のレベル3の要件ですよというふうな,要件とまで言うといいかどうかわかりま

せんが，茨城大学の卒業生はcレベルを持っていますよということが言えると良いと思い

ます。 しかし，一つの指標ではまずいと思います｡テストはそれぞれ目的があるので，そ

のテストの目的に合った使い方をしていく必要があると思います。

○佐々木 ：

今テストのあり方とかｿあるいは目的についてのお話をいただきましたが，先ほど，一7 1 ．
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吉原先生のご報告にもその辺の問題点がございました。質問についてもその点の質問が出

ましたので，いかがでしょうか。何か吉原先生のご報告に対してご質間ございませんでし

ょうか。

○田切

総合英語の問題と絡めて吉原先生にご質問したいのですが，に達成度評価，成績評価と

いう問題のときに，現状,総合英語で一番問題になっているのは, イグザミネーションと

パフォーマンスがかなり合体した状況で成績評価基準がつくられてしまっている。こうい

うやり方をしたときに，達成度評価という感覚から見たときに先生はどういうふうにお考

えになるかというところをお伺いしたいのですけれども。

○佐々木

よろしくお願いします。

○吉原

要するに，試験とパフォーマンス，ただ，英語についていえば， 目的として語彙とか文

法という知識があって，その基礎を士台として，読解とか，聞く力とか，話す力みたいな

パフォーマンスということで，確かにどっちを重みづけるかによって成績も変わってきて

しまうと思うのですが，それは総合英語教育の目標によってどこに重みを置くかというこ

とと，能力を測定するというよりも，英語の力を評価するみたいな話になってくると思う

のですが，英語の場合は， 目標としては，全学共通で,リスニングにしてもリーディング

にしてもライティングにしてもスピーキングにしても，今後，専門教育の中でも英語を使

っていくために何が必要かというところで評価要素を挙げたときに，紙のテストだと， う

ちのテストだと， リーディングとか語彙とかそういうほうに重点を置くのですが，そこの

基礎と，パフォーマンスとして英語を使って自分の言いたいことを表現できるかという，

どう重みづけをするかは別として，両方の測定評価が必要だと思います。

○佐々木

ほかにいかがでしょうか。

○伊藤

人文学部の伊藤と申します。

きょうは最初は用事があって来られなかったのですが，途中から拝聴させていただきま

してありがとうございました。

きょうのご講演の中で，論述式のテストと客観式のテストとどちらがいいかといった取

り上げがありまして， ご講演の中では，適正な成績評価のためには客観式のほうがすぐれ

ているというお話がございました6

ただ， これは先ほど哲学の渡邉先生がおつしやったことと関連するのですが，それは学

問の分野にもよることであり， また，教養教育で私たちが何を問うのかというところで多

分に依存すると思うのです。基本的な知識を確かに身につけるという側面は否定はしませ

んし，そういうためにこういう客観式のなおかつ多肢選択式がすぐれているということも

否定はしないのですが， しかし，学問におけるポイントというのは何か正解が1つあると

いうものばかりではなくて，多様な答えがあり得る。その妥当性はいろいろあるにしても，

そういったものがたくさんあるわけです。ですから，私は，大学入試センター試験のよう
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な試験を大学の教養の授業のテストとして，すべてにこれは投影されていくようなことに

なっていったときに，果たして学生の知的好奇心が満たされるのだろうかという疑念がご

ざいます｡ですから，それはケース・バイ・ケースで使い分けるべきだろうし，私は書く

力を身につけさせたいと思うので，教養の授業で私は200人とか300人く、らいの学生を相手

にしていますが， どんどん書かせます。つまらないことを書いていたらどんどんハッパを

かけます。そうするとそれなりに書く力については伸びていくのです。

ですから，そういったことについてきょうは十分議論はできないと思うのですが，将来

的にこういう場を設けて議論をしたいと思いますし， また一方で， きょうの話の範囲に戻

れば，そういうものについての何かコメントをいただければなというふうにも思うのです

けれども。

○佐々木

伊藤先生のご意見は，積み上げ方式を基本とするような英語や数学とは異なる分野での

成績評価の持つ意味ということを言われているのだと思いますが，その点についてよろし

くお願いいたします。

○吉原

そこはここでも書いていますが,基本的には，論述と客観式がどっちがいいとか， どっ

ちが悪いということはないのです。2つに分けると対極としてあるテストです。ですから，

それは学問の科目特性にもよると思いますし，いいと思います。

ただ，全く知識をなくして論述して，それを評価するとか，そういうことは今後はあま

りよくないかなと， 自分の経験からいくとそういうところがあって，学生の態度とかそう

いうものがだんだん変わってきて，基本的には僕は学校教育に合わない人間なので，学校

に来ないで自分で勉強して， 自分で採用試験を受けて就職するというタイプの人間で,ほ

とんど8割ぐらい学校を休んでいるのですが，そういう人間にとっては，大学に来て知識

を取得したいとか，学生によっていろいろなタイプがあると思うのですが，その中に大学

教育において知識を修得したか否かというようなところを若干測れるようなところは残し

ておいて，書く力とかそういうものは重要でして，それを授業の中でつけさせていくとい

うのは非常に重要なことなので，それはそれで僕はいいと思います。それは授業の目標に

よってやっていけば僕はいいと思うので，ただ， ある程度のテストについては知識を問う

ようなところは必要かなと僕は思ったので，今回こういう発表をさせていただいたとい

うことです。

○佐々木

テストの方式ということで，客観テストの報告をされたものですから， どうも二者択一

的な問題提起になったようですが，先生ご自身は決してそうではないということで，学問

の分野に応じた形でのテストのあり方を模索する必要があるだろうということだと思いま

す。

ほかにいかがでしょうか。

○佐藤

私，社会部会長で，社会科学のほうからお伺いしたいと思うのですが， あまり専門的な

ことはわかりませんので， 3人のご報告者に1件ずつお伺いしたいと思うのですが， まず
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千葉さんにお伺いしたいのですが，微積の接続教育を受けた方々の他の自然科目の成績と

の相関関係というのはどうなのでしょうか｡ というのは,私は能力的に確かに差があると

いうのはあるように思いますが， この方たちは, ある面で勉強の方法論がわからないで悪

いという人もいるように思うのです。それでjその授業で微積の知識を得たということに

よって，物理とか一番関係すると思うのですが，物理とか化学とか,そういう自然科学の

方面，あるいは社会科学でもいいのですが，そういう方面の勉強方法を改めて気がついてj

勉強して今後よくなるのかどうかということが全体の底上げに関係すると思うのですが，

いろいろな相関関係のグラフがありましたが，他の自然科目,あるいは他の科目,・ これは

英語でもいいですが,英語との関係など何か相関があれば非常に興味深いと思うのですがウ

まずその点。

○千葉

ご意見ありがとうございます｡現在のところはデータは何もとっておりません。しか:し，

今後,追跡調査をしようということになっていまして,特に前期,微分積分の授業を受け

たわけですが，後期も微分積分の授業がまた続きであります。これの成績がど"うなってい

るかということを追跡しようという試みを，現在，理系基礎教育のほうでやろうとしてい

ます。

しかし,現時点ではデータは出ておりません｡僕も非常にその面では興味がありまして，

例えば，勉強の方法を知らなかったと先ほど話がありましたが，確かにそうかもしれない

わけで，それから，追いついたということが学生たちもわかっているであろうし，それに

ついて非常に意欲的になってくれているのかなという期待はあるのですが，残念なことに

まだデータはとっておりませんのではっきりしたことは申し上げることはできません｡ し

かし，貴重な意見として承っておきます。 ” ，

○佐藤

どうもありがとうございました｡｣:ぜひ追跡調査といいますか，他の科目との関連とか,

大変興味深いものがあると思うので，お願いしたいと思います。 ’

それから，英語のところでは吉原さんとも関係するのですが,英語の到達目標の基準な

どで,：私は基本的なところはよくわからないのでお伺いしますが，欧州評議会の基準を使

ってやっているというのですが，それは欧州の人間が英語の能力をどのレベルまで到達さ

せるかという話ですね。そうすると， 日本語の言語体系というのは私は詳しくはわかりま

せんが，アジア系の言語というのはヨーロッパと違うわけだから，私は当然違う基準が，

つまり，日本人のための英語の到達基準というものがあってしかるべきだと思うのですが，

その辺がなぜ欧州なのかということがまず第1点，わからない｡

○斉田

欧州評議会の基準というのは， 2002年に本に出まして, ‘ 日本語にも訳されており非常に

関心を持たれています。欧州に住むいろいろな言語を持っている人たちに共通の言語参照

枠を用意して，言語教育をしていくということで， 日本人も関心を持っていることは確か

です。ですが，おつしやったように， 日本は欧州とは違う環境ですから，欧州の基準を適

用するときには， きちんとした検証に基づいて適用できるかどうかということを検証して

から入れるべきだということで， 日本にも適用できるかということを研究し始めていると
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ころなのです。茨城大学に来てみてびっくりしたのは， もう既に入っているのですね。茨

城大学は先進的だということは言われるのですが，検証した上であるということで入れて

いればいいのです。

○佐藤

どうもありがとうございました｡私は欧州のほうの経済を専攻しているものだから，欧

州というのは狭い地域にたくさんの言語がある地域ですよね。 しかもある面で似ているわ

けです。フランス語， ドイツ語が似ているようで似ていないとか,いろいろな議論がある

かと思うのですが，それはわかりました。

文部科学省が仕事で使う英語というのは非常に漠然としていると思うのです｡英語の必

要度が高い職業もあれば，英語の能力が低いのでコミュニケーションができる分野もある

わけです｡文部科学省はなぜこんな言い方をしたのか。むしろ指針がないのではないかと

いうのでこういう表現としてやっているのではないかと思うのですが,それにとつついて，

仕事で使える英語というふうに言うのはおかしいのではないかと思うのですが， どうでし

ょうか。

○斉田

ただ，今のグローバル化の流れにおいて,例えばTOEFLの得点で見ると日本人は世

界で最低だというデータも出てきている。よくも悪くても英語が手段となっている中に,

日本語を使って生活できているのだからいいということでは今の国際社会の中でやってい

けない。だから何とか英語教育をしなくてはということで文部科学省が動いてそのような

指針を出してきているということは，流れとしては理解できますし,将来的に使える英語

という方向は正しいと思うのです。ですけれども，確かに仕事で使える英語というのは，

それぞれの仕事によっても。

○佐藤

わかりました。私はこれに興味があるというか， たまたま新間記事などで見ていて，神

戸のある大学は，何々の職業に就くための英語教育というものが特色ある英語プログラム

の中に採択されているのです。だから，それはなるほどなと思ったのです。全体的に仕事

で英語を使えるというのは難しいのではないかと思うのです。そういうことがあったもの

ですから。

○斉田 ；

ですから，茨城大学で総合英語をやっていくときには，茨城大学生はどういうことを必

要としているかをきちんと調査してやる必要があるのですが,今のところそういった調査

は全然なされていない。

○佐藤

そこが必要だと思います。それを言いたいために｡

○斉田

そうですよね。おつしやるとおりです。同感です。ですから，そうした意味で各学部の

ニーズを聞いてやっていくような。

○佐藤

各学部にまたがって統一的な，画一的な基準はないと思うのです。
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○佐々木

ありがとうございました。

○田切

反論させてください。大学に求められている英語教育と高等学校に求められている英語

教育は全く違っておりまして，既に国際連合及びユネスコの中で大学教育というのは国際

化をしなければいけないというふうに決められていて， 日本にも求められていて， 日本も

調印しなければいけない状況になっている。これは大学教育に求められているのであって，

ここのどうのこうのという話ではないわけです。つまり，大学が大学の教育をするという

意味で国際化を求められている。その中の一つとして英語という問題が挙がっているので

あって，分野間の問題とかその人の生活の問題というのではないのです。大学の教育とい

うシステムの中での問題なので，そういったようなことはお間違えのないようにぜひお願

いしたい。

○佐藤

それはもちろんそうです。

○田切

それと，先ほど欧州評議会のお話がございましたが，それは大学がどういうことを教養

の英語の目標にするかという題材に使ったのであって，何もないという状況の中では何も

進まないので，それがまず出てきたわけです。きょうの先生の説明で，それに問題があっ

て，課題があってということであれば，その先の1歩， 2歩，だんだん進んでいかなけれ

ばいけないということだろうと私は思うので，そういう意味では持っていくのはおかしい

という話ではないと私は思うのです｡、

○佐藤

国際化云々の言葉はもう前提ですよ。あえてそれを否定しているわけではない。

それから，欧州の問題は，それ以外の基準はないのかと伺っているのです。

○斉田

例えば，先ほど述べたように, TOEICの基準も，例えばCレベルだったら到達が現

実可能なものだからそういうものを入れていきたいと思うのです。

○佐々木

いろいろ問題点も指摘されているようなのですが，総合英語にばかり議論が集中してお

りますので，接続教育に関しても，きょう，具体的な成果を報告していただきましたので，

こちらのほうにも何かご質問なりございませんでしょうか。

○藤井

総合英語だけではなくて，両方についてなのですが， またがるるとまとめ的な言い方に

しかならないのですが， きょうの発表を伺っていて感じるのは， ここで示されたこと，問

題点はいろいろあると思うのですが，そこから問題を読み取って， ここからどうやってい

くかということを探ることだと思うのです6斉田先生の先ほどの総合英語のお話にしても，

ここで問題が見えてきたということが重要なのだと思うのです。これはやってみないとわ

からないことなので，そこのところで何をやるかということが，先ほどの茨城大学の事情

に合わせたというふうになってしまいますと限りなくローカライズされてしまう。それだ
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けで済むことではないであろうとd もちろん，大学だけでできることというのはもしかす

ると非常に限定的なものかもしれないのです。

また題材としては総合英語のことになっていましますが，なぜああいうふうな結果にな

ってしまったかということをきちんと分析しないといけないと思うのです。問題の所在と

いうのはわかった。では次はどういうところからその問題が出てきたか。それを探って初

めて。

だから，結果的にいうと，大学だけでできることではないということがここから学ぶべ

き認識だと思うのです。例えば， リスニングとか何かということは1学期， 2学期ででき

ることではないと思います。私もそう思うのです。となれば，それはある意味では中学校，

高校と積み上げてきて，その上に期待されることだから大学だけではできない。 というこ

とは，大学でその問題が発覚したというのであれば，それを高校， 中学に戻していくとい

う作業もこれからは必要になってくるのではないでしょうか。大学だけで完結する教育と

いうのはあり得ないはずです。高等教育というのは初等， 中等の上に積み重なっているわ

けですから，我々は今度はそこから発進して， 中等教育，初等教育に対して発言していく

ということが求められているのではないかと思います。

そういうふうに考えますと，国際化というのも教育全体を包んでいると思いますので，

その点は我々が認識した問題を土台にして積極的に語りかけていく。そういうところで到

達点として出てくるのは，国際化というのは絶対に避けて通れないものという認識は改め

て注目していくべきなのではないかと思います。

○佐々木

議論の対象を限定したところで，総合英語の件を取り上げられるのは非常に困ったこと

なのですが，接続教育のほうで何かございませんでしょうか。

○田切

関連で， きょうのお話は工学部だけだったのですが，全学的な展開のプランニングとは

言いませんが，お考えといいますか，何らかの方策みたいなもの，それから，その場合の

課題というのは一体どこにあるのかというところ，それから，それとあわせて各学部の何

らかの意向みたいなもの， この辺のところについて接続教育は今後の展開の問題だと思う

のですが，いかがなものでしょうか｡‘

○千葉

来年度， クラスを2つに増やします。それは工学部と一部農学部も含まれています。 も

ちろん，数学ですから，理学部でもやっていただいたらいいのかもしれないですが，ただ，

これは個人的意見ですが，理学部数学科でこれと全く同じ授業をしたら，数学の厳密性に

欠けている部分とかそういうところがあったりもしますので，必ずしも理学部全体に広げ

るということはどうかなと思いますが，ただ，理学部の中でも，特に数学などを応用に使

うような形であれば， これは非常に有用ではないかなと思います。

結果が上がったというのは，基礎からやっていることもありますが，週2回やっている。

演習をかなりやる時間が割けるということがあると思うのです。数学の場合は講義だけで

はどうしようもなくて，演習のほうに力を注ぎたいという部分がありますので， この授業

をどこまで伸ばせるかというのはなかなか僕の力ではもちろんできませんが，週2回，数
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学をやっているということに関しては進めていいのではないのかなと個人的には思ってお

ります。

○佐々木

司会の不手際で予定された時間を既に過ぎてしまいましたが,最後に,お一方，何かご

ざいますでしょうか｡

○馬場

大学教育センターの馬場と申します｡

吉原先生にお伺いしたいのですが,適正な成績評価のためのテストの運用ということで，

31ページのところにフローチャートを細かく示されております。このようなフローチャー

トなのですが,大学センター試験のように，受験生も大規模だし，問題作成するチームな

いしプロジェクトのようなものがつくられた場合には， このようなフローチャートに基づ

いて非常に厳密な分析を行うことができるのだろうと思いますがj:私たちのように大学に

おいて試験を行う場合に,端的に言えば教員1人でやるわけです。教員1人でやるときに

このようなフローチャートを厳密にやるということは全然不可能なわけです。

具体的には， 2番目の項目の作成は行うでしょう。だけども検討については必ずしも不

十分なままともかく作成を行って， 3番目， 4番目を飛ばしてとにかく実施をする｡それ

から，採点はするけれども,項目分析とか等化はほとんど誰も考慮しておらず，パフォー

マンスとかどうメーキングをして成績評価するだけで教員は精一杯なわけですが，そうい

う現状があるのですが，それであってもなおかつこれだけはやっておけというような， こ

れから私たちは後期試験があるわけですが，後期試験や期末試験を出すときにこれだけは

やっておけというような何かファクターがありましたら,それについて教えていただきた

いと思います。

○佐々木

では,先生, よろしくお願いします。

○吉原

確かにこの運用は非常に大変で,僕がこの運用を出したというのは,最後のほうにある

ように，大学という組織体でこういうものを取り込みましょう，そういう仕組みをつくっ

ていきましょうということでお話ししました。それはいろいろな方法を考えればかなりい

ろいろな部分で可能になってくるのです。作成にしても，検討にしても，項目分析にして

も，等化にしても，それはかなり可能になってくると思います。

ただ，これをすぐに1年でやれという問題ではなくて，大学というのも一つの経営体で

ありまして，経営体というのは適正な成果を生み出すために常に組織というものを変革し

ていかなければいけないのです。私は企業にいるので，常に組織を変革して，社会的責任

を果たしていかないと企業はいつでも潰れるのです。その商品が買われないと，収益が上

がらなくて， ほかのコストを払えないとか，人件費を払えないとか，そういうふうになっ

てくるので， ある意味，組織をつくるために必要なフローチャートです。

今，テストというのは教員の方々個人個人がやっていくので，一番何をやっておくかと

いうと，一番重要なのはテスト全体の最初のデザインなのです。時間は何分でやるのか,

出題数をどれぐらいにするか， 出題領域を全体にするのか，それとも授業の中の一部が重
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要だからそこだけに限定するのか，そういう形で全体のデザインを設計するということが

一番重要でして，そこのデザインがしっかりすれば，項目の作成とか検討というのはおの

ずと出てくるところなので，一番最初に重要なのはテストのデザイン設定だと思います。

○佐々木

どうもありがとうございましたo

それでは，時間も過ぎましたのでそろそろ終わりにさせていただきたいと思います。

大教センターは， この2年ほどの間，成績評価に関して積極的に取り組んでまいりまし

たが，本日はその適正な成績評価のテストの問題について3人の先生方からご報告いただ

きました。その中で成果が見られると同時に， また， さまざまな課題も見えてきたようで

ございます。今後とも，関係部局を通してそういった問題を具体的に検討していけるよう

な場を設定していただければと思います。

本日は長い間ありがとうございました。

では，最後に，一言，吉原先生からお話があるそうです。

○吉原

以上の皆さんのお話を聞いて気づいたのですが，僕の意見というか，提案なのですが，

例えば，総合英語の課題とか情報をオープンにするというのは，学内のLANとかでDB

をつくって常に情報を公開するとか， もしくは皆さん一人一人メールアドレスを持ってい

るので，強制的にメールマガジンを送ってしまうという方法は非常に重要でして，それを

やっていくと非常にいいのです。

私の会社も，私のいる組織行動研究所というのはテストをつくったり開発したりしてい

るのですが，それについての知識というのがほかの部署には伝わっていないので，それを

強制的に毎週1回ぐらいメルマガで今週はこのテーマでという話で送っているので，そう

いうことをすると情報の共有とか課題の共有などができると思いますし，先ほど言われま

した接続教育の効果がほかの科目にいくかとか’教育の一番の重要ポイントというのは実

は気づきでありまして， どうやったら自分が知識を修得できる方法を個人個人に気づかせ

るかというのが教育の一番の目標なので，気づきが見つかった人というのはかなりほかの

科目でも伸びます。その気づきを見つけるような接続教育とか，他の分野の教育もそうだ

と思うのですが，やっていっていただけたらなと思います。

以上です。

○佐々木

どうもありがとうございました。

○司会

では， これをもちまして教養教育シンポジウムを終わりにしたいと思います。長時間に

わたりどうもありがとうございました。

皆さんの手元にアンケートが行っているかと思いますので，大変恐縮ですが，出席され

た方々， こちらのほうに回収箱がございますので，アンケートを提出されてご退席願いた

いと思います。

本日はどうもありがとうございました。
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適正な成績評価のためのテストのあり方

株式会社リクルートマネジメントソリューションズ

組織行動研究所アセスメント開発部吉原憲一

I .適正な成績評価とテスト

なぜ適正な成績評価が必要か

今後、大学が社会から求められていることの一つに、 「汎用性の高い人材の育成」を挙げ

ることができます。汎用性の高い人材とは、 「限定された専門領域の知識だけではなく、広

範囲に及ぶ領域の知識を持つ人材」であると考えられます。例えば、大学卒業後の職業生

活において、与えられた業務を遂行するために幅広い領域の知識が必要となることは多々

あることです。

このような背景から、今後、大学における教養教育の役割は､非常に重要な位置を占め

ると考えられます｡なぜならば、学生一人一人が大学生活及びその後の社会生活の中で、

幅広い知識を取得していくための基礎的な力を授ける場が、大学における教養教育である

からです。

従って、 「汎用性の高い人材の育成」を担保するためには、教養教育における綿密な授業

計画と適正な成績評価が必要となります。

適正な成績評価とは

適正な成績評価とは、 「評価の過程においても、評価の結果においても公平･公正であっ

て、評価を受ける学生が納得感を持てる成績評価」です。適正な成績評価を行うためには、

評価対象、評価手続き、評価基準の設定が正しく行われていなければなりません｡

成績評価の対象については、一般的に、当該科目の学習到達度（すなわち、当該科目の

内容をどの程度理解しているのか)、授業中の発言・課題提出率・授業出席率などの授業に

対する関心度や態度がありますが、学習到達度を重視すべきであると考えられます。なぜ

ならば、学習到達度を重視することによって、学生が納得感を持てる成績評価を行うこと

ができ、なおかつ、 「汎用性の高い人材の育成」を担保することができるからです。

成績評価の手続きについては、学習到達度を重視することを前提にすれば、テストを実

施する必要があります。テストを実施しなければ、学習到達度を測定することは不可能で

す。レポートを課すという方法もありますが、様々な理由から、学習到達度を測定するに

は不十分であると考えられます。

成績評価基準の設定については、テスト得点と学習到達度の関係から合格基準点を設定

することになります。
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適正な成績評価のための道具

適正な成績評価を行うためには、前節で述べたように、一般に、テストを使用します。

テストを使用することで、学習到達度に関する情報をテスト得点として得ることができ、

合否のための合理的な基準を設定することができます。

従って、適正な成績評価を行うためには、よいテストの作成と運用管理が必要となりま

す。 ： ： ；･ ， ' …; . ｡

よいテストとは

よいテストとは妥当性及び信頼性が確保されているテストです｡また､適切な運用管

理が確立していることも、よいテストの条件ですOl.

まず､:妥当性とは､ 「測定したいものを測定できているか」を示すものです｡成績評価の

ためのテストでは、当該科目の学習到達度を測定できているか、を示します6妥当性が確

保されていれば、得られたテスト得点から正しい推論を出すことが可能となります｡

一方《信頼性とは､テストの安定性や一貫性を示すものです｡:信頼性が確保されていれ

ば、テスト得点に誤差が少なくなりますbなお、信頼性が低い場合､当然、妥当性も低く

なります。

さらに、 よいテストであるためには、テストの適切な運用管理が必要となります｡テス

トの適切な運用管理で重要となるのは、項目（テスト問題）の非公開及び毎年の回答デー

タの蓄積です。

項目を非公開とすることで質のよい項目を共通項目として繰り返し使用することができ

るようになります。 ; ; :

また、毎年の回答データを蓄積していくことによって、共通項目を通して各年の受験者

の傾向を把握できるとともに､ :同一科目の複数のテストを等化することができます｡、 ： ：

そして、項目の非公開と毎年のデータの蓄積によって、さらに質の高いテストの作成が

可能となります。

－54－



Ⅱ適正な成績評価のためのテストの形式

テストの形式には

テストの形式には、大きく分けて2つの形式があります。すなわち、論述式テストと客

観式テストです。

論述式テスト

論述式テストは、 「…について論ぜよ◎」

回答を文章で表現する形式のテストです。

く見かけます。

や「…の理由を記せ｡」などといった出題で、

この形式のテストは、大学の期末試験などで多

論述式テストの特徴

論述式テストには､以下のような特徴があります。

･テストを構成する項目数（問題数）は少ない。

･テストの質は、評定者の評定時術と与える課題によって決まる。

｡長い回答が要求されるため、受験者は殆どの時間を思考と書くことに費やす。

･回答における自由度が大きいので、態度や意見を知るのに適している。

･問題作成は容易だが、正確な採点は難しい。

･評価者が窓意的に得点分布をコントロールすることができる｡：

｡回答結果を統計処理することで、問題の良否を判断することは不可能である。

論述式テストが適している場面

論述式テストが適している場面とは、以下のような場面です。

･受験者の数が少ない。

･テストの時間が十分にある。

･受験者の意見や態度を知りたい。

論述式テストの諸形式

論述式テストには、 「拡張型の論述式テスト」 と 「限定型の論述式テスト」の2つの形式

があります。

拡張型の論述式テストは、課題に制限がなく回答者は自由な発想で回答できる形式の論

述式テストです。例えば、 「環境問題について、あなたの考えを述べなさい｡」 といったも

のです。
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限定型の論述式テストは、課題に制限があり、回答者はその制限内での回答を求められ

る形式の論述式テストです。例えば、 「環境問題を『共有地の悲劇』の概念を使って論じな

さい｡」 といったものです。

論述式テストの作成上の注意点

論述式テストを作成する際、以下の点に注意する必要があります。

･明確な指示を与える。

Q受験者のレベルに合った出題をする。

．○題中△問を選択させることは避ける。

･採点基準や模範解答を予め準備する。

客観式テスト

客観式テストは、回答方法が予め決められており､それに沿って短い答を書いたり、選

択肢を選ばせる形式のテストです。代表例として、大学入試センター試験があります。

客観式テストの特徴

客観式テストには、以下のような特徴がありますb

･テストを構成する項目数は多い。

･テストの質は、項目作成者の作成技術と与える項目のセット全体によって決まる。

･要求される回答は短いため、テスト時間の大部分を、学生は問題を読んで理解するこ

と及び考えることに費やす。

･受験者が学習した事項や知識の量を知るのに役立つ。

･項目の作成は大変な作業だが､ ,採点が容易にできる。

･得点分布はテスト問題と採点ルールによって決まる。

･回答結果を統計的処理することにより、項目の良否を判断することが可能である｡

客観式テストが適している場面

客観式テストが適している場面とは、以下のような場面です。

･受験者の数が多い。

．できるだけ短時間でテストを実施したい。

･項目作成の時間はあるが、採点の余裕がない。

･今後、一部の項目を繰り返して使用することがある｡

･受験者の学習到達度や得意・不得意領域に関心がある。
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論述式と客観式のどちらがいいか？

適正な成績評価のために使用するテストとしては、客観式テストの方が論述式テストよ

り優れていると考えられます。その理由は、以下の通りです。

成績評価の評価対象として学習到達度を重視するとすれば、使用するテストは学習領域

全体をカバーするものでなくてはなりません。学習領域の一部しかカバーしていないテス

トでは、適正な成績評価は不可能です。また、適正な成績評価のためのテストは、妥当性

及び信頼性が確保されていなければなりません。

論述式テストでは、出題できる項目数が限られているため、学習領域全体をカバーする

テストを作成することは困難です。また、妥当性及び信頼性の確保にも多大なパワーを要

します。

一方、客観式テストでは、出題できる項目数が豊富であるため、学習領域全体をカバー

するテストを作成することができます。また、項目の作成を適切に行えば、妥当性及び信

頼性も十分に確保することができます。

従って、適正な成績評価のために使用するテストとしては、客観式テストの方が論述式

テストより優れていると考えられます。

客観式テストの諸形式

客観式テストには、 「再生式」 と 「選択式」の2つの形式があります。

再生式の客観テストは､回答を設問条件に沿う形で再生する形式で、 「短答式｣、 「完成式｣、

「訂正式」 といった形式があります｡

選択式の客観テストは､設問条件に沿う選択肢を選択して回答する形式で、 「真偽式｣、 「摘

出式｣、 「組み合わせ式｣、 「選択完成式｣、 「再配列式｣、 「多肢選択式」 といった形式があり

ます。

各形式の詳細は、以下の通りです。

1．再生式の客観式テスト

①短答式

短答式テストは、設問に対する回答を短い語句や数値で要求する形式のテストです。

例） アダム・スミスが最初に「諸国民の富」を著したのは西暦何年か。

（ ）
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②完成式

完成式テストは、与えられた文章または数式にいくつかの空所があ叺その空所へ語句

や数値を入れて、文章や数式を完成させる形式のテストです。 ：

例）つぎの文章の①から③の空所に､適切な語を補い､1文章を完成せよ。

あらゆる国民の年々の（①）は、その国民が年々に消費する一切の生活必需品及

び便益品を本源的に供給する （②）であづ℃この必需品及び便益品は、つねにその

（①）の直接の生産物か、またはその生産物で他の諸国民から （③）されたかの

いずれかである。

） ③ （ ）） ② （① （

③訂正式

訂正式テストは、文章中に一部誤りがあり、それを訂正させる形式のデス:ドです。

例） 鎌倉幕府が成立したのは、西暦1197年である。

）（ －＞

2.選択式の客観式テスト

①真偽式

真偽式テストは、与えられた文章の内容が、正しければ正に、誤りならば誤に○を付け

させる形式のテストです。

例） カール・マルクスの代表的な著書は、 『諸国民の富』である。

(正・誤）
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②摘出式

摘出式テストは、与えられた選択肢の中で、設問に合致する選択肢を全て選択させる形

式のテストです。

例） 次にあげる著作の中で、アダム？スミスの著作を全て選びなさい6

A 『諸国民の富』

B『資本論」

O『共産党宣言」

D『道徳情操論」

E 『経済学及び課税の原理」

回答： （ ）

‘③組み合わせ式

組み合わせ式テストは、設問肢

者が適合させる形式のテストです。

設問肢とそれと同数または多めの選択肢が与えられてお叺両

例） つぎにあげる経済学者の著作を、下から選び$番号を記入しなさい。

Aアダム・スミス

Bデイビット・ リカード

C ロバート・マルサス

，ジョン・スチュアート

Eカール・マルクス

く
Ｉ

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ミル

1 『人口論」

2 『諸国民の富」

3 「資本論」

4 『経済学及び課税の原理』

5 『経済学原理」
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⑤選択型完成式

選択型完成式テストは、文章中や数式中にいくつかの空所があり、その空所を与えられ

た選択肢を選んで補い文章や数式を完成させる形式のテストです。

例） つぎの文章の空所①から③に入る語を、下の選択肢AからFまでの中から選び文

章を完成せよ。

あらゆる国民の年々の（①）は、その国民が年々に消費する一切の生活必需品

及び便益品を本源的に供給する （②）であって、 この必需品及び便益品は、つね

にその（①）の直接の生産物か、またはその生産物で他の諸国民から （③）

されたかのいずれかである。

A資源 B資本C労働D収入E売買F購買

① （ ） ② （ ） ③（ ）

⑥再配列式

一定の順序を持つ事柄がばらばらに並べられており、それを正しい再配列式テストは、一定の順序を持つ

順序に並べ替えさせる形式のテストです。

例） つぎの著作を古い順に番号を1から付けなさい。

｢経済学原理』

｢資本論』

『諸国民の富』

『経済学及び課税の原理」

『人口論」

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

く
く
く
く
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⑦多肢選択式（択一式）

多肢選択式テストは、4から5個の選択肢が与えられており、

選択肢を1つだけ選ばせる形式のテストです。

その中から設問に合致する

例） アダム・スミスの代表的な著作を、つぎのAからEの中から選びなさい。

A 「経済学原理」

B 『資本論』

c 『諸国民の富』

， 『経済学及び課税の原理」

E 『人口論」

客観式テストの作成上の注意点

客観式テストを作成する際、以下の点に注意する必要があります。

･明確な指示を与える。

･重要な事柄・知識を質問する。

･正解が一義的に決まる。

･受験者の能力水準に合わせる。

･選択肢を複雑にしない。

･設問が独立している。

･ l間で問う要素は1要素にする｡型

･単純な暗記は避ける｡

･別の設問がヒントにならないようにする。

･採点ルールを明確に設定する。

多肢選択式テストの有用性

客観式テストの中で、多肢選択式テストは、非常に柔軟性に富み多様性があるこど 受

験者の回答の構えに影響されにくいこと、 といった有用性があります。特に、非常に柔軟

性に富み多様性があることについては、誤答選択肢の内容を変えることで、問題の難易度

をコントロールできること、単なる事実の再認だけではなく、比較力､判断力などを見る

ことができること、が特徴として挙げられます。 、

なお、客観式テストの各形式は、一部を改変することで多肢選択式テストにすること

ができます｡
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Ⅲ適正な成績評価のためのテストの運用

適正な成績評価のためのテストの運用は､下の図1;のよ‘: ;うな手順で行います。

図1 テストの運用手順
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版組み

一口

匡含⑤テスト冊子の作成と
校正･印刷

①テスト全体のデザイン設定

この段階では、テストの目的や目標の設定、出題方針､出題領域､出題形式､"各出題領

域の問題項目数の割り当て、テスト時間、採点基準など、テストの運用に必要な事項の詳

細を決定します。 i ‘ ： ；

この段階で適切なテスト全体のデザイン設定が行われなければ､テスト運用に不都合が

生じることになります。その結果、当然のことながら、適正な成績評価が不可能となって

しまいます。

従って、この段階は、テストの運用全体の中で最も重要な段階です｡･ ； 了 一 ： ゞ

②項目の作成と検討

この段階では､設定されたテスト全体のデザインに基づいて、実際にテストで使用する

項目の作成及び検討を行います。

項目の作成は個人での作業となりますが、項目の検討は複数の人で行う必要があります。

項目の検討を複数の人によって行うことによって､各々の項目の問題点が様々な角度から

指摘されやすくなり、最終的に良質な項目を作成することができます。項目の良否がテス

トの良否を決定するので、項目の検討は複数の人で行います。
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③予備テストの実施と項目分析

この段階では、作成した項目を使用して予備テストを実施します。その後、得られたデ

ータを利用して項目分析を行います。 ：

項目分析とは、多肢選択式テストの各項目の良否を統計的方法によって分析することで

す。項目分析によって、正答及び誤答の機能や難易度､項目の識別力などが確認できます

（図2項目分析の例参照)。

予備テストの実施において、受験者は当該科目の受講者以外に設定し､項目の漏洩がな

いようにします。万一、予備テスト受験者に当該科目の受講者が混じっていた場合や、項

目が漏洩してしまった場合は、予備テストの全項目または漏洩した項目が使用できなくな

ります。

なお、予備テストのテスト冊子作成では、冊子の校正は誤植が完全になくなるまで行う

必要があります。テスト冊子の一部に誤植があった場合､受験者の回答へ多大な影響を与

えることになります。その結果、項目分析による各項目の良否の判断にも不都合が生じる

ことになります6

図2項目分析の例

一
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④項目の取捨選択・修正及び版組み

この段階では、項目分析の結果を参考にして、各項目の良否を判断し取捨選択及び修正

を行います。

明らかに悪い項目、例えば、上位群での正答率より､下位群での正答率が高い項目は、

実際のテストでは使用できませんので除外対象となります｡

一方、項目分析の結果は良くないが、その原因が判断できる項目は、一部修正すれば良

い項目となる可能性がありますので、修正の検討を行います。

以上の過程を経て選択された項目を用いて、実際に使用するテストの版組みを行います｡

その際、同一領域の項目は易しい項目から難しい項目へという順に並べるのが一般的です。

全ての項目を並べ終えたら、テスト全体を通読してみます。通読すると、ある項目の選

択肢が別の項目のヒントになっていることに気づくことが多々あります。 したがって、通

読することは必須と言えます。

－63－



⑤テスト冊子の作成と校正・印刷

この段階では、本番で使用するテスト冊子を作成し、校正及び印刷を行います。

予備テストのテスト冊子作成と同様な理由で、誤植が完全になくなるまで校正を繰り返

す必要があります。特に､予備テストの項目を一部修正した場合は、十分に校正を行う必

要があります。なお、この段階での校正には、各項目やテスト全体に対する最終的なチェ

ックの意味合いもあります。

校正及び最終的なチェックが済んだら、テスト冊子を印刷します。

⑥テストの実施

この段階では、実際にテストを実施します。そのとき、以下の点に注意が必要です。

第1に、テストを実施するに相応しい環境を用意する必要があります。テストの実施環

境は､受験者のテストに対する取り組みに多大な影響を与えることになります｡そのため

テストを実施する部屋の室温を適温に設定する、周囲に騒音がある部屋では実施ない、受

験者の座席を密集させない、 といった配慮が必要となります。

第2に、テスト終了後は回答用紙だけを回収するのではなく、同時に、テスト冊子も回

収する必要があります｡テスト冊子と回答用紙が一体となっている場合は特に注意は必要

ありませんが、テスト冊子と回答用紙が分離している場合は注意が必要です。テスト冊子

の回収を行わない場合は､そのテストで使用された項目は二度と使用できなくなります。

たとえ使用したとしても、既に回答が出回っている可能性が高く、項目として機能しない

と考えられます。良質な項目は共通項目としての使用価値が高いので、テスト冊子も回収

するべきです。

⑦採点・項目分析・等化

この段階では、まず、予め設定した基準に基づいて採点を行います。その後；項目分析

を行い、使用項目の再検討を行います。また、同質のテストを何回か実施している場合は、

それらのテストの等化を行います。

テストの等化とは、同じ測定対象を異なる項目で測定したとき、それぞれのテスト得点

が表す意味が同じになるように調整することです｡

具体例として、 TOEICテストの得点を挙げることができます。 TOEICテストには複数の版

が存在しますが、 どの版を受験しても、そこで得られた得点の意味は同じになります。

等化を行う方法には、共通受験者によるもの、共通項目によるもの、第3のテストによ

るものがあります。
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⑧成績評価と項目及び回答データの蓄積

この段階では、採点結果に基づいて、受験者の学習到達度が基準に到達しているか否か

を判断し、成績評価を行います。

成績評価を行う際に、各受験者がどの領域に弱みがあるかなどをフィードバックすれば、すれば、

受験者の学習に効果があると考えられます。

また、項目及び回答データは毎年蓄積していくようにします。
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Ⅳ、大学教育における成績評価の未来像

項目と回答データの蓄積によって

テストを実施して､その項目と回答データを蓄積していくことによって、つぎのような

ことが可能となります。

まず、蓄積された数回（数年）分のテストを等化することによって$当該科目;のテスト

を数版作ることができます。等化を行っているので、 どの版のテストを受験しても、その

得点の意味は同じになります。

当該科目のテストが数版あれば、テスト実施回数を増やすことができるようになります。

学生にとっては、当該科目のテストの受験機会が増えることで、学生は自分に合った十分

な学習ができるようになります。

このことは、当該科目の理解度を高めていく効果があります。例えば、 1回の受験で合格

基準点に達しなかったとしても、再度の受験を目指して、理解の足りなかった領域の学習

を強化することで、当該科目の理解度が高まっていくことになります。

また、テスト実施回数が1回のみの場合、合格基準が甘くなる傾向がありますが、実施

回数を増やすことで、厳格な合格基準が設定できるようになります。

従って、項目と回答データの蓄積による上のような運用を行うことで、 「汎用性の高い人

材の育成」が可能になってくると考えられます。

このようなテストを運用していくためには

このようなテストの運用を行っていくためには、以下のことが必要になります。

第1に、同一科目内での連携が必要になります。同一科目内の教員が連携して、当該科

目における学習目標の設定、テスト全体のデザイン設定、テスト項目の作成及び検討など

を行うことで、綿密な授業計画と良質なテストの作成が可能となります。そして、適正な

成績評価へとつながっていくことになります。

第2に、大学内のあらゆる資源の活用が重要となります。予備テストの実施では、その

受験者は当該科目の受講者以外の学生が必要となります。また、項目の作成及び検討に当

該科目を専門とする大学院生を参加させることにより、項目の作成及び検討に新たな視点

を導入することもできます。それゆえ、良質なテストの作成及び運用のために、大学内の

あらゆる資源の活用を考える必要があります。

第3に、最終的には、成績評価管理センター（仮称）のような組織の設立が必要となり

ます。例えば、テスト実施回数を増やす場合は、実施日の調整が必要となります。これを

各科目の担当者が行うとすると多大な負担が掛かることになるので、成績評価管理センタ

ーのような組織が一括して調整する必要があります。また、項目や回答データの管理も、

セキュリティなどの観点から組織的に行う必要があります。

－66－
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おけも成懇

総合英語。

次城大字人又字鄙

§合英語教育評価担当
， 斉田智里

平成17年度茨城大学敏養敏育シンポ斉田槽里2…呵誕1 1

●●●

●●●●

●●④e

●●④
e⑫

②内容

1． F習熟度別積上式教育｣と総合英語プログラム

2.習熟度レベル分けの現状と課題

3.成績評価の現状と課題

4.教育効果の検証

5総合英語プログラムの運用上の改善点

7.茨城大学1年生の英語力

8総合英語プログラムの最重要課題

全学との協力体制を求めて
”闇′1”1 平成17年度茨城大学戦養軟育シンポ斉田智里 2

－69－



●●● “
●●●②

●●魯騨

●⑪④

②、..』

趣． ．

｢習熟度別積上式教育／｣とは

茨城大学総合英語プﾛゲﾗﾑの場合

鯲
幽

生
単

年
⑫

１
一
一
一
辛
一
雪
一
一
彦
一
一
・
’
Ｊ
－
Ｄ
ｐ

1年生後期

‘(芝単位)■

1年生前期

（2単位）

ベル51EAP

ベル4/EAP

レベル3

レベル5/EAP

レベル4/EAP

”レベルeグ

ヮレベル2〃

レベル4
， ； ．,』官 ,

レベルS

レベル2

レベル1 レベル3が卒業要件, i ! : :
総合英語4単位～6単位必修

平成17年度茨城大学軟養軟冑シンポ斉田智盟 32唾ﾉ1”1

●●●
●●●e

●●③辱

●⑲③
發恥

職”

茨城大学総合英語プログラムとは：
大学教育開発センターHPより
(http:"www.cue.ibaraki.ac・jp/centel iep)

●

・新入生はまずプレイスメント･テストを受けて自分の実力に合った4技能
型のｸﾗｽに参加し、その後､各自のニーズに沿急たｸﾗｽの選択をして
英語力を伸ばしていきます。 封

･茎蟹鑑篝謡騨鱸鯛職票郡蛾鴇鶴識、

･鑿蕊鵜識-ズ紬会鶴灘毫撫鰯蕊毒全学実施，識鑑恕騨籔謹職
平成17年度茨城大学軟饗軟育シンポ斉田智里 42…1麺

－70－



●●●

●●●⑳

●●⑭鍔

●G⑬

翻憩

合

茨城大学総合英語プログラムの特徴

1．茨城大学教養英語教育統一プログラム

2.全学部対象(平成17年度から）;

3.習熟度別クラス編成(プレースメントテスト実施）

4.習熟度別4技能型クラス(リスニング,リーディン
グ,ライティング,スピーキング)+学術用英語;
(EAP)

5.到達目標:｢欧州評議会共通枠組み｣(CEF)参照
6. 「自立段階｣の英語使用者を育成,

7.卒業要件:総合英語4単位十レベル3修了
20鮨ﾉ1狸1 平戚17年度茨穂大学教要敬育シンポ斉田智里 5

●●●

●●●⑱

●●⑨⑯

●e密

魯魯

毎

習熟度別到達目標(例:レベル3）
＜教養科目シラバスより＞

＜①理解する力＞

･聴く力:学校や余暇などで通常出合うなじみがあ
る事柄について､はっきりした標準的な話であれ
ばその大意がわかる｡メッセージやアナウンスメ
ントの大意がわかる

。読む力:社会､文化､生活､科学､テクノロジー
のような様々な話題について､頻繁に使われる
語彙で書かれていれば､事実についての文章の
大意がわかる｡通知やポスター､カタログなどの
大意がわかる。

20“ﾉ1率1 平成17年度茨城大学教委敏育シンポ斉田智里 6
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●●●②

●●｡③

●gG

③雀

邑

習熟度別到達目標(例:レベル3）
＜教養科目シラバスより>(con'd)

＜②話す力＞

･英語圏の地域を旅行中に起こりうる大概の場面

に対応できる｡会話の中で積極的な役割は果た
せないとしても､社会的なやり取りに対処できる。

・経験や出来事、自分の夢､希望､野心などを描

写するために､簡単な方法で句をつないでいくこ

とができる｡意見や計画の説明や理由を簡潔に

述べることができる。

平成17年度茨域大学軟養敏育ｼﾝボ斉田笹里 72｡唾ﾉ1”1

●●●

●●●＆

●●輸｡

●③‘曇

⑬③

⑰

習熟度別到達目標(例:レベル3）
＜教養科目シラバスより>(con'd)

＜③書く力＞

･なじみがあるか､個人的に興味があるような話
題について､詳細な文章を書くことができる｡経

験や印象を述べた個人的な手紙や電子メールを
書くことができる。

・CEF(欧州評議会)基準におけるB1レベル参照

平成17年度茨域大学救異敏育シンポ斉田智里 82,四Jl空1

－72－
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●●●⑤

●●魯騒

●④e

④C

●

総合英語プログラム受講者数
(年度別推移）

2500

全学導入(平成17年度）全学導入(平成17年 ）
2000

1500

1000

500

0
2002 2003 2004 2005

受講者数 240 621 1 866

平成17年度茨城大学敦髪救育シンポ斉田智里

2305

1年生:1736名

2年生以上:569名

罰哩J1率1 9

●●●

●●●、

●●⑥②
●③⑮

⑦⑲

④

｢総合英語プログラム』受講者数
(平成17年度前期)①

平成17年度茨城大学敬養教育ｼﾝボ斉田智皇20画1準1 10

－73－

学部 学術用 Level 1 Level2 Level3 Level4 Level5 総計

人文 97 11 104 293 97 56 658

教育 35 138 202 25 400

理 26 87 96 8 217

工 153 50 267 225 54 749

農 88 13 60 78 42 281､

総計 338 135
、 1

656
I

894 226 56 2305
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●●⑤④

●⑰⑭

α⑱

③

総合英語プログラム受講者数
く習熟度レベル別＞② ■ ？

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0
レベル1 レペル2 レベル3 レペル4 レペル5

11平成17年度茨城大学敬養軟冑シンポ斉田智里麺囲jl”1

●●●

●●●、
●●色⑯

●’⑥e

⑮⑬

④

総合英語プログラム受講者数
く学部別ﾉ習熟度レベル別＞③

300

250

2m 口人文

圏教育

回理

ロエ

團農

150

100

50

0
レペル1 レペル2、 レベル3 レペル4 レペル5

2008ﾉ1”， 平成17年度茨城大学戦養救冑ｼﾝボ斉田智里 12
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●
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砂

●
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恩
⑱

●
●
●
●
啄
鰯

習熟度レベル分けのためのテスト
(PlacementTest)

oCambridgeOUectivePlacementTestA

”砲J1空1 平成17年度茨雄大学牧養敬育シンポ斉田智里 13

●●●

●●.● 妙
⑲

2唾′1”1 平成17年度茨城大学救饗教育ｼﾝ斉田智里 14

－75－

領域 問題数 時間

Listening(聴解） 20 15分

Reading(読解） 20 15分

LanguageUse(文法･語法）
h

30 20分

合計
｣ 再 ↓

70 50分

入学年度 受験者数
U

平成17年度(1年生） 1736

平成16年度
己1

10

平成15年度 2

平成14年度 2

合計 1750



I
●●●

●●●唾

●●＄6‘

●＄欲

e、

⑱
習熟度レベル分けの得点基準と人数

応砺天受菫蔀悪意蕊羅麦羅莅悪妻更羅南E罰霊裏褒Eそ雨］
15平成17年度茨城大学軟養敬冑ｼﾝボ斉田曽里20“ﾉ1準1

●●●

●●●輪

●●令嘩

●⑲s

Gは

⑧

習熟度レベル分け得点基準とｸﾗｽ人数
く平成17年度前期＞

クラス数学生数 1クラス

人数
点
準

得
基

習熟度
レベル

1

33.841350－301

28.52365631－422

32.02786443－553

23.349356－704

唾逼H16年度

と同一基準
平成17年度茨塊大学戦養敏冑ｼﾝボ斉田智里20咽1浬1

－76－

習熟度別(Level) 得点畠 聖準 人数

1 0
、
守
一 30 135

2 31 ■■■■ 42 656

3 43 ー 55 864

4(1年生)＊ 56 ー 70 93

合計 70点満点 1748



：菫ゞ
総合英語プログラムの検討課題①
＜習熟度レベル分け基準＞

●習熟度レベル分け得点基準←設定根拠､不明

・前年度同一得点基準でレベル分け

且
1クラス当り人数､レベル間で不均衡(23vs34)

一総合英語の少人数制･習熟度別授業の利点を活
かすため， 1クラスの人数は,レベル間で等しいこ

とが教育的観点からも望ましい｡得点基準には自
由度を持たせることが必要であろう。

・事前にレベルのクラス数を設定｡その根拠は？

平成17年度茨雄大学敦饗敬育シンポ斉田智里2⑪“ﾉ1”1 17

●●●

●●●匂

●●⑭⑧

●舎毎

⑧毬

③習熟度レベル別成績評価の基準

A:｢筆記試験｣(examination)

習熟度レベル間共通テスト

達成度レベル別テスト

中間テスト,｡期末テスト,小テストなど

B:｢授業での活動｣(pe巾rmance)

授業課題など(達成度）

＜総合英語の成績評価＞

｢習熟度｣＋『達成度｣の合計点
平成17年塵茨城大学牧養敦冑ｼﾝボ斉田智里200釘1”1 18
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●●●陰

●●⑬⑥

●⑧｡

⑨③

常.

習熟度レベル別成績評価割合
(平成17年度例） ≦

19平成17年度茨城大学敦養軟育ｼﾝボ斉田智里2⑪鹿ﾉ1”1

摩
⑫
ｅ

●
●
鰯(A)Examination(筆記テスト＝習熟度十達成 e

内容と比重

20平成17年度茨城大学紋養軟宵ｼﾝボ斉田筈里2咽1狸1

－78－

Level
(A)ExaminatiOn

(筆記試験）

(B)PerfOrmance
eE ▽ ､ ､

(授業での活動）

1 60％ 40％

2 P 60％ 40％

3 60％
h 40％

4 40％ 60％

5 40％ 60％

Level1
60％ 習熟度テスト

8月(5％)

単元末
6 ，

(25％）

期末

(15％）

小テスト

(15％）

Level2
60％ 習熟度テスト

8月(20％）

中間

(15％）

期末

(20％）

小テスト

(5％）

Level3
60％ 習熟度テスト

8月(20%)

中間

(2Q%)

期末

(20%) ■ ■

Levei4

Level5

40％

40％

習熟度テスト

8月(10%)

習熟度ﾃｽﾄ

8月(10％）

小テスト

(30％）

小テスト

(30％）
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*CALL:コンピュータを用いた英語学習

’
●●●
●●●

●●⑱

●④⑫

、●

⑲
＠

④

…1率1 平成17年度茨城大学救養救育シンポ斉田智里 空

－79－

Level l

40％ 暗唱

(15％）

授業課題

(10％）

プレゼン

(15％）

Level2

40％ 洋書

(15％）

*CALL

(10％）

授業課題

(15％）

Level3

40％ 洋書

(15％）

CALL

(10％）

授業課題

(15％）

Level4
60％ 洋書

(10％）

CALL

(10％）

Speakingテスト

(10％）

プレゼン

(30％）

Level5
60% 洋書

(10％）

CALL

(10％）

授業課題

(10%)

プレゼン

(30%)

評語 評点基準

A+ 100点～90点

A 89点～80点

B 79点～70点

C 69点～60点
b ざ

，
↑

59点~50点

E(不合格） 49点未満
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●●Ge

●③翻

曾曾

慧

Levellの成績評価分布
(平成17年度前期）

60

50

40

30

20

10

0

E，B CA+ A

平成17年度茨城大学枚養軟冑ｼﾝボ斉田智里 率2，“'1”1

gveIZの成績；
亜属64ヲ拝啓前甘9．

－80－

49.6

茎■
■■
■■■ 11．5

■■回■■■■

2．3

■■■■ I ■■■■■＆ 0.8

60

50

40

30

20

10

0

A+ A B C D E ､

48.3

■
■坐

■■
■■■ 8．7

“！ ■ロ
4．0

■ ■ 2．4

1■■■■

2．4

■■■■

20画1準1 平成17年度茨城大学敏養軟冑ｼﾝボ斉田轡里 24



aveI3の成績冒
司豆屑サィフ拝磨箭甘、
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●●⑲e
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④

Level4の成績評価分布
（平成17年度前期）

60

50

40

30

20

10

0

A+ A B C ， E

200釧醒1 平成17年度茨城大学軟養戟冑ｼﾝボ斉田饗里 識

－81－

60

50

40

30

20

10

0

A+ A B C D E

39．3 ､

35．0

■■■ ■
I ’ ’ ｜ ■■ 17句

I ’ ’｜■■ ■
0.4

凸 I ’ ’ | ■■ I ’ Il凸 14。

夕

亜唾ﾉ1空1 平成17年度茨城大学牧養較育ｼﾝボ斉田智里 25
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毎e

e

習熟度レベル別成績評価分布集計
(平成17年度前期）

j

6060

50.0

八
Ｖ40.0

30．0

20.0

10．0
、

0.0

E，CBAA+

27平成17年度茨城大学軟要軟冑シンポ斉田瞥凰…月率1

I

平成17年度茨城大学歓養紋育ｼﾝボ斉田智風 2620鯛（麺1

－82－

｢E｣の人数 『E｣の理由

Levell 1 成績不振＝後期レベル2

Level2
l q

16 履修を途中でやめた

＝後期レベル2 B ＝P

Level3 32

上

7名(成績不振）

25名(履修止)

一後期レベル3

Level4 0
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●●④⑨

●、侭

魯G

苞，成績評価を5段階評定平均に直すと, ， W

oA+=5,A=4,B=3,C=2,D=1,E=0として計算。

５
４
５
３
５
２
５
，
１
や
《
５
０

■

●４
３
０
２
１

Level l Level2 Level3
平成17年度茨城大学戦養敏宵シンポ斉田智里

Level4
2皿1爽1 29

●●●

●●●④
●●⑮③

●⑭巴

⑮②

③

総合英語プログラムの検討課題②
＜習熟度レベル別成績評価＞

・レベル毎に､｢筆記｣:｢授業｣の評価割合は決まっている

ものの､評価項目、ウエートのかけ方はバラバラである。

＝レベル毎に成績評価結果がかなり異なる。

レベル間の比較ができない。

‐総合英語レベルの授業として､成績評価の統一性が必

要ではないだろうか。

o実際､｢習熟度別積上式｣になっているか？

＝習熟度｢共通｣テスト:4月と8月に2回実施

→テスト結果の比較(スライド31-41）

2,”ﾉ1準1 平成17年度茨城大学敏養教育シンポ斉田智里 30
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⑧

習熟度別積上式教育効果の検証①
(合計得点平均:4月と8月の比較）

レペル別前期(4月一8月）

、
鮪
釦
弱
釦
幅
⑩
弱
如
露
釦

霞
レベル1:約5点上昇
レベル2:約3点上昇
レペル3:変化なし

レベル4:約3点低下

(有意水準:1％）

レペル

レペル

レペル

レベル

(有意38月4月

平成17年度茨城大学軟養敬冑シンポ斉田智凪 31…J1麺1
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●●④吟

●④④
⑳⑤

⑭

習熟度別積上式教育効果の検証②
(リスニング得点平均比較）

レベル別(リスニング)偽月－8月）

20.O

18D

16D

140

120

10p

8，

6，

レペル1:約4点上昇

レベル2:約2点上昇
レベル3:約1点上昇
レペル4;変化なし

8月4月

平成17年度茨城大学敏要救育ｼﾝボ斉田智里 狸亜囲月醒1
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②

習熟度別積上式教育効果の検証③
(リーディング得点平均比較）

レペル別(リーディング)4月－8月

20．0

18．0

16．0

14．0

12．0

10，

8．0

6．0

4月 8月

平成17年度茨城大学牧要敦育シンポ斉田智里,釦卿丞1 詞
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●④③

④、

④

習熟度別積上式教育効果の検証④
(文法･語法得点平均比較）

レベル別(文法･晤葉)4月－8月

30．0

28，

26,

240

22.0

200

18D

16D

14D

120

10D

4月 8月

平成17年度茨城大学敦饗敦育ｼﾝボ斉田智里20”1諺1 34
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侭，

習熟度別積上式教育効果の検証⑤
(全体得点平均比較:学部別)

学部別(全体)4月－8月

０
５
０
５
０
５
０
５
０

７
６
６
５
５
４
４
３
３

8月4月

平成17年度茨城大学敏美枚冑ジﾝボ斉田智艮

一世

弱2噸N”1
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●●e②

●⑨鹸

母⑳

⑧

習熟度別積上式教育効果の検証⑥
(リスニング得点平均比較:学部別）

学部別(リスニング)4月－8月

０
８
６
４
２
０
８
６

２
１
１
１
１
１ 闇

8月4月

“平成17年度茨城大学較養救冑シンポ斉田■里旦哩ﾉ1狸1
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習熟度別積上式教育効果の検証⑦
(リーディング得点平均比較:学部別）

学部別(リーディング>4月－8月

０
８
６
４
２
０
８
６

２
１
１
１
１
１ 園

4月 8月

平成17年度茨城大学敦養数育シンポ斉田智里釦画1浬1 37
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③

習熟度別積上式教育効果の検証⑧
(文法･語法得点平均比較:学部別）

業部別(文法･謄剰4月－8月

０
８
６
４
２
０
８
６

３
２
２
２
２
２
１
１

ぐ

1

4月 8月
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⑧愈

舎

習熟度｢共通｣テスト結果比較まとめ

(平成1了年度前期:4月，8月)

・習熟度レベルが低いほど､得点上昇。

●習熟度最高のレベル4,得点低下(70点中3点↓）。

。「リスニング｣｢文法･語法」

＝習熟度レベルが低いほど､得点上昇。

。「リーディング」

一習熟度レベルが高いほど､得点低下。

。「スピーキング｣｢ライティング」

一達成度として,各習熟度レベルで個別に評価。

39平成17年度茨城大学紋養教育ｼﾝボ斉田筈里2唾'1”1

●●●

●●●⑱

●●唇⑲

●⑥⑰
、②

③＜習熟度別積上式教育効果の検証⑨＞
次の習熟度レベルへの到達(未到達)人数

到達(未到達）＝8月のテストで.1レベル上の得点幅に到達した(しない）

40平成17年度茨城大学敦養軟冑ｼﾝボ斉田笹艮2唖J1翌1

－88－

得点幅 習熟度

レベル

4月

人数

到達人数

(積上人数）

未到達人数

(積残人数）

到達割合

0-30 Level 1 135 59 76 44％

31－42 Level2 655 231 424 35％

43－55 Level3 865 79 786 10％

56－70 Level4 93 (40） (53） (43%）
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●●⑱⑭

●②⑬

段②

③習熟度別積上方式教育の現状
習熟度別

前期一後期

実際の

後期人数

526
と8月の両方の習熟度テスﾄ受験者を対象4月

8月L5 54

8月L4 93‐119 347

8月L3 865＝890 659

8月L2 371 143 2 655一570 143

鍵8月L1 34 10 135－115 0

g唖'1率1

前期と同一の得点基準を適用した場合

●●●

●●●9，

●●⑧忠

●③③

⑮⑭

④習熟度別積上式教育の現状まとめ

。「習熟度テスト｣得点の成績評価に占める割合を低
くし, ｢授業での活動(達成度)｣の評価割合を高くす
ることで､習熟度別積上式教育を形式的に運用。

（注)｢習熟度テスト｣の成績評価に占める割合：

レベル1(5％)､レベル2,3(20％)、レベル4,5(10％）
（スライド20参照）

･実質的にI調噌熱度別積上jというよりは､半期終
了したら､習熟勵肥ベルが｢ところてん式｣に上が
る､いわば｢習熟度別押出方式｣である。

平成17年度茨城大学敏養敦育シンポ斉田智里2噸1率1 42
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●＆織

包e

⑦

習熟度別積上式教育おける成績評価
く総合英語プログラムの検討課題③＞

・半期で｢習熟度レベル｣を積上げるのは現実不可能。
＝レベル設定の見直しが必要ではないだろうか？

・現在のレベル設定を維持するために､「習熟度テスト得
点」＋｢授業での活動(達成度)｣の合計得点により、
「習熟度別積上｣を運用。

→習熟度テスト得点の上昇には結びついていない。

＝各レベルの成績評価基準に統一性がないため､レ

ベル間の成績評価が同一尺度上で比較ができない。

＝形式的ではなく,実質的な習熟度別積上方式の運

用が必要ではないだろうか？
43平戚17年度茨城大学軸養歓冑ｼﾝボ斉田智艮…1”1

I;=;
｢レベルsが卒業要件」
｢総合英語4～6単位必修｣の意味

・前年度と同一得点基準で4月に前期レベル分I

・前年度に設定したｸﾗｽ数に合わせて学生を配置
･後期ﾚべﾙ分けには､4月と同一得点基準は適用さ
れない｡ 且
「茨城大学総合英語プログラム｣のレベルの授業を

1期から3期(半期30回)受講したということ。

(電難鼈獺雲蟻鰡鍵難謡騨
ベルを上げる産は困難な時間数＞
●「レベル3の英語力｣実態調査（スライド44-48）

平戚17年度茨稔大学較養敏育ｼﾝボ斉田智里 “…'1”1
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節，

茨城大学1年生英語力の客観的基準

①英検取得率

平成17年度茨城大学軟養教育シンポ斉田智里…く率1 45

■一号一 』毎F

中正央謂刀の壱

．(平歳17住GE

●②④

C⑬

1目一一 ⑤

釦吋1”1 平成17年度茨城大学戦養軟育シンポ斉田智里 妬

－91－

習熟度 申請者数 英検3級

(中学卒業

程度）

英検準2級

(高2年終了）

英検2級

(高校卒業）

Level 1 101 31％ 7％ 0％

Level2 362 37％ 18％ 1％

Level3 690 42％ 20% 11％

Level4 68 10％ 21％ 37％

鶏灘難 受験者数 "wi TOEIC 最高点 最低点

篭麓露驚 1 ii蝋職 ， 300 300

護轤蕊 27 蕊蕊鱗
一
日

， 545 225
ロ
ぷ
コ
ト
Ｊ
Ｌ
印
』
玉

53
認‘撰輯苗f識身潅譜鐙遼．

蕊灘熱灘 ， 850 280

難灘蒸難 22 驚難灘 C 740 335

鰯鱒駕 3 驚灘畷 C 620 510
qロ

篭
､JJ野難鱗 10 蕊雛鷲 C 885 270

合計 116 447 ， 885 225
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●●、⑥

●吟④

唇｡

⑳
TOEICレベル『C｣｢D｣の表す能力

●D(220-470):レベル1～3
通常の会話で最低限のコミュニケーションが出来る｡
ゆっくり話してもらうか,繰り返しや言い換えをしてもらえば,簡単な会話
は理解できる｡身近な話題であれば,応答も可能である｡語彙･文法･構
文ともに不十分なところは多いが,相手がNOn-nativeに特別な配慮をし
てくれる場合には,意志疎通を図ることができる。

●C(470-730):レベル4～EAP
日常生活のニーズを充足し,限定された範囲内では
業務上のコミュニケーションができる。
通常会話であれば,要点を理解し,応答にも支障はない｡複雑な場面に
おける的確な対応や意思疎通になると,巧拙の差が見られる｡基本的な
文法･構文は身についており,表現力の不足はあっても,ともかく自己の
意思を伝える語彙を備えている
（皿区幽二meL"jα堕旦LZ旦旦Qu胆hgu坦廸血!より抜粋）

20卿1漣1 平成17年度茨域大学敏養軟冑ｼﾝボ斉田■里 47
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48平成17年度茨城大学軌養軟官営ﾝポ斉田智里麺闇'1”1
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習熟度
TOEIC TOEIC

Level

英検への換算

Level1 300
■

， 3級

Level2 381 b ， 3級～準2級

LeVel3 434 ， 準2級～2級

Level4 515 C 2級

Level5
品 田 可

552 C 2級

EAP 530 C 2級

‘合計 447
1

， 準2級～2級
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葵胃吾一，言 酵

平成元年学習指導要領:高校卒業時2900語程度和昭ﾉ1麺 49

総合英語プログラムの最重要課
。「習熟度｣＝茨城大学生に必要な｢英語力

どのような英語力を育成したいのか‐到達目標

＜全学導入時代の総合英語プログラム＞

O教養教育として身につけさせたい英語士

一
望
・総合英語プログラムに関する情報･課題をオープンに
し,全学の協力を得ながらプログラムを進化発展させ
ていくこと,それを可能にする組織作成が不可欠。

釦”1醒1 平成17年度茨城大学教養教育シンポ斉田智里 50

－93－

受験者数 推定語業数平均 標準偏差 最大値

I

最小値

Level l 136 2141 693 4230 820

Level2 653 2911 628 4650 430

Level3 840 3398 551 4780 1580

Level4 112 3733 463 4870 2660

合計 1736 3138 706 4870 430





側育研究開勇
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平成18年度海外先進教育研究実践支援

プログラムによる渡航者の帰国報告会
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海外先進教育研究実践支援プログラムによる

渡航者の帰国報告会

日時：平成18年6月28日 （水）

15:00～17:30

場所：水戸地区/茨城大学総合研究棟1Fインタビュースタジオ

日立地区/茨城大学工学部総合研究棟2階205研修室(VCS利用）

阿見地区/茨城大学農学部管理棟2階第一会議室(Vcs利用）

参加費：無料

今回、茨城大学のFDの一環として、 「平成16年度海外先進教育研究実践支援プログ

ラム」によって海外に渡航し､研究に従事された方々を招き、海外での研究やその他の様々

な状況を報告していただくことになりました。また、同支援プログラムへの申請方法につ

いてのお話も用意致しました。

今後、海外での教育・研究をお考えの方々を初め、多数のご参加をお待ち致しておりま
す。

プログラム：

15:00～15:10オープニングアドレス（山形耕一副学長）

15:10～15:40黒田浩司氏（人文学部人文コミユニケーシヨン学科）

「心理学教育の研究実践（コミュニティ援助を活かした地域支援)」

渡航先イギリス：平成17年2月17日～平成18年2月16日

15:40～16:10佐川泰弘氏（人文学部社会科学科）

「行政学教育の研究実践（地方分権下フランスの政策過程研究)」

渡航先フランス：平成17年3月1日～平成18年2月28日

16:20～16:5O新納浩幸氏（工学部情報工学科）

「情報言語処理教育の研究実践（機械学習によるWebラッパーの自動生成)」

渡航先アメリカ：平成17年1月20日～平成17年10月16日

16:50～17:10田切美智雄氏（理学部、学長特別補佐）

「海外先進教育研究実践支援プログラムの申請について---茨城大学の方針」

17:10～17:30質疑応答

17:30閉会

（司会進行：大学教育センター千葉康生）

主催：大学教育センター

問い合わせ先：

茨城大学学務部学務課大学教育センター係

茨城県水戸市文京2-1-1

電話：029-228-8414
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○司会（千葉）

ご講演者の方で，着いておられない方がいらっしやるので，先にきょうのプログラムの

予定についてお話しさせていただきます。

きょうは，お集まりいただきましてありがとうございました。 日立地区の皆様，阿見地

区の皆様もお集まりいただきありがとうございました。

今回は， 「海外先進教育研究実践支援プログラムによる渡航者の帰国報告会｣ ということ

で，実際にこのプログラムの支援を受けた3名の先生にお話をいただきます。

ただ， このプログラムがどういうものか，それから， 申請の仕方に関してご講演が一つ

あります。プログラムがお手元にあるかと思いますが， 日立地区，阿見地区の方，あるで

しょうか。最初に，オープニングアドレスにするということで，最初に副学長の山形耕一

先生に開会のあいさつをしていただきます。その後，お三方の先生，平成16年度の支援プ

ログラムですが， これを使って海外へ渡航なさった方々の報告をしていただきます。

本来は， これは，各学部，学科ごとにやっていたということなのですが，今回は全体で

行おうということになっておりまして，それがこの第1回目なのですが， まず最初は，人

文学部の黒田先生に， 「心理学教育の研究実践（コミュニティ援助を活かした地域支援)」

ということで， イギリスのほうへ1年ほど行かれたということですが， これについてご講

演をしていただくことになっています。

また,次に，佐川先生,人文学部の先生でありますが， 「行政学教育の研究実践（地方分

権下フランスの政策過程研究)」 という題目で講演していただくことになっております｡ ､

また，その後，少し休憩を挟みまして，工学部情報工学科の新納先生に, 「情報言語処理

教育の研究実践（機械学習によるWebラッパーの自動生成)」 ということでご講演をいただ

くことになっております。

以上のど三名の方の実際の海外先進教育研究実践支援フォーラムによる帰国報告をして

いただくことになっているのですが，その後，学長特別補佐であります田切先生に， 「海外

先進教育研究実践支援プログラムの申請について…茨城大学の方針」 ということでお話を

いただくことになっております｡

また，短い時間ではありますが， 20分ほど質疑応答の時間を設けさせていただきますの

で，質問等ございましたらこの4名の方々に質問していただくということになっておりま

す。

司会進行は，私，大学教育センターの千葉が務めさせていただきます6

支援プログラムの公募の要領というものです。

“この公募を行っているのは文部科学省の高等教育局というところなのですが，背景と目

的というのがまず先にあるのですが，読ませていただくと，背景は，大学等の個性化･多

様化や国際競争力の強化などが求められる中，大学等における教育の質の充実や世界で活

躍し得る人材の養成は重要な課題となっています。そのため,教職員の教育研究能力の向

上などにより，各大学等における教育面での改革の取組を一層促進していく必要がありま

す。

目的は， このプログラムは，大学等の教職員を海外の教育研究機関等に派遣し，先進的

な教育や優れた教育実践に参画させることなどにより，教育研究能力の向上を図る優れた
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取組を選定し財政支援を行うことで，高等教育改革を一層促進させることを目的としてい

ます, ということになっています。

これはサバティカルとはまた違いまして，完全に公募によるものでして，その概要が2

番に載っております。

まず，対象としては，大学等としてのビジョンを基に学長を中心とするマネジメント体

制の下で，教職員を海外の教育研究機関等に派遣し,先進的な研究や優れた教育実践に参

画させることなどによ‘り，教職員の教育研究能力の向上を図り， ‘大学等の教育の改善に資

することを目的とする取組を対象とします。

なお，複数の大学等が共同で実施する取組も含むというこ;とになっております。

また;(2)番は申請者なのですが，学長から行ってくださいということなのですが, (3)

番申請人数･募集内容というのもありまして,実は人数が決まっていまして,:例のとこ

ろにあるように,専任教員数が350の場合5人まで申請可能というようなこともあります｡

このあた;りの話も田切学長特別補佐から話があるかと思います｡

そして,大きい番号の3番です。 1ページの下なのですが，選定方法等,本プログラム

の選定は，有識者･専門家等で構成される「海外先進教育研究実践支援プログラム選定委

員会」が決めるということになっております。 》

では，早速，始めさせていただきます。

最初は開会のあいさつということで,プログラム上は， この帰国報告会を企画していた

だいた山形副学長となっているのですが,到着が遅れているということなので，最初に,

まず,人文学部の黒田先生に30分ほどお話をいただきます｡

では〆よろしくお願いします。

｢心理学教育の研究実践（コミュニティ援助を活かした地域支援)」

黒田浩司氏（人文学部人文コミュニケーシヨン学科）

渡航先イギリス：平成17年2月17日～平成18年2月16日

人文学部の黒田と申します。よろしくお願いいたします。

私昨年の2月17日から今年の2月16日までの1年間， イギリスに派遣をさせていた

だきまして，大変貴重な体験をさせていただきました。本当は帰ってきたくないぐらいの

体験だったのですが，いろいろな事情により，だめだということで帰ってまいりまして，

きょう， 30分間という限られた時間でどれぐらい説明できるか，その前に専門的になり

すぎないようにお話はしたいと思うのですが，いろいろ気持ちがこもるものですから， ち

ょっと自信がありませんが， なるべく手際よくお話ししていきたいと思います。

まず，私の専門領域なのですが，臨床心理学，特に精神分析学を専門としておりまして,

一番の専門は， カウンセリングですとか心理療法，面接になります◎カウンセリング，心

理療法を効率よく進めるために， あるいは問題がなるべく起きないようにするためにアセ

スメントにも力を入れております｡特に人格障害には，アセスメントで心理テスト， ロー

ルシャッハテストを使う。そういったところで， 日々，研鎖を積んでいるところです。
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その一方で，特に大学に勤務するようになりましてから， 2つ目のコミュニティ援助と

いうほうにも目を向けています｡‐これは， クライエントだけではなくて，社会に訴えると

いうことでして，例えば，統合失調症という精神疾患があるのですが， これは大学生など

もかかりやすい年代なのですが，かなり世間に偏見がありまして，精神科の受診などをご

本人とか家族が余りしない。本当に具合が悪くなってからするということがありまして，

そうすると復帰までにかなり時間がかかってしまう。今は治療法，お薬も随分いいものが

出ていますので，早期に治療にかかれば，大学生でも，大学を休学しなくても,本当に1

～2週間休憩をとって，サポートをすればよい場合も多いのですが， この病気になったら

病院に閉じ込められて一生出てこられないですとか，結婚ですとか就職ができないという

偏見がありまして，それで受診が遅れるということがあります。

そういうことを防ぐ、ために，例えば，私は，教養の授業とか専門の授業で，統合失調症

というのはどういう病気だとか， どういう治療法があるのかとか；薬はどう効くのかとい

う話をしたりしています。

そのほかにも， コンサルテーションといいまして，例えば， リストカットといって手首

を切ったり，それから昨自殺する気持ちがあるのかどうか，そこは見極めが難しいのです

が，大量服薬を抑えるなど，いわゆる風邪薬などは大量服薬をすると結構危ない薬もあっ

たりするのですが，そういう生徒さんですとか学生がある場合に,本人がカウンセリング

を必ずしも希望しない場合が多いです｡そういうときに，教職員として， あるいは家族と

してどういう対応をすればいいかということを少しサゼスチョンをしたりするようなこと

をしておりました。

こういったコンサルテーションですとか心理教育というのは，大学の教員の立場ですと，

例えば，茨城大学の出身の多くの小学校， 中学校，高校の教員から求められてそういう相

談に応じるということも年間でかなり多くやっております。正式に数えたわけではないの

ですが,年に20～30件はやっているかと思います。

ただ，その一方で，私自身も限界を感じることがあります。一つは， コンサルテーショ

ンにしましても，一部の特定のシステムの中でしか利用されない。これは何が問題として

あるかというと，医療ですと診療報酬という形で謝金が出るのですが，教育のシステムで

すとそれがないのです。今，茨城県の教育委員会ではカウンセリングア:ドバイザーという

制度をつくりまして， コンサルテーションですとか本当に緊急な場合には危機介入ができ

るようなシステムに近いものをつくっているのですが， 申請書類のやり取りで2～3週間

時間がかかってしまいまして，本当に必要なときにすぐに行けないという状況なのです。

ですので， どういうことが起きているかといいますと, こういうことを言う際には，本当

に内輪の教員だけ，内輪の養護教諭，保健室の先生だけであって，幅広く利用されないと

いう問題があります。

それから，利用者のニーズに合ったサービスが展開できないということでは，私は，今，

学外勤務で精神科クリニックのカウンセリングを週に1回，火曜日に出ているのですが，

ひきこもりのケースなどでかなり症状が悪化して， 10年， 15年,私の年代とかわらない40

歳く、らいになってひきこもっていて， もう家族以外と10年ぐらい話をしたことがない。そ

うすると， もともと精神障害があってそういう状態になる方もいるのですが，それだけ長
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期間こもっていると，二次症状としていろいろな精神症状，被害妄想的な感覚が出てきた

りするのです。それが家族に対する暴力になったりすることもあるのですが，悪化するま

で専門家が関わることができない状況で，かなり限界を感じていました。もし在外研究な

どで海外へ出る機会があれば， こういったことについて何かできないかということを常日

ごろ感じておりました。

今回，私は英国のロンドンを選んで参りました。英国のNHSという， 日本でいうと厚

生労働省管轄のクリニックですとか行政の出先機関です。

その理由なのですが， コミュニティ援助に関しましては，従来，米国とかカナダのほう

が活発であるという話がありました。 しかし，米国が活発なのは精神障害者に関するもの

であって，若者に関しては英国のほうが盛んであるというのを聞いておりました。これは，

うちで実際に留学した先というのは， フロイトが晩年住んでいた場所の近くにある，精神

分析にかなり特化した研修機関だったのですが，そこに留学している知人を訪ねる機会が

何度かありまして， ここ10年間で5～6度訪ねています。そのときに話の中で聞いており

ました。

それから，私が精神分析を専門にやっていると言いましたが，精神分析に関しましては

英国のほうが盛んでして，精神分析とコミュニティ援助が非常に近しい関係で行われてい

るということを聞いておりましたので，イギリスを選ばせていただきました。

ただ，イギリスは物価が高くて，食べ物がおいしくなくて，そういう意味では楽しくて

辛いといいますか，学問の点では非常に楽しかったのですが，家賃は切り詰めても月に20

何万円かかりますし，楽しくて辛い1年間でありました。

今回の成果なのですが，簡単にまとめてしまいますと，予想以上のものでした。特にイ

ギリスのコミュニティ援助は文献にほとんど載っていないのですが，行きますと， とても

包括的で，積極的で,私にとって学ぶところが多くありました｡

アメリカではコミュニティ援助だけをやっている形なのですが，英国では，それが従来

の伝統的な精神分析や行動療法などと結びついていたようです。そして，私はとても運が

よかったのは, TavistockClinicというイギリスの厚生労働省管轄のクリニックで一人の

チューターの女性にお世話になったのですが，その方がイギリスでそういったことをこの

6年間，最も先駆的にやってきた専門家の一人で，その方から直接いろいろ話を聞くこと

ができました。

そして,前提としまして， イギリスの子供たちの様子なのですが， 日本以上に青少年の

問題はかなり深刻です。どんなことが深刻化といいますと， まず，離婚ですとか家庭崩壊

がかなり激しいです。虐待の問題もひどくて，性的な虐待を受けている。これは男の子も

女の子も，養父，養母，異母兄弟から虐待を受けているというケースも多いですし，家族，

兄弟が全員直接血のつながりがないのだけれども同居しているとか，家出した人とか，そ

ういうケースも少なくないです。自傷行為ですとか大量投薬で救急外来に運ばれてくる若

者も多いですし，アルコール，薬物の問題も多いです。 日本でいう中学生ぐらいの年代で

アルコールに身体的依存をしているということでクリニックに来るケースが多いです。そ

れから，学校での問題，いじめなども多く大変ですし，それから， イギリスは移民が決し

て簡単な国ではないのですが，それでも旧イギリスの植民地からたくさんの移民が来ます。
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その移民の人たちがこういう精神的な問題を含んで持ちやすいということです。そのほか，

いろいろな危機状況，被害状況，犯罪も多いですし，そういったことで，犯罪の被害者,

強盗ですとか傷害事件，それから，性犯罪の被害に遭う若い女性もかなり多くなっていま

す。

次に，私の実際の研修内容にいきたいと思うのですが，私は主に2カ所の機関に行って

おります。週5日，研修に出ていたのですが，そのうちの4日はTavistock Clinicとい

うところに研修に行っておりました。 ここでは主にセミナーを受講して， また授業を受け

るという形，一言でいうと，大学院生に戻ったような生活をしていまして，ジーパンにT

シャツでほとんど行っていまして，本当に学ぶのは楽しいなと思いました。帰って教えた

くない，ずっと学んでいたいというのが正直なところでした。

それから， もう1カ所, AdolescentOutreachTeamという出張相談の機関に参与観察い

たしました。これは後ほど説明いたします。

そのほか, TavistockClinicですとか関連する機関におります専門家，例えば，少年犯

罪で犯罪を犯した若者と関わるヤングオフェンデングチームというチームです。ここにも

サイコロジストが入っておりまして，そこのサイコロジストの方にお話を聞いたりしまし

た。そういった意味で，関連する専門家にもインタビューをすることができました。 この

専門家のインタビューの中には, TavistockClinicに研修に来ていたガイダンスカウンセ

ラー， 日本でいえばスクールカウンセラーですとか，行政機関のいろいろなところで活躍

しているソ－シャルワーカーですとか，そういった方も含まれています｡

次に,TavistockClinicとはというところになりますが,TavistockClinicというのは，

世界的に著名なロンドンの研究所で，国立の機関で, 日本でいいますと，国立国府台病院

ですとかそういったところに当たるかと思います。NHS (NationalHealthService)の

一つでして，精神分析に基づく治療と研修，研究の機関です。対象関係論みたいな，精神

分析の中ではかなり難しいのですが，特化した学派が精神分析をやっていまして，世界各

地からここで学びたいというので研修に来ていました。 日本からも10人ほどの精神科医が

研修に来ております。以前の在外研究でもトータルで10人く、らい留学していると思います

し，私が行っている間も，関西のほうの精神科医の飛谷先生という方がいらしておりまし

た。

そして， イギリスのTavistockClinicは海外からの留学生も積極的に受け入れていまし

て，割と入る敷居が高くないのです。ただし，お金がすごくかかりまして, EU圏かEU

圏でないかによって学費がかなり違いまして，私はここに留学するに当たって，日本人は

お金があると思われているのか，百何十万円の学費を払っています。そういう意味ではす

ごくお金がかかりました。

これがTavistockClinicというところでございますが，ハムステッドといいまして， 日

本でいいますと，世田谷のとてもいい病院などがたくさんあるところ，療養所があるとこ

ろで，地価が非常に高いところで，その中で， こういうコンクリートむき出しの周りの雰

囲気を壊すような建物でもあります。このあたりはほかにも医療機関なども多くて，割と

こういう研究機関が集まっているところです。

そして, ‘フロイトが近くに住んでいたこともありまして， フロイトの娘ですとかその仲
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間もこのあたりで， フロイトがウィーンから亡命をしたときに研究をしていた。そういう

仲間たちがこういう研究機関のスタッフでも貢献しております6

そして，私はここでTavistockClinicセミナーをたくさん受けていました。 1年間にこ

んなにたくさん受ける人はいないのだそうです。ただ，私は1年間でなるべくたくさんと

いうことで，たくさん受けたのでそれだけ学費がかかってしまったのですが，通常はこの

半分少しぐらいで， あとは， 2年目， 3年目になると実際に臨床のケースをやったりしま

す｡‐

ここにワークショップというのがたくさんありますが， ワークショップというのは基本

的に症例検討です。私は， イギリスでどんな事例があるのか,その事例に対してどんな対

応をしているのかをたくさん聞きました。その中でわからないことですとか， どうしてこ

ういうような対応をするのかということに関しましては，担当してもらったチューターの

方に話を聞いたりしていました。

ここの女性がとても若く見えるのですが，いろいろな話をしましたら，恐らく私と同い

年か, 40半ば前後なのか，アイルランド出身のイギリス人の女性です。この方がTavistock

Clinicの私のチューターでありまして，なおかつ,AdolescentOutreachTeamに出たとき

に，彼女はその場所で週に3日働いていた方でした。

1次に, AdolesCentOutreachTeamについて簡単に説明したいと思います。

0utreachTeamというのは,英国におけるコミュニティ援助として, 2000年にスタート

したと聞いています。対象は思春期のケースで,その前提としまして，皆さん，ニートと

いうのはイギリスが発祥だというのは聞いていると思いますが，ニートに対して地域で援

助を行っていくということが10年ほど前に始まっています。これが一定の成果を上げてい

ると認識されています。

それから， 5年ほど前に精神障害者に対する地域のケアの充実が行われています。これ

は,一番の理由は経済的な問題で， 日本も同じように経済的な問題で障害者の支援が地域

で行われるようになっているのですが，病院にずっといてもらうのでは経済的に破綻する

ので地域で世話しましょうということで,街中にいろいろなサポートする施設をつくって

いますbこういったことが比較的功を奏しているので，では，深刻化する青少年の問題に

もコミュニティ援助を発動しましようということでOutreachTeamを建設しました。

なぜOutreachTeamなのか。 Outreachというのは，英語で，手を伸ばすとか， より遠く

に達する， メンタルヘルスのサポートを遠くに与えるということですし， クライアントか

らすると手の届く距離出張機関という言葉で言われております。そして，実証的な調査・

研究によって提唱された方法ということでして， どういうことかというと, これは直接関

係ないのですが， ロンドンというのは物価が高くて税金が高いのですが，皆さんの中で愛

煙家の方はロンドンで暮らすととても辛いです。これは1,000円と書いてありますが，た

ばこが1箱1，300円から1，400円するのです。 80％が税金なのです。これとも多少関係し

てくるのですが，将来のかかる負担をなるべく減らしたい。ですから,なぜたばこが1，000

円， 1，200円するかというと，たばこを吸う人は肺がんですとか気管支の関係でたくさん医

療費をくう。だから，医療費をたくさんくうようなことをしている人にはたくさん税金を

払ってもらいましょうということなのです。そういう意味で， イギリスは，将来の問題を
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防ぐことにはお金をかけるという発想をしています。

そこで， メンタルヘルスの問題でどんなケースが問題となるかというと，治療や支援を

中断しやすく，後に援助の対象となりやすく，問題が重症化するケースである。

そういうケースはどういうケースかということを調べてみました。そうすると，多様な

問題を同時に有している。例えば，住む家が十分でないとか，経済的な問題ですとか，親

が仕事をしていないですとか，家族の問題，家族にアルコール依存の問題がある。あるい

は離婚しているとか，シングルペアレントであるとか。それから，教育上の問題です。親

が教育が十分ではなくて，余りまつとうな仕事に就けないですとか，家族の中からうつ病

が出ているという場合です。

それから， 同時に家族にも援助が必要な面がある場合です。そういった家族というのは

社会から孤立していてサポートが進まない。

このようなケースというのはどういう特徴があるかというと, メンタルヘルスに関して

いいますと， 自分から相談に来ないのです。ですから, この後の話になりますが， イギリ

スというのは臨床心理士がすごくたくさんいて，援助を受けられる機関が無料でも有料で

もたくさんあるのですが， どんなにそういうところを増やしてもこういう人たちは行かな

いのです。もし行ったとしても，中断をしやすくて，治療の過程でなかなか人を信用しな

いのです。そうすると，伝統的な私がやっているような精神分析を展開していても手の指

先からこぼれ落ちる，網の中からこぼれ落ちることが多い。そういう人たちに来てもらう

のではなくて専門家が行く。家庭訪問したり，学校に行ったり，地域に行く。そして，そ

の地域に行ってクライエントと関わりながら， どういうふうにカウンセリングが役立つの

かとか，精神衛生の専門家を利用していけばいいのかということを教えていく。そういう

心理教育も地域でやっていこうということです。

Outreachの目標というのは， コミュニティがよりTherpeuticになるように，つまり，そ

ういうことで，活動することによって， 関わっている教員ですとか家族ですとか地域のキ

ーパーソンにも心理教育を行う。国民の心理教育も担っていて，心理学や精神医学に関し

ての理解を深めて，そういう専門家をより利用してもらおうという発想を行っています。

次に，具体的な方法になっていくのですが，どんな方法になっていくかというと，まず，

MultidisplinaryApproaChということです。これはTavistockのセミナーでもよく聞く言

葉なのですが， これは大きく2つの意味があります。 MultidiSplinaryというのは， 日本で

いうと，文科省管轄か厚生労働省管轄か，そういう管轄を超えてアプローチをするという

ことです。例えば，あるケースがオーバードース，大量服薬でクリニックの救急外来に運

び込まれたとします。そうすると，その救急外来のドクターはそのケースの家庭事情を聞

いて，家庭医と地域のソーシャルワーカーに連絡をとらなければいけません。連絡を受け

たソーシャルワーカー，地域の家庭医はその家族について調査をして， メンタルヘルスに

問題があるとして，何か関わりを持つ必要があれば，その地域のクリニックですとかサポ

ートサービスに連絡をとらなければいけません。なおかつ，その中で，経済的な問題があ

れば，生活保護を支給できるようにするとか，住居の問題があるとすれば，いい住居を与

えるようにするとか，ですから， 1カ所で関わればすべての問題が解決されるように行政

の側がアプローチをするということです。
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それと同時に，そこで本人も主体的に生きるためにどういうものが利用できるか。例え

ば， 中学校中退， 日本では中学校中退というのはあり得ないのですが， 向こうではそうい

ったことがあり得ます。中学校中退しているとどんなことが起きるかというと， まつとう

な仕事には就けないです。清掃の仕事にも就けないそうです。そういう子供がいるとした

ら，そういう子供がオーバードースをして， クリニックに運び込まれた兄弟がいるとした

ら，その子と心理の専門家，教育の専門家が関わって， どんな可能性があるか。例えば，

その地域で大学がやっているカレッジがありまして，そこで中卒の資格が取れるとか，そ

こを介して専門学校に行けるとか，そこにコネクションズの相談に乗ってくれるとか，そ

ういうことを確実に聞いてきて，そういうところに行けるように本人に動機づけをするの

です。

そういうことをすることによって，いろいろな危機介入のケースになり得る人を発掘し

ていってどんどん紹介していく。これは， 日本でいうと，私のところのクリニックもそう

なのですが， クリニックを紹介されました。受診できますよと連絡をしても来ない場合が

あるのです｡来ない場合に，我々は紹介した人に連絡をすることもありますが， しないこ

とも多いです。それから，紹介したとしても，本人が来なければそのまま放ったらかしに

なることが多いですが，英国では放ったらかしにならないのだそうです。これは虐待の問

題でもほかの問題でもそうです。

それから，具体的な方法のⅡとしましては，地域によって，その地域に出ていってそこ

でセラピー的な関わりをします。 日本でいうひきこもりのケースというのは，高校を中退

してひきこもってしまうと，義務教育ではありませんので，本人に妄想とか幻覚など精神

病的な症状がなければ余り地域の保健所などは関われないのです。特に精神科医がそこに

入っていくことは難しいのですが， これは実際のOutreachの事務所なのですが， ごく普通

の街中にあります。

0utreachのスタッフに，サイコロジスト，精神科医， ソーシャルワーカー， コミュニテ

ィナース，家族療法家，教育心理学者，アドミストレーターという専門秘書がいたりしま

す。そして，サイコロジストの精神科医も基本的にコンサルタントクラスで，地域のこと

にとても精通しているのです。例えば，ひきこもりの若者がいたときに,精神科医とソー

シャルワーカー， あるいは臨床心理士がペアで行く。必ず2人以上で行くのですが，本人

はなかなか会ってくれないです。会ってくれないのですが，家に行きまして， 日本のケー

スと違いまして， 閉じこもっていても出てくることが日本よりは多いです。出たくなくて

も，手紙を書けばそれに答えてくれることが多くて，本人が受診を拒否していたり，いろ

いろなことで拒絶的になっていても，精神科医がいろいろ話をして，本人の可能性ですと

か，主体的にこういうふうに解決していく方法があるということをちやんと伝えていくの

です。そうするとそのケースに乗ってくることがある。

日本でいうと， こういうひきこおりのケースはクリニックに来なければ話にならないで

すねということで，親御さんはとても無力感を抱いてしまってそのままになることが多い

のですが, こういった形で精神科医が家庭訪問するということを，場合によっては半年近

く，毎週，場合によっては週に2回ほど，短時間でも行ったりするのです。そうすること

によって蔓延化を防ぐ、ことにもなりますし， もし本人が出てこない場合でも家族のサポー
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トができる。これがまたたくさんありまして，家族から注文を受けたり， あるいは親の関

与のこともあったり，それから，家庭教師を派遣してくれるボランティア団体がいたりし

ますので，そういう者も来たりします。ですから，地域に積極的に働きかけていって本人

をエンパワーメントする。 これが3つ目のことになるのですが， これはドクターハミルト

ンという精神科医の一人で,彼はほとんど事務所にいなくて，毎日家庭訪問していました。

その中で家族に説明をしたり，精神病が疑われる場合には， こういう症状であって，早く

治療を受けたほうがいいとか，そういう抵抗があったとしても，本人の話をよく聞きなが

らということで，地域で活動することにとてもよくたけています。

これが日本とどう違うかというと，例えば，大阪の池田小学校の事件があったのを記憶

だと思いますが， あのときに国から精神科医が派遣されて入っているのですが，被害者の

家族を精神病扱いして被害者の家族から総すかんをくらったということがあるのです。こ

のドクターハミルトンが似たような状況で行っても絶対に患者扱いしないのです。あなた

は普通の人で，そういう状態になっても医療を拒否するのは普通のことであって，ただ，

こういう薬を使ったり治療を受けるとこういうふうに楽になりますよということを地道に

時間をかけて説明をしていくということであります。

これは同じようにスタッフなのですが，一番右の方はレイラさんというケニア人とスウ

ェーデン人のハーフだそうです。それから， こちらは西インド系のジャマイカ系英国人の

シーサという人です。あるいは臨床心理士が認知行動療法を使って，本人の自主性ですと

か自信を取り戻させるということをします。それから，家族療法ですと，家族の援助をし

て， とりあえずすぐ、に効果が出ることをして， こんなふうに専門家はあなたのために役立

つのだよということを実際に体験させるのです。それから， あるソーシャルワーカーに話

をしたら，経済的なこととか，仕事のこととか，家族の問題なども全部解決できると。そ

ういうことにつながっていくのですが，そういうことをすることによって，家族ですとか

本人は， こういうふうに関わればサポートになるのだということであります。

一方で，ケースのニーズを解発し，必要な援助システムや資源をつくり上げるというこ

とです。

精神科医が家庭訪問するというのは最初はなかったのだそうです。 日本のようにひきこ

もっている若者，特に精神病を抱えてひきこもっている若者が多かったり，特にアフリカ

系の移民の方などに精神病に対するステイグマが非常に強いので，精神科医が家庭訪問し

てそういう関わりをしたほうがいいだろうということで，精神科医が導入されたことです。

そういうことが必要だということが行政に伝えられるとすく、にそれが導入されます。

昨年， イギリスは選挙がありまして，ブレア政権が再任されたのですが，そのときにも

マニフェストの中にこういったことが書かれていまして，それが半年後ぐらいに行われる

というようにすごく機動力がある，対応が早いということを経験しました。

それから，具体的な方法のVとしましては，他業種の専門家とのコラボレーションが非

常に豊かです。ですから， ケース会議ということで, AdolescentOutreachTeamでも

TavistockClinicでも，関係する学校の担任の先生，学校のガイダンスカウンセラー，地

域のソーシャルワーカー, GP,家族が呼ばれまして, 10人ぐらい， どういうふうに関わ

り合っていくか。そこでいろいろ考え方の違いとか， 日本ですと対立構造になってしまつ
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たりするのですが， イギリスの場合にはそのようにならないで協力体制をとるのです6こ

れは文化的なところで意見が異なっても，私もイギリス人のチューターに， 自分が違う意

見を持っているということに最初はすごく抵抗があったのですが，だんだん自由にディス

カッションできるようになってきました。意見が違うことを積極的に取り入れて，そこか

ら新しい解決に導くということにとてもたけていて，そこは学ぶところがすごく多かった

です。これは次に書いてあります。

AdolescentOutreachTeamの事務所でもTavistockClinicの控え室でも， トレーニー同

士，訓練を受けている者同士がディスカッションをするとか，何か少し迷ったりしたとき

に，人から助言を受けるということをとても積極的にやっていました。つまり，何かあっ

たときに，地域の人でも専門家でも，ほかの専門家に連絡をとって相談しましょうという

体制がとてもよくできていて，文化的にそういうのができています。

” これをまとめますと以上のようなことになりまして， これらの発想は日本でも活用が可

能だなと思いました。

例えば， スクールカウンセリングに関しましても，今は茨城県でも100人近いスクール

カウンセラーが，主に臨床心理士が活動しているのですが，勤務時間が一つの中学校当た

り4時間しかないのです。 4時間というのは， カウンセリングをしていたら， 4ケースや

ったらおしまいなのでず。 ということは, カウンセリングをしないでガイダンスカウンセ

ラー的なことをする。つまり， これは学校文化の中に心理臨床の知を運ぶエージェントの

役割が多いであろう。例えば，不登校の問題があったときに，不登校の子供の相談に乗る

のではなくて，担任の先生とか父兄にどういう関わりをしたらいいのかを伝える。もしカ

ウンセリングをする必要があれば，外の機関を紹介したり，外からそういう人に来てもら

ったりするということを考える。

個々のケースの対応ですと，緊急支援の場合についても，学校で事件が起きるとどうし

ても学校は守ろうとします。そうすることによってかえって被害に遭った生徒ですとか父

兄を傷つけることが起きてきたりします。どっちに責任があるのか，学校内で事件が起き

たときには責任問題になったりします。そのときに，安易に学校に責任がありませんと校

長先生が言うと，かえって被害に遭った父兄，生徒を傷つけたりする。そのときにどう対

応したらいいのかということについて，臨床心理士が動ける可能性があるだろうと思いま

す。

ただ， 問題点は，日本のスクールカウンセラーはセラピストなのかガイダンスカウンセ

ラーなのか， これは文部科学省も臨床心理士会も方針を出していないので，若い人はどう

動いていいかわからないところがあります。

それから，ひきこもりの支援に関しましても，今，私は帰国しまして,実は， この地域

のエンパワーメントのあたりに少し影響をとって何かできないかと思っています｡問題が

増悪，蔓延化する前に関わる方法を考えるべきであって，訪問サポートを何らかの形で，

そこに精神科医がスーパーバイザーとして入ることをしていく必要があると思いますし,

そういったことを行政・地域のオーソリテイヘの提言ですとか，予防対応プログラムへの

考案ということも考えられます。

例えば，茨城大学の私の人文学部の学生を見ますと， とても優秀な力のある学生がたく
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さんいるのに，極めて自己評価が低いのです。 これは受験システムに問題があると思うの

ですが，私は，教養の授業の中で，彼らの自己評価ですとか自信を高めるようなことを何

かできないかと思いまして，一つ，プログラムで試みています。

そのプログラムというのは, Outreachteamのアチュレーというイギリス人が， うちの学

生は自己評価が低くて何とかならないかしらと思いまして愚痴をこぼしましたら，彼がプ

ログラムを作ってくれまして， こういうふうにするときっといいのではないか。つまり，

彼らを動かして，それを自分たちで評価するようにさせる。 これは主題別ゼミナールのや

り方もかなり関係してくると思います。

では， 日本でこういったことをどんどん行っていけばいいのではないかというときに，

困難が2つあります。それは我々の専門家の質の問題と文化の違いです。一つは，訓練の

度合い，私は帰って来たくなかった理由の一つが， 向こうでもっとトレーニングを受けた

かった，精神分析の訓練を受けたかったのです。ですので， 日本の臨床心理士に比べると

圧倒的に向こうが実力が平均的に上です。本当に力が違います。私あたりは中堅か中の下

になるく、らい優秀な人が多いです。

それから，精神分析は行動療法と非常に仲が悪いのです。 日本の精神分析と行動療法は

関わりを持たないのですが，英国では関わりを持って， どっちがより有効かに関してはす

ごい議論になるのですが，学生の自己評価を高めるには行動療法が有効なのはわかってい

て，そこに関しては協力をしてもらったりします。その行動療法をやった上で，本人が心

理療法を受けたいのであれば精神分析家にきちんと紹介をしたりします。専門家の信頼す

る関係もちょっと違います。そこで一貫して援助計画・支援活動がきちんととれるという

ことです。

それから，社会資源とか文化の違いで，一般の人も精神分析や心理臨床に関する理解が

高いことですとか，それから, GP制度というのがあります。GP制度というのは， 日本

ですと，かかったお医者さんが担当です。でも， イギリスは， この地域に住んで登録をす

るときに誰が家庭医と決まるのです。そうすると，何らかのその人がオーバードースで病

院に運ばれたとか，何かで問題を起こしたということがあると，必ず家庭医が責任者にな

って責任を持って何らかの対応をするわけです。病院を紹介したのだけれども行かなかっ

たとなるとまた家庭医のところに戻ります。ですから，すべてのことにおいてGPが責任

をとるというように責任と所在が明らかなのですが， 日本だとそういうものが明らかでは

ないのです。ですから，困ったときにこぼれ落ちる。でも， イギリスですと, GPと担当

のソーシャルワーカーが担当してくれるという違いがあります。

最後に， これは私がTavistockClinicで学んだ人たちなのですが， これはセミナーリー

ダーで， こちらの右手の方はロピン・アンダーソンというかなり有名な方で，残念ながら

この春にリタイアされてしまいました。彼はステファン・ブリックスといいまして，重症

の自殺のケースなどを研究しています。

私がイギリスに行きまして一番の収穫は何かというと， こういった専門家と触れまして，

私自身が随分エンパワーメントされました。励まされました。 日本の心理臨床の状態です

とか随分愚痴も言いました。ここでは言えないことも含めていろいろ言いましたら，それ

についていろいろ聞いてくれて,では， こういうことができるのではないか， あなたはこ
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ういうようないろいろなことができる位置にいるから， こういうことを頑張ることができ

るのではないかということですごく勇気づけられました。ですので，私は多分めげると思

いますので， この秋にも向こうに行って元気をもらってこようと思うのですが，そういう

ケースに元気を与える，地域に元気を与えるということをもっともっとたくさんイギリス

ではやっていまして，私もそういうことをやっていけるのではないかと思いました。

私が考えるこれからの（臨床）心理学の方向性なのですが，ただクリニックなどで来る

クライエントを治療するだけでなくて， もっと地域，周囲とか同僚や近接領域の専門家に

貢献できることがあるのではないか。そういうような扱いをしてもらったロンドンの仲間

というのですか， 中国から留学してくる方，台湾から留学してくる方， イタリア，ギリシ

ャから来ている方もいました。

きょうはお話しできないのですが，私は異文化コミュニケーションをイギリスでたくさ

ん学んできました。そういうこともあったのですが， もっと心理学が地域に貢献していけ

る方法をこのイギリスの体験から考えていきたいなと思っていますので，実際に，今， ス

クールカウンセリングとかひきこもりといった活動を茨城大学の近辺で始めておりますし，

そういうことに学生もどんどん入っていってもらえたらなと思っています。

これはフロイトが最後に住んでいた，今は博物館になっている場所なのですが， フロイ

トが始めたことが脈々とこのロンドンの地で心理臨床家の専門家の中に息づいている感じ

がして，そういう後継の一端を日本でもできたらいいなと私は考えております。

ちょっと長くなってしまいましたが，私の報告は以上です。ご静聴どうもありがとうご

ざいます。

○司会

どうもありがとうございました。

ご質問やご意見等々あるかと思うのですが，最後にまとめて質疑応答の時間を設けさせ

ていただいておりますので，その時間にまた質問等々していただきたいと思います。

では，続きまして，人文学部の佐川先生に， 「行政学教育の研究実践（地方分権下フラン

スの政策過程研究)」 ということでお話しいただきたいと思います。

｢行政学教育の研究実践（地方分権下フランスの政策過程研究)」

佐川泰弘氏（人文学部社会科学科）

渡航先フランス：平成17年3月1日～平成18年2月28日

人文学部社会科学科の佐川と申します。よろしくお願いします。

2年度にわたりということになりますが，海外在外研究の機会を与えていただいたこと

に感謝をしております。

このプログラムのアップというのが始まって一番初めの適用ということでありまして，
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今回,教育と研究ということがセットになり，実際に行って，当初の計画等にも，研究等,

教育等，両方意識して書いたという面もありまして， どっちをどこまでどうしたらいいの

かなということを最後まで悩んだというところであるのですが， きょうの報告も両面に触

れながらお話をしたいと考えております。

私はフランスの南西部のボルドーに行ってまいりました。ガロンヌ川というピレネーの

方から流れている大きな川がありまして，その河口にあります。河口だということで，い

い土壌で， ワインがというところで有名な場所なわけです。

95年から98年まで大学院生時代にそちらに留学をしていたという経緯もあり，今回，応

募に当たって，募集が来てもすぐ出せというようなことで，向こうに連絡をとりましたら，

先方の私のよく知っている先生もメールを多用されている方で， 10分く、らいで返事が来ま

して, OKがとれて，非常にラッキーだったという次第であります。

前回は学生という身分で行っていたわけですが，今回は教員といいますか，大人として

の扱いを受けまして非常にありがたかったということです。つまり，研究室が与えられる

とか， あるいは職員専用のレストラン等を非常に安い値段で使えるとかという面で，その

点では，研究だけでなくて，黒田先生と比べても非常に快適な生活を送らせていただいた

ということが言えるのではないかと思います。もちろん， 向こうの受入先も特別に何かお

金を寄越せということもなく，一応コピー等の実費は精算すると言われていたのですが，

最後はそれすらもういいよということでおまけもしてもらって帰ってまいりました。

研究の紹介と教育面と2つに分けてお話をしたいと思うのですが， まずは直接の研究の

方の紹介を少しさせていただきたいと思います。

私茨大に赴任しまして間もなく満8年になるのですが，主に茨城県内になりますか，

地域との関わりというのにやむを得ずといいますか，有無を言わせずつき合わざるを得な

くなってきて，地域からの要請というのは，分権化して財政難もあり，市町村合併もしと

いうことで，非常に困った困ったという話が多いわけです。かつ，そんな問題というのは

どの教科書を見ても何も答えが書いてあるわけではないのですが，電話一本なりで何とか

してくれ，何か教えてくれと来るわけで，非常に難問に突き当たっておりまして，その点

では，何かヒントになるような考え方はないかなとずっと考えているわけですが,今まで

やってきたことの延長線という面もありますが，少しいろいろなことが見てこられたかな

と思います。

きょうは学会報告でもなく，余り専門的な話をすると，皆さん， さっぱりということに

なってしまいますので，できるだけ一般的な話にとどめたいと思うのですが，私が直接や

っているのは地方分権があり， もう一方で， ヨーロッパが統合され,その中で，特に地方

の目から見て， フランスでは政策過程がどういうふうに変わってきたのかというところで

あります。

分権改革という点でいいますと， 日本でも2000年からスタートしたということになって

いますが， フランスでは82年から83年及び2003年に大きな改革がありました。

前者の80年代初めの改革は，ミッテラン大統領が誕生して，そのまま勅命を受けて，公

約を半年ぐらいで実現するという形で成立したものです。

ここで，概していえば， 日本の戦後改革で,明治制度下の地方自治体がいわゆる今の民
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主的な地方自治体になるというような改革が行われたと思っていただいたらいいと思いま

す。つまり，官選の知事が廃止をされるとか，国とか県からの市町村への後見監督制度が

廃止をされるとか，議長が首長になるとか，それから，地方公務員制度が本格的に確立を

するとか， こういった改革であります。

その後， より最近， 2003年にまた大きな改革が行われましたが,前回ほどドラステイッ

クなものではないですが，憲法の中に地方自治体が明記されるとか，特に州レベルに相当

するレジョンの役割が強化をされるというような改革が行われました。

その辺の枠組みについて少しだけ見ておきたいのですが，フランスの地方制度というの

は3層制になっています。ここには下から書いてありますが，市町村に相当するものが一

括して一くくりにしてありますが， コミューンです。これが全国に3万6，000あります。

フランスの人口というのは今6，200万人く、らいで， 日本の半分です。 日本は市町村合併を

やってこの4月に市町村の数が1,820になったのですが， 200倍というようなことで，人口

50人とか， あるいは形式的には人口ゼロの自治体すらあるということで，町内会， 自治会

というようなレベルのものがれっきとした法律上の制度化された自治体として存在してい

る。ここは，戸籍，選挙人名簿，セキュリティ，都市計画，社会住宅等々という役割を一

般的には負っている。

その上に県があります。これは19世紀初めのナポレオン時代に成長したものですが，つ

まり， 中央集権国家をつくるに当たって適度な大きさの行政区をつくったということです

が，本士に96置かれております。分権によって一定の国道もその県が管理をするというこ

とになりましたし，社会福祉，保健中学校施設，企業の援助は県が行うとされています。

その上に地域圏，言語ではレジョン， あるいは州と訳されたりもしますが， これがあり

ます。これは全国に22あるということなのですが，今回の分権改革も含めて地域整備の全

国計画に参画をするということになりました。それから，以前からの権限としては，高等

学校とか大学の施設管理，職業訓練は自治体が行うということになっています。

それから， もう一つ，市町村合併をやれやれと強烈にフランスでも進めているわけです

が， これが一向に進みません。そこで，非常に多様な市町村間の協力組織をつくって，そ

こがいろいろな事務を行うということになっています｡ただ， ここは議会が置かれていな

いということで，民主的な組織ではないというようなことが，今，問題となってきている

というところであります。

黒田先生と違って,ぱっと一言で，研究成果は何かと言われると難しいのですが，おお

よそ中心的に向こうで分権等を通じてやってきたのは以下のようなことだということにな

ります。つまり，国士整備のあり方が中央集権からどんどん分権化している。その中で特

に州の役割が大きくなっている，一言ではそういうことです。

戦後50年代から70年代初頭までは国家が近代化の推進者として存在をしていた。 4～

5年単位の国士整備計画をつくっていた。その中核的な国家組織としては,地方を整備し，

地方振興局というのが生まれて国家主体だったということであるのですが， 70年代から90

年代の前半ぐらいにかけまして，徐々に国士整備から地域の開発というふうに概念が変わ

っていく。つまり， ここでは国側の計画をつくるのだけれども，地方側も計画をつくって，

両方をすり合わせて地域開発を行っていくというふうに変わってきた。その際，すり合わ
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せて合意した内容を契約という形で， あるいは計画契約という形で文書を締結し，両方が

お金を出し合って事業を推進するというようなシステムがつくられてきたということであ

ります。

そこで，分脈としては，国に金がないということも日本と共通するところがありますが，

90年代後半になってくると，すり合わせというところからもつと地方に優先権をというこ

とになってきました。 さらに，地方といったときにも，最終的には州が国と交渉しという

ことであるのですが，その過程で， もちろん，その下に県とか市町村があります。 こうい

ったところ， あるいはいろいろな社会的なアクターがいますから，そのアクターを全部集

めて, ､いろいろなところで協議をし，交渉し，州が計画を策定し， さらに，国， あるいは

EUと交渉して政策をつくっていくということが行われるようになってきた。 この際，ガ

バナンスという概念が用いられるようになってきたということ。 さらに， ヨーロッパ全体

では, EU,その下に国家それから，州レベルの自治体， さらに,その下に県とか市町

村レベルの自治体ということがあり， これらがいろいろなレベルで交渉を行いながら政策

をつくっていくということで， この現象をマルチレベルガバナンスという呼び方をしてい

ます｡

皆様がイメージとしてお持ちになるのは， 自治体は，国を通してEUの中で他国と交渉

するということなのでしょうが，実際上は，州レベルの自治体とか，場合によっては市町

村が直接EUとかほかの国の自治体と団体をつくり， あるいは交渉し，圧力をかけ,利益

を実現していく。補助金を取ってくるというようなことも行われているというのが今のヨ

ーロッパの実情です。

こういうふうなことがガバナンスという概念で説明をされるわけですが， もう一方で，

分権は行われつつ，権限の移讓とか財源の移行ということでいえば，まだ全面的ではない

という厳しい評価は当然あるわけで， ここの分権がどうかというところの評価はなかなか

難しいということが言えます。これが私のテーマの一つです。

もう一つは，もうちょっと市町村レベルの中，あるいはフランス国内での政策決定過程，

あるいは政治家の序列ということなのですが， フランスは非常におもしろい公職兼任とい

うシステムが多用されています。つまり，国会議員，特に下院議員の9割近くは地方の議

員とか首長をやっているということです｡例えば，水戸市長の何とかさんが国会議員だと

か何とか大臣だとかということを同時にやるわけです。これを使うとその地方にとっては

ものすごい強力なパイプがあり，非常においしい思いができるということになるわけです。

利益誘導が行われる。

この点，フランスでも，非民主的ではないかという話がずっとされてきて，少しずつ制

限を厳しくしましょうという話があるのですが，政治家にとっても地域住民にとってもお

いしいところはやめられないわけでありまして,一気に廃止をするというところには一向

に行かないということになっています。

こういうこともある一方， 日本の自治体の首長さんと同じような位置づけもあり，ただ

パイプ役というだけではなくて，その地域内で，実際には議会の議長さんですが， どれだ

けそこでリーダシップを発揮するか， あるいはガバナンスという概念を持って取りまとめ

ていくのか，物事を決めていくのかというあたりが問われるようになってきているという
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ことも一方ではあるということであります。

細かい説明をしますと細かすぎますので， ここははしょります。

ただ， 10年前と比べて，いろいろな方と話をして非常に強く思いましたのは，以前は，

州の権限というのは制度上はあるのですが，なかなか位置づけがはっきりしなかった。大

都市の市長で国会議員をやっているような人が，地域内を見れば， あの人が一番トップな

人というイメージがあったわけですが，最近はその様子がちょっと変わってきている。つ

まり，州の議会の議長というのは首長ですが，その人は全国で22人しかいないわけです。

実は， 22あるそれぞれの州を見ると，一つの州の中には30人く、らい国会議員がいるわけで

す。マスコミの露出度とか実権はどこに移りつつあるのかということでいろいろな人と話

をすると，以前の公職兼任をやっていたような大物政治家ももちろんなのだけれども，そ

れにも増して，地域圏の議会の議長が政治家の中の序列ということではもっと上に上がっ

てきている。もちろん，その人も国会議員をやったり上院議員をやったりということはや

っているわけです。

この州レベルの首長と，非民主的とも言われている市町村レベルの協力組織の長， この

辺が有力な人物だとみなされてきているということが，印象論のところもありますが， こ

の10年間く、らいの大きな変化ではないかと思うところであります。

その次に， もう少しボルドーの話に引きつけたいと思うのですが，私が95年に行く直前

に市長が交代をいたしました。それ以前の市長だったのがシャバンデルマン氏という人で

すが， この人はレジスタンスの闘士で，そこから50年間ずっと市長をやってきた人です。

そんなところですからかなり市政も停滞をしていて，非常に古くさい街であったわけです

が， 当時，今，大統領のシラクがパリで市長をやっていて，その助役をやっていたジュペ

という人物がここの市長をやれということで, もちろん選挙で当選し，交代をした。かな

りやり手な人でありまして，非常に熱心に都市再生プロジェクトを展開しということをや

ったわけです。ただ，パリ時代の汚職事件の引責辞任， トカゲのしっぽ切りに遭って，お

ととしの年末に市長からは退いたということになりますが，彼の業績は， ある意味，非常

に大きいということが言えます。

例えばですが，今， 日本でも話題のLRT, トラムです。これは本当に街の中心中の中

心街なのですが，以前はバスも含めて車がびゆんびゆん通る大通りだったわけです。 ここ

を全部石畳にして，一つ注目していただきたいのは，上に電線がないです。電柱もないで

す。線路の真ん中に地中化した電線が通っていて，電車側に電気を集める機械をつけて，

それで走っているということになっています。

大学というのは,60年代の大学紛争などを経てキャンパスが,郊外に追いやられました。

なので，以前は街中から40分ぐらいバスをかけて行かなければいけなかったのですが， こ

れにトラムができたことで非常に通勤・通学時間も短縮されたし，渋滞も減ったというこ

とになっています◎

さらに，街中からこうやって車を追い出しました。月1回の日曜日は，狭い路地も全面

通行止めにするというような措置も行われておりまして，本当にその日に限っては街中は

静かになりました。

フランスは基本的に日曜日は店は閉まっているのですが， なぜか知りませんが，その辺
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に住んでいる人はみんな街中に出てきて歩いているのです。理由はちょっとよくわからな

いところがあります。結果として，人の話す声と革靴で石畳を歩く音のみという世界で，

中世の世界というのはこんな感じだったのだろうなというような非常に余韻のある雰囲気

に浸れるというようなところです。

もう一つ，以前， ここはビクトワール広場で，真ん中にロータリーがあって，周りを車

ががんがん走っていたところですが，すべて石畳にし，手が当たるあたりがトラムの駅に

なっていて， ここからさらに20分く、らいかけて大学に行くというようなところです。いろ

いろな建物も外側は削って磨いて，灰をかぶって薄黒くなっていたものを白くし,今は再

生をした街を世界遺産として街全体を登録しましょうという動きになっております。

余り言い出すと時間がどんどんなくなってくるので先に進みますが， フランスに関して

いえば， これは研究のまとめということではないのですが，昨年の秋，パリ郊外で大きな

暴動がありました。その背景は何かということについてです。

これも一言で言うのは難しいのですが， ごくわかりやすく，一般的に言います。

フランスの社会というのは高学歴のトップエリートが牛耳っている。ある意味，いろい

ろな反抗，反対運動は起こるのですが，それを最後は責任を持って何とかするエリートが

存在をしている。いいか悪いかは別にして，社会がそれゆえ機能しているという面がある

と私が以前から思っています。つまり，庶民の感覚からすれば，エリートというのは高い

給料をもらっている。それゆえ，最終的にはあの人たちが責任を負うべき人なのです。だ

から，私たち庶民，労働者，学生は彼らに要求をぶつけるのです｡方法としては，合法的

にスト，デモをやります。それがいろいろなところに波及していき，長期化していきます｡

そうしたらどうするのだということですが， フランスの場合，すぐに閣僚クラスがそう

いった団体と直接会って交渉する，妥協点を模索するということをやります。何らかの妥

協点が見出せたところで，つまり，政府なりエリート側が折れたところで話が一たん終わ

る。そしてまた次に新たに問題が起こるということの繰り返しです。その意味では非常に

社会全体が停滞しているといえば停滞しているのですが，そういう論理でいまだに動いて

いるということになります。

とはいえということはやっぱりありますが，そこは最後にお話をいたします。

では，研究はということなのですが，私なりに成果ということでまとめるレベルまでい

っていないところもあるのですが， もう一つ，非常にありがたいことに，行っていた研究

機関は，非常に国際的なネットワークをつくることに力を入れておりまして， イスラエル

人とかチェコ人とか， あるいは中国の方とか，いろいろな方と知り合うこともでき，なお

かつそういうネットワークに否応なく放り込まれて， ちょっとお前， これを書けと言われ

て，そんなことばっかりではないですが，そんなことをたくさんやっていて， なかなか成

果に結びつかないdある意味，そこでは日本の政治学者の代表として生きていたというと

ころがあります。

それをきっかけに，例えば，国際的な学会で発表してみるとか，国際的な地方自治に関

するハンドブックをつくるのだけれどもそれに書けとか，そういう仕事が増えてきて，そ

ういう意味では今後の研究につながっていく人脈ネットワークはつくることができたかな

と思っているところです。
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次の問題にいきます。

フランスの高等教育機関とかエリート社会はどういうふうに成り立っているのだという

ことなのですが，先ほどお話ししたことと若干重複をいたします。今， フランスでは， 25

歳以下で， 4人に1人が失業状態です。特に移民の子弟の失業率が高い。全般的にずっと

学歴社会が問題になっている。

では，そのシステムということなのですが， フランスに関して言えば， ともかく高校を

卒業する資格というのはバカロレアという資格です。今頃はもう終わりましたが， この時

期に試験を受けます。これは職業バカロレアというものもあるのですが，つまり， レスト

ランの給仕のバカロレアとかいろいろあります。

大学に行くためにはいわゆる普通科のバカロレアを取るわけですが， これに合格をする

ことは大学に進学する権利を得たということになります。あとはどこの大学にでも学費無

料で，登録をすればそこの学生になれるということです。かつバカロレアの合格率を国策

として上げましたから，むちやくちや学生が増えて，一般大学はもうパンクもいいところ

で大変なことになっています｡ しかし，いまだに学費はとりあえず無料だと。

それだけでは実際上の綿密な教育はできません。やりません｡そこで，学生もいろいろ

な抗議行動をやるわけですが，その一方で，選抜試験を通って別のルートの学校に行くと

いうルートがあります。これがグランゼコールに進学するということです。グランゼコー

ルを日本語にあえて訳せば大学校ということでしょうが，国立のその道のスペシャリスト，

高度職業人， あるいは専門家を養成する学校と思ってもらえればいいと思います。ここに

行けば，全部が全部とは言い切れないところもありますが，一応社会の中ではエリートに

なる。

さらに，グランゼコールにも格がありますから， 1個終わって次のレベルのグランゼコ

ールにさらに進み，本当のエリート中のエリートになるというようなことも行われます。

例えば，国立行政学院，エナなどと呼ばれるグランゼコールもありますが， これは私が行

っていたようなシアンスポという政治学を勉強するグランゼコールを卒業し， さらに試験

を受け，毎年100人く、らいを採って，国家の官僚とか，財界にそのまま入っていくような

人を養成するところになっています。

その次ですが，今のお話との関連でいえば， このグランゼコールを中心としたエリート

校というのはものすごく優遇をされています。予算も配分をされる。教育条件もすごくい

いということです。私が聞いた話では，全国で18歳人口なら18歳人口で大学に進学する

人のうち，学生の14％がグランゼコールに行っている。 85％が一般大学に行く。それに対

して高等教育費の7割がグランゼコールに投入される。一般大学には3割しかいかないと

いうことで， まずその時点で圧倒的に差があるわけです。

そのお金もありますから，エリート校は小規模教育ができる。つまり，一般大学では，

特にうちが主題別ゼミとかやっているような若いうちからのというか，初年度からの少人

数教育なんていうものは基本的にないのです。だけども，ゼミ的なクラスも早いうちから

できるのだということを彼らは非常に誇りにされていたということがあります。

予算配分もありますが， もう一方で学費などでも差が当然あります。 どういう高校を出

ないとそこに行けないかということもあるでしょうし， あるいは，グランゼコールになる
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と学費が必要なところもたくさんあります。例えば，学費は一般大学は無料だというお話

をしましたが，一般学生は事務手数料として年間2万5，000円く、らい払えばいい。それに

対して，私が行っていたシアンスポは年に12万円く、らい，一番高いパリの高等商業校は年

間150万円ということでアメリカの大学並みで，かなり大きな差がある。当然，そういう

ところに行こうと思えば，出身階層等が問題になるということになります。

私がいたところは俗称をシアンスポと呼ばれる組織です。国立の政治学研究院というよ

うなものなのですが，政治研究所というような訳し方もされていますが，研究機関ではな

くて研究教育機関ということになります。

全国に9つ置かれていまして，パリは19世紀からある老舗で例外ですが，そのほか7つ

の中では， ストラスブールとボルドーが国策で，地域間に格差をなくそうということで重

点校に指定をされて，お金もたくさんもらっている。実際は，政治学，経済学，法学など

を中心としたカリキュラムがつくられていて，エリート教育が行われているということに

なっています。

それに加えて，大学等のカリキュラムということなのですが，国によって制度が非常に

違います。 ヨーロッパを通じて学生があちこちで教育を受けようと思うと,単位互換など

もできないぐらい複雑なわけです。

現在， ヨーロッパレベルで単位を共通化しましょうという動きがあって，いろいろな改

組が行われて， この単位はどこではこの単位という読み替えというか，ポイント制をとっ

ていますが，それが非常に明確化されて， ヨーロッパ中，あちこちどこにでも行けるとい

うふうに変わってきております。

もう一つ，就職支援ということですが，私が行っていたところは非常に特殊なところで

はありますが，そこを卒業した学生，公務員試験に現役で受かればいいのですが，大半の

学生がそこから1年半の公務員養成講座を受け，そこでは特別に専任教員を雇ってやって

いる。その結果， ほとんどが公務員になるという話を聞きました。

うちも公務員講座をやり始めていますが，公務員を減らすという話がどんどん進行して

いる中で，厳しいということと， もう一つ， どこまで本腰を入れるのかなというあたりを

見ていきたいということで計画には書いたのですが，私たちの大学で直結する話になるか

どうかというのは難しい問題かなど思っています。

もう一つ，行革と書きましたが， こういう非常に恵まれたところであるわけですが， も

う一方で，教職員に対する評価制度もやらなければということで， フランスでも始まって

おりました。向こうの事務局長の人にもお話を聞いたのですが，結局， どういう指標で，

何を成果とみなして評価するのかというところが最大の難問だ。毎日毎日考えているのだ

けれども答えが出ないと言っていたということであります。

例えば，学生の就職などについても，ただ単にどこでも入れたらということで，合格率，

就職率を上げればいいということだと簡単なのだけれども，そうも言っていられないでし

ょうということであります。つまり，国策で公務員を養成しているエリート校でさえこう

いうふうになっている。あるいは，そこの先生も毎年のようにこんな分厚い報告書をつく

らなければということで，何をやっているのだろうねという話を毎日のようにしてきた次

第であります。
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最後に， ここに書かなかったのですが， もう1点だけ，教育という点で印象に残ったこ

とをお話ししたいのですが，シアンスポの学生ではないのですが，隣接しているボルドー

第3大学の日本語学科の学生に1回だけ教える機会を得まして，学生の姿も観察をしてき

たのですが， 日本の大学生に授業がわかりやすいようにと散々やって，板書だ，パワーポ

イントだということもあるのですが， もう一方で，聞いて，書いてとか， メモをとって，

ノートをとって， あるいはそこで話してとかいう能力は，大学として小集団でということ

があるとしても，講義を含めてどこでどうつけるのかなと。

最近， どこかの新聞の特集で，九州大学の話ですが， ものすごく困っているということ

が出ていましたが，一方で，学生の希望，ニーズに合わせて，わかりやすく，わかりやす

く， レジュメも何もすべて丁寧に，丁寧にやっていくことがいいのかどうかというところ

は考えさせられるところもあって，今年の前期の授業では，その部分は別に準備を怠ると

いうわけではないですけれども，簡略化して，学生の能力のためにという試みをやってい

るのですが，なかなかうまくいかないというのが困っているところであります。

まだまだ話したいことはたくさんあるのですが，短めにと思っていましたが，時間が来

てしまって申し訳ございません。

ありがとうございました。

○司会

どうもありがとうございました。

プログラムが少し押しております関係で，今から16時35分まで6分程度休憩の時間を

取りまして， 16時35分から工学部の新納先生のご講演をちょうだいしたいと思います｡

日立地区，阿見地区の皆様もどうぞ続けてご参加をよろしくお願いいたします。

〔体 憩〕

○司会

では，工学部の新納先生に「情報言語処理教育の研究実践（機械学習によるWebラッ

パーの自動生成)」 ということでお話を伺いたいと思います。

｢情報言語処理教育の研究実践（機械学習によるWebラッパーの自動生成)」

新納浩幸氏（工学部情報工学科）

渡航先アメリカ：平成17年1月20日～平成17年10月16日

初めまして。情報工学科の新納です。

ほとんどタイトルは関係ないので，報告内容なのですが，期間とか派遣先，期間は大体

9カ月で，派遣先はアメリカのニューヨークユニバーシティというところで， これはマン

ハッタンにある大学です。テーマはこういう話だったのですが，私， ここの会議を誤解し
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ていたのかどうかよくわからないのですが，聞いたところ， この制度で行く人のためのア

ドバイスという位置づけで聞いていたので，私はそういうふうにまとめてしまったので，

私の研究に興味がある人は直接聞いてください。だから， きょうは個人的な話が多いと思

います。

まず，概要なのですが，準備と申請と向こうの生活の話が大体中心です。

準備は大変で，現地での生活も大変，経済的にも大変で，私は一時的に10キロ痩せまし

て，最終的には8キロ痩せて戻ってきたのですが，帰ってきたら，皆さんから痩せたと言

われたので,今は結構戻ってきたのですが， とりあえずすごく大変だったということです。

ただ， この制度はとてもいい制度なので，若い人には絶対に勧めて，ぜひ留学すべきで，

留学というのかどうかわからないですけれども，行ったらいいと思います。

まず， 申請編ですが，前の二人の方は余り申請のことについては言っていなかったので

すが,非常に忙しいので，誰も申請していないと思うのです。工学部だったら，多分，誰

も申請していないはずです。工学部でこれを申請するというのは相当勇気があるか,無責

任というか，責任感があれば絶対に申請できないはずです。

私はなぜ申請したかというと，私の場合,たまたま前期に授業がなかったのです。あと，

2005年の4月から工学部が学科改組になりまして，私はちょうどシステムから情報に学科

移動することになって，私の所属がよくわからない状態になっていて，そういうごたごた

につけ込んでタイミングがちょうどよかったのです。

もちろん，前期の授業がないので, 4月出発を申請していたのですが，そのうちに， こ

れを通すためにはもっと早く出発しろと言われて，それで1月出発にしたのです。 これよ

りも後だったらだめだと言われたのです。それで，結局， 9カ月で申請したという形です。

だから， こういう感じで行っても周りからはいろいろ言われるので，我慢して，開き直っ

て行くしかないですね。

ただ，思うのですが， こういうことはj トップの人たちが戦略的に次はあの人を申請さ

せて行かせようとかやらないと， これは応募する人が工学部では出てこないと思います。

だから，戦略的にやっていったほうがいいと思います。

準備編なのですが，準備というのは一番大事なので，実はこれが大変です。私は9月の

末に内定をもらったのですが，渡米まで4カ月です。 この4カ月でビザを取得するのです

が，最低これく、らい必要なので非常に大変でした。

ポイントとしては,DS2019というものを取るのが大変なのです。あと書類はいろいろ

あるのですが， ここに書いてあるとおり， とりあえずビザの制度が非常に複雑ですので，

書類の不備は致命的で，確実にそろえてどんどん行動しないと間に合いません。特にアメ

リカの場合は変な人が多いから，書類を増やして変なことをやる人をわざと排除している

のです。だから，書類が非常に多いのです。

DS2019というものですが， ビザ申請にかかる時間のほとんどはこれです。それで，渡

米決定直後からこれを取るために行動したのですが， この制度で渡米する人はJ1ピザと

いうもので行くはずです。ビザにはいろいろ種類があるのですが, J1ビザです。DS2019

というのはJビザの申請のために必要な書類です。受入側の機関が発行する受入許可害み

たいなものです。
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ビザを取るためにもいろいろな書類がいっぱい必要なのですがjDS2019を申請するた

めにも書類がいっぱい必要で，向こうの大学にいっぱい出さなければいけないのです。相

手はアメリカ人なので，知っている人は知っているでしょうが，事務処理が非常に遅いの

です。だから， 3回ぐらい頼んでやっと何かやってくれるというぐらいなので，そこら辺

を見積もっておかないと大変です。

あと， これはポイントなのですが， ビザは一緒に渡米する家族にも必要です。これは当

たり前と思うかもしれないですが，私は知らなかったので大変でした。DS2019も家族分

が必要です。だから，妻の分も必要ということでした。

DS2019を取るために一番大変なのは保険です。DS2019のために保険の加入が要求さ

れるのですが， もちろん，家族分もです。それでいろいろ条件がついているのです。保険

はこういう条件が入っていなければいけないとか。アメリカで死亡した場合，死体を日本

に運ぶ費用の保険に入っていなければいけないというのです。こんなことは日本の保険で

は全然対応されていないに決まっています｡すべて調べましたが，入っていません。唯一，

これに対応している保険がAIUというアメリカ系の保険会社で，私が調べたところ， こ

れしか選択肢はないのです。これが異常に高いのです。だから， これはアメリカの陰謀で

す｡これしか取らせないのですからね。これも家族分が必要です。

保険の話で関連して， 自動車保険ですが，アメリカの場合は地区によって絶対必要なの

です。前に行った人から聞いたのですが，保険の話で一緒に調べてわかったことなのです

が，私の場合は住居がマンハッタン内にあったので交通の便はよかったので車はなくても

OKだったのですが，ほかのアメリカの地区では絶対に必要です。これはとんでもなく高

いです。 自動車保険は1年で大体50万円く、らいは取られるはずです。だから， これも相当

大変です。

いろいろごたごたやって， こういう書類が向こうの大学から送られてくるわけです。こ

れがDS2019です。

DS2019を取れたので，次にビザを申請するわけですが， ここのホームページにも手順

とか必要な書類とかをまとめています。たくさんの書類が必要なのですが，一つ，財政証

明書が必要なのです。これはアパートを借りるときにも必要なので， これは取っておいた

ほうがいいということで，英文のもので，銀行に書いてもらうのですが，ポイントは現在

の残高ではないのです。 1カ月前の残高がここにつけられるわけです。 1年間の生活費以

上の貯蓄が必要なので，割とお金をいっぱい入れていないといけないので, 1カ月前の残

高ですから，その場で急にぽっと入れて一時的に銀行の残高を増やしてもだめです。だか

ら， ここら辺も少し気をつけていなければいけないところでした｡

最後にピザの面接があるわけですが， これは米国大使館で本人が直接面接を受けなけれ

ばいけないということになっています。だから，直接本人が行かなければいけないです｡

それで面接の予約が必要なわけです。これはインターネットでしかできないです。だか

らインターネットは必需品です。予約はかなりいっぱいで，最低1カ月は待ちます。だか

ら，必要書類が揃う見込みができた時点ですぐに予約をしないとだめです。

必要書類は完壁に揃えて，面接は1回だから，大体書類が揃っていないとビザは取れな

いので， 2回目以降は期間的に無理なので，時間的な余裕はないので， もしも取れなかつ
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たらビザなしで渡米をして， 1回帰ってきたりしないといけないということで， ここら辺

もいろいろ考えたのですが，実際に私は1回で取れたのでよかったです。

面接当日，大使館の前には長い列です。それはそうですよね。全国からみんな集まって

きますから。ちょうど冬ですから，すごく寒い中，私は3時間立ちっぱなしでずっと並ん

で待っていますから，テロをやる人たちの気持ちがよくわかりました。

面接は本当に数分です。書類を出して1～2分で終わりです。多分，指紋をとるのが目

的なのです。これがやっと取れたビザです。パスポート内に貼られるものです。これは個

人情報だから消しています。

全然関係ない話なのですが， ここら辺からプライベートな話なのですが， きょうの話，

皆さん， ここら辺で豆知識でとっておいたらいいと思いますが，動物検疫制度，ペットを

連れていく場合は要注意で，本人のビザより準備が大変です。私の家内が捨て犬を拾って

しまいまして，その犬を連れていかなければいけなくなってしまったのです。 40キロのす

ごく重たい犬なのです。 2004年11月，渡米2カ月前です。それで動物検疫制度が大きく変

更されました。これは世界中で犬を飼っている人たちは大騒動で，渡米後，ニューヨーク

の大使館でもこれに関した講習会があるく翻らいです｡詳しくはここに書いています。持ち

込み,持ち出しは制度が変わって簡易になったのですが，用意する種類等が大量，複雑に

なってしまったわけです。これはビザより大変でした。

動物を持っていく場合は4つの書類が必要です。まず，行きで日本を出国するための書

類， 向こうで受け入れるための書類，そして，帰るときに出国のための必要書類，最後に

日本に入国のための必要書類です。常識的にわかるとおり， ここが一番難関です。アメリ

カに入るのは割と楽ちんです。あそこは狂犬病があるのでまだ楽なのですが， 日本に入る

のが非常に大変で， ここの書類を揃えることがすごく大変なわけです。

実際にあの書類は帰るときに必要なのですが，実質， 向こうのアメリカで書類を揃える

というのは不可能に近いと思ったので， 日本で揃えて，行く前に準備することにしました。

幾つか書類があるのですが，最大のポイントは，農林水産省指定機関での抗体検査の合

格判定が必要なのですが，農林水産省指定機関が大変なので， この当時，世界に2機関の

みです。だから， 日本の動物病院では抗体検査をやるのはだめだったのです。それでイタ

リアにあるわからない機関とオーストラリアのCSIROという機関です。イタリア語は

しやくれないのでオーストラリアのほうで受けるしかないということです。

抗体検査のためには血清を送付しなければいけないのです。犬を識別しなければいけな

いので，マイクロチップの装着が必要なのです。マイクロチップというのはアメリカとか

ヨーロッパとかは割と普及しているのですが， 日本はそんなにまだ普及していません。こ

れは犬にICのタグを埋め込むわけです。病院で聞いたって，マイクロチップ，何だそり

やと言われるぐらいで，まずマイクロチップを埋めてくれる病院を探さなければいけない

のです。これはISO規格でなければいけないとか，いろいろ変な噂がいっぱいあって大

変なのですが，詳しい病院に相談して， とりあえず手術してもらって入れる。

血清を採るために，狂犬病の注射を2回， 1カ月以上あける。これは本当は犬にとって

はよくないので大変です。血清を送るための特別な容器が必要なので， これはさっきの機

関に発注して，それで動物病院で血清を採取して， これは証明書が必要です。本当にこい
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つで採ったというものです。

最後，血清を国外に送るには検疫が必要だということです。これでびっくりしてしまっ

て，血清を持って成田空港の検疫所へ行くわけです。別に検疫所の人が送ってくれるわけ

ではないので，検疫所で判こをもらったら，それを今度は誰かに送ってもらわなければい

けないのですが， 日本の郵送会社はべらぼうな値段を言いまして， 5万円とか言いました｡

ふざけるなとか言って， フェネックスは1万円でした。

次はアパートの契約なのですが, これも大変だった話で， まず下見に行く暇がないので

す。向こうは数カ月前から入居という形は一般的ではないらしくて，そういうのはだめら

しいのです。通常はホテルで1～2週間滞在して，その間でアパートを探すというやり方

をやっているらしいのですが，私の場合，犬がいるのでホテルに住むことはできないので

す。だから難しい。だから， とりあえずこっちで予約していくしかないということです。

1年単位の契約が必要で，短期はほとんどないです。 9カ月ですから，短期ですからだ

めと。

ここがすごいのですけれども，家賃の45倍の年収の証明書を出せと言われます。ここに

書いてあるとおり，マンハッタン内のアパートは安くても30万円しますから， 30万円の

45倍というと1，350万円の年収です。私がそんなにもらっているはずないです。だから不

可能です。それで日系の不動産会社に相談していろいろやってもらったのですが，結局，

礼金などが高くて50万円，家賃はすごく安くて30万円，それで1ベッドルームという感

じです。

日本のアパートは，私はアパートを借りているのですが， どうなっているかというと，

9カ月というのは半端な期間だったので引っ越すのは無理です｡それで9カ月分の家賃を

払うわけです。結局，大体80万円弱ぐらいの家賃を払っていたという感じです。だからこ

こら辺もお金が結構かかりました。

アパート契約最後の道と書いてありますが，何やかんやでニューヨークのアパートが決

まったのは出発日前日です。ついでに前日までBコースの授業をやっています。工学部は

非常に忙しいのです。

ニューヨークに着き， アパートに着くと，契約は翌週と言われ， ここら辺からキレる状

態ですが，ホテルに行くことになって， 5日間，ホテル暮らしになって，狭いホテルの一

室に犬と彼女と私と大量の荷物で5日間ずっといたわけです。ちょうど大寒波で，大雪で，

外にも行けなかったのでちょうどよかったかもしれないですけれども。

5日後から契約できて，家具，電話，テレビとどんどん契約しなければいけないのです

が，それぞれ大変であります。

ここからニューヨークでの生活編なのですが，痩せたのは準備が原因ではない。ここか

らです。だから非常に大変だったのです。もうこれだけです。ここに書いてありますね。

英語が話せないことは相当なストレスです。私も何回か海外へ行っているから，英語は普

通ぐらいにはしやくれるかなと思っていたのですが，やっぱりだめですね。だから，少し

海外で英語で生活するということはわかると思うのですが，非常に惨めな気持ちになった

り，悔しいという気持ちになって，非常にストレスが溜まるわけです。それで，いきなり

すべてを忘れて英語の勉強をして， こんな制度で行ったことなどはすべて忘れて，ニュー
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ヨークでやること及びその優先順位は，①英会話の練習，②大学での研究，③家庭生活，

この3つをやろうと決めました◎だから，ほとんど今回の報告は関係なかったのです。す

みません。

まずどうしたらいいかということで，アパートの人と相談していたら，ボランティアで

英会話の相手をしてくれる人がいるというので，それを使うことにしました。ただみたい

な値段でやるのですが，老人がボランティアでやっている英会話で，話し相手です。だか

ら，老人の話し相手を1週間に2時間，マンツーマンで英会話です。

行っただけではだめで，何か準備していないと黙ってしまうわけです｡

ニューヨークから帰りがけに1時間ぐらい寄るわけです。そうすると，生徒が何人かい

るから，そこでしやくっているから, ｢Canljoinyou?」 と言って, ｢Sure」 とか言われる

からば－つとしやくる。それを1時間く、らい練習するわけです。 こんな練習をやっていま

した。

2番目に行った英会話学校というのは，いろいろな国の人と話せるのでかなり面白いの

です。ただ，文化的な衝突に注意で， とりあえずかなり面白いので，英語の練習が楽しい

と思ったのはこれだけでした。面白かったです。

ただ，文化的な衝突に注意で， ちょうど2005年で，小泉首相が靖国参拝問題とか非常に

盛り上がっていた時代です。あそこの学校は日本人はほとんどいなかったのですが，韓国

人が多いです。だから，いきなり謝れとか言われて，知らないですよね。結局，喧嘩にな

ってしまうので，最後の1～2カ月ぐらいで， ここの学校は尻切れになってしまったので

すが，でも，結構行っていました。

練習その他は犬の散歩，毎日，私が犬の散歩をやっていたのですが，犬好きは世界共通

なので, ｢Cute」 とか言いながら近寄ってくるような人ばかりです。それで声をかけられる

ので， どんな犬だとか，そこで英会話があるのでやっている｡

あと，無料新聞，アメリカでは毎日無料新聞が地下鉄で配られているので，それを持っ

て大学に行って昼ご飯中はそれを読む｡電車内では広告を全部読んで，人の会話に耳を傾

けるとか，そんなことばかりやっていました。

結局どうなったか。 9カ月ずっとやっていたわけなのですが， とりあえずこれだけやっ

たのだから上達したとは自分では思うのですが，帰国時にもいろいろな雑用がいっぱいあ

りますが，大体電話で自分では済ますことができて，昔，ちょっとだけ住んでいたときは，

電話で英語でしやくるのがすごくストレスで嫌だったのですが，最後のあたりはそんなに

気にしなくて電話で何でも済ませられたので， とりあえず使えるようになったなと思いま

す。

ただ，不完全燃焼という感じで，学生が受験勉強するのとは全然違いますね。社会人で

すから仕事がありますから，家庭生活もあるから， なかなか英語だけに没頭することはで

きないので， もう少しできたなとは思います。

私, ここら辺は本当に心の底から徹底的に理解したこと， 1年ぐらい英語圏で生活した

ぐらいでは絶対にしやくれるようにならない。これだけは身に染みてわかったので，私は

留学した人とか聞くと， しやくれるのかなとか羨ましいなとか思うことがあったのですが，

この経験でそういうことは絶対になくなりましたから， これはよかったなと思いました。
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いいのかどうかわからないのですけれども。

研究の話なのですが，少ししなければいけないかなと思って，大学は雑用がないので，

とりあえず大学内では研究に集中できます。ただ，英語がネックなのでほかの人と余り議

論できないです。ちょっと話していてもわからなくなってしまいますからね。だから， 自

分がつくったもので自分の力を示すしかないのですが，そんな時間はないですから葛藤が

起こるわけです。だから，大学でも少しストレスという感じです。

工学部系では大体そうだと思うのですが，研究というのはどこでやっても同じですよ。

だから，私はニューヨーク大学に行ったって，一人，机の前に座って黙ってやっているだ

けで，家へ帰ってだ－つとやっているときと全く同じです。だから場所は関係ないですよ

ね。だから，開き直ってほどほどにやったほうがいいと私は思っていて，大学内ではみん

なばかだと思っていたでしょうけれども，ばかだと思われて結構とか開き直っていまして，

自分の人生を考えたほうがいいなと自分では思っていて， とりあえず大学では開き直って

いました。

それでも何も得なかったかというと，そうでもなくて， 同室に日本人の学生がいたので

すが，博士の学生で日本人だったのですが，この学生はとんでもなく優秀だったわけです。

茨大の学生とか見ていたからカルチャーショックを受けるぐらいで, あらゆる点で私以上

なのです。昔だったら，負けん気が強いから， よし自分も頑張ろうとか思ったのですが，

途中で，忙しいし，英語もしやくれないし，嫌になってしまって， 自分の器を知るという

か， 自分の限界もここら辺だなとわかってしまったので， 自分の人生をよく考えることが

できたというのが得たものです。

ニューヨーク大学でも遊んでいたわけではなくて，一応いろいろなシステムはつくって

研究はしていたわけで，それは学会で研究発表をしました。このシステムの話をしてもつ

まらないですよね。だからやめておきました。

結論。これが最後です。海外の機関で生活とか研究をするのは皆さんにとってよい経験

だと思います。ただし，準備も含めて楽しいだけではないです。ある程度向こうの大学と

コネクションとかないと，いきなり行くと大変だと思います。ちょっと準備は大変です｡

あと， 中年教官が行くと苦労が多いですね。若いから○Kということが多い。私はこう

いう感じなので，いい加減っぽいので，でも， こういうことが許されるのは結構若いから

なのです。だから,中年ぐらいで行くと， え－とか言われる感じなのです。だから，若い

ときに行ったほうがいいなということです｡

あと，大学の先生という肩書きも重荷です。英語の学校とかに行っていても自分の職業

を言いません。大学の先生とか言うとぎや－とか引きますよね。それなのに全然英語がし

やくれないから，何だこいつはとか逆に蔑視されたりして，最後になると自分が大学の先

生だということを自然と言わなくなってしまいました。だからこういうことも重荷です。

だから，絶対に若いうちに行くべきですということが私の結論です。

最後に写真です。これは帰国前夜です。帰国するときも大変なのですが，時間がないの

でまとめていませんが，帰国するときも， もちろんアパートを引き払わなければいけない

から，家具とかも全部借りていたから全部返してしまっています。だから前夜は部屋に何

もないわけです。スーツケース－つで，私は徹夜で荷造りをしていたわけなのですが，犬
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はこうやって寝ていたわけです。

こんなところで終わりです｡

研究の内容は話していませんで，何か興味があれば私に個人的にメールをください6

以上です。

○司会

どうもありがとうございました。いろいろと貴重な情報をいただき， ありがとうござい

ました。

では，続きまして，学長特別補佐の田切先生に， 「海外先進教育研究実践支援プログラム

の申請について・ ・ ・茨城大学の方針」 ということでご講演いただきたいと思います。

｢海外先進教育研究実践支援プログラムの申請について・ ・ ・茨城大学の方針」

田切美智雄氏（理学部，学長特別補佐）

私は特にパワーポイントをつくっておりませんで， きょうはお話だけをさせていただき

たいと思います。

先ほど千葉さんがご紹介いただいたプログラムの後ろにある公募要領がついておりまし

て， これが私が用意した資料ということになります。

この実践支援プログラムというのは法人化されてから初めて始まったものと言っていい

と思うのですが，文部科学省もなかなかがたがたしておりまして，平成16年， 17年, 18

年とどんどんシステムを変更してきておりまして，それがこの資料に見えているというこ

とです。

最初のほうが平成16年度海外先進教育研究実践になっていますが，裏側にあるのは平成

18年度となっていまして，平成18年度のものは新しく追加された部分でございます。平成

16年度, 17年度は研究実践という部分がなかったわけです。基本的には教育しかなくて1

教育研究実践支援という形でしかプログラムをつくってきていませんでした。

それに応募するという形で，在研と同じようなものですからという話ではあったのです

が,実際にはなかなか制限が厳しくて， どういうふうにつくったらいいかということにつ

いて，大学のほうとして，特に役員会といいますか，指導学習周辺のところでどうつくる

かということが非常に問題になりました。

平成16年度にきまして， ある意味でほとんど準備なしなわけです。突然来て，先ほどの

新納先生のように，急に全部準備しなくてはいけないという話に入っていくわけなので，

実際に応募された先生も大変だし，その書類を全体としてつくり上げるという段階でもな

かなか面倒くさかったということです。

それが平成16年度， 17年度と教育研究の教育のほうのものがついてきていたわけです。

最初の平成16年度の先ほど紹介いただいた背景， 目的のところを見ていただくと，背景が

書いてあって，その文言には，教育面での改革の取組を一層促進しということで，一番最

初のタイトルには教育研究と書いてあるのですが，背景は教育面しか書いていないのです。
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目的のところにも高等教育改革を一層促進させるという言い方になっていて， これを平成

16年度も受け取ったときに， さてこれをどう解釈したらいいものかということになったわ

けです。

実際に先生方に応募してくださいとお願いして， 出てきたものは，それはある意味で在

研という感覚ですから，教育とか研究とかいろいろな形で応募の書類がつくられておりま

して， これを学長がマネジメント体制の下で何か一つまとまったプログラムにしろという

制限がついていますから， この部分をどうしてもつくらないといけないという状況に入り

ます。

最初の年は，それでも一番最初だったので，それなりにある体裁をつくろったまとまり

をつけまして，それで申請をさせていただいて， 3人の先生に行っていただけたというこ

とになると思うのです。

ただ，平成17年度は， より強力にだんだん教育に特化する方向に少しずつ少しずつ動い

てきていて，平成18年度からは完全に教育と研究と分かれて出てきたという感じになって

きているわけです。

後ろにある平成18年度のほうは研究実践のほうだけを出しています。類推するに，文部

科学省に，各大学から，従来の在研で研究的な在研を全くなくしてしまうのかということ

についてかなりクレームが出たのではないかと想像します。その結果として，研究実践が

新たに追加されたということになっているのだと思うのです。

そういう状況で， このプログラムが，平成16年度， 17年度， 18年度と来ているわけで，

実際,平成17年度は,総合教育,英語教育についての教育プログラムで申請したのですが，

残念ながら通っておりません。

大学としては，かなりはっきりした形で教育面での改革を前面に出したプログラムを全

体につくり上げて申請しないと，特に教育面のほうは，いわゆる普通の研究支援という形

での在研にはなかなか応募できなくなってきているという事情がございます。

これは平成18年度も同じなのですが，教育担当の村中先生とかいろいろな方がいろいろ

苦労されてプログラムの取りまとめをやっているという状況です。

それから，海外先進研究支援のほうは，学長特別補佐の三村先生が専ら受け取った資料

をこの背景と目的に合うようにつくり変える作業を一生懸命やって，大学として一つまと

まったものという形で出しているわけです。例えば，平成18年度の応募要領を見ていただ

きますとわかりますが，背景のところに，大学教育の一層の国際化推進が喫緊の課題とな

っているというのが課題なのですが，国際化推進というところが非常に重要な意味になっ

ています。

目的のところには，教育研究の国際化及び高度な人材育成という全体の目的が書いてあ

るのですが， これは大学教育の国際化推進プログラムというタイトルがついているせいで

あるわけです。

ただ，括弧の中は海外先進研究実践ということなので， 中身は多分研究実践でいいのだ

ろうということで，研究に特化した形で，大学の取り組みとしてのプログラムを，研究に

方向性を持たせたプログラムを平成18年度はこれで出しているということでございます。

これでずっと見ると，例えば，事業の概要の②のところにあるのですが，取り組み単位
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は大学等としということで書いてあります。つまり，従来の在研は，確かに学長が， この

方とこの方とこの方を在研で出しますという格好で申請を文部科学省に出していたのです

が,大学一本の取り組みというタイトルはつけていないわけです。ところが,平成16年度，

17年度, 18年度となってくるにしたがって， このプログラムそのものが大学一本のタイト

ルをつけて，そのタイトルの中にこれだけの研究支援をやりますよというつくりになって

いるのです。その辺のつくりの具合をちやんと役員のほうでつくらないといけないという

ことになっています。

だから，応募の書類が先生方から上がってきて，それを見ながら，大学として，では今

年は5人なら5人， 6人なら6人来た中から， これを見て， どういう形で大学の一本の取

り組みのテーマにするかということを考えて書類をつくり直しているわけです。その結果

として，多分，応募された先生方のところには， もう一度つくり直してくれとか， ここを

こう書いたらいいかとか’いろいろなことがいっていると思うのです。

そういう事情が，法人化された後のこのプログラムについてかなり制限事項が少しずつ

出てきているということでございます。

ただ，通ればかなり効率的に使えるというところもありまして，従来からすれば，国立

大学にとっては何らかのメリットがずっと大きくなっていると思います。特に申請件数の

ところは，本学でいえば最大7人ぐらいまでは申請できることになっていまして， 7人を

通すことも可能なわけです。ただ，なかなかフルに7人の応募があるという状況にはなら

ないのと，全体で集まったものを一つのプログラムの中に収めて文部科学省に提出すると

いう形にするのには， どうしても落ちこぼれてしまうものも出たりするということが発生

するので， この辺は応募するときに先生方にぜひ考えていただきたいということです。

従来は，文部科学省に提出すれば，文部科学省は予算の枠の中で大学に適当に割り振る

という格好でやってきておりましたので，間に選定委員会が入っているとか入っていない

ということは余り書いていなかったわけなのですが， これを見てのとおり，それぞれのプ

ログラムに選定委員会が入っていて，審査員がいるわけです。その審査員の前には多分文

部科学省のお役人がいますから，文部科学省のお役人のところに入って，背景とかいろい

ろなことについての書類がちやんとフィットしているかどうかというところを見た上で，

プログラムの中からセレクションされていくことになるので，その辺も役員のほうも気は

抜けないし，応募される先生方のほうもぜひ気をつけていただきたいということなのです。

実際に応募されるときに， これは公募書類を見ていただければわかるのですが，書類の

上でいろいろなことを善く欄がございます。実際に応募される先生方が全部書いているわ

けではないのですが，役員の担当されている理事とか補佐が書いている文章の中にはかな

りいろいろなものがございまして，それをちょっと言いますと，茨城大学の理念と目標と

いうところが必ずついてくるのです。なぜこんなものをつけるのだ， どこでも見ればわか

るではないかということなのですが，必ず書かされるのです。書かされた上で，その理念，

目標に向かってこのプログラムはどういう関係なのかということを述べさせられるわけな

ので，そういうところも応募される先生方はぜひ知っていただきたい。基本的に大学の概

要とかホームページを見ればすぐにわかりますから，そういうものを触れながら， 自分が

応募する研究とか教育の部分がどういうふうになっているかをぜひ見ていただければと思
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います。

次に気にしなければいけないのは，公募要領におけるプログラムの背景と目的の把握で

す。 これは先ほど申し上げたとおりなので， これはぜひしっかり読んでいただいて，その

目的の範晴に合うように，ぜひ公募要領の中で検討いただければと思うわけです。

もう一つ，次の問題は，全国的なこういう問題に関する動きをぜひ感じ取っていただき

たいわけです。例えば，教育なら教育に関してでも，今， どういう部分が問題になってい

るかということは，文部科学省のいろいろな情報とか新聞上の情報とかいろいろなものが

出ていまして，それから，審議会答申などが出ていますから，そういうものを見ながら，

どういうところに焦点を合わせながら， うまくキーワードに使いながら，応募書類を書く

かというところが大事になるわけです。

役員もそういうものを見ながら， ここのところにこういう答申が出ているから， こんな

方法を使いながら応募するプログラムをつくろうというような格好にしていますので，そ

の辺のところもぜひご協力をいただきたい。

これは基本的には日頃の情報収集が必要になるので，個人個人それぞれ全部ができるわ

けではないのですが，そういうところをぜひ常日頃気をつけていただければと思います。

それから，本学における教育研究方針がどっちを向いてどうやっているかということを

ぜひよく考えていただきたいのです。基本的に先生方は学部におられますから，学部の中

での研究とか教育の方針は当然あるわけなので，その中でどうされていくかということが

非常に大事かと思うのですが， もう一段上の評議会とか全学委員会の中で，教育とか研究

についてどんな議論がされているかということもぜひ少しは気にしていただければいいか

と思います。

情報としては，委員会報告ですから，教授会等で報告されることぐらいしかないとは思

うのですが，大学全体がどんな方針を向いているかということはぜひ考えていただきたい。

特に教育などは，全国的潮流の中で，教育の質の確保とか， 自主的な教育とか，効果をど

うとるかとか’学生に対する単位をどうやったらいいのかとか，そういうキーワード的な

部分が全部あるわけなので,茨城大学としてもそこは同じですから，そういうところもぜ

ひ気をつけながら，応募のときのテーマにしていただければと思います。特に教育を考え

るときにはこの部分は非常に大きな意味を持ってまいります｡先ほど，新納先生でしたか，

大学全体でプログラムを考えたほうがいいのではないかとおつしやられましたが，そうい

う部門もあることはあるわけです。

例えば，総合英語をプログラムとしてまとまって提案するというのは， ある意味で，大

学が一つまとまって， これで今年は申請しようということを一度やったわけですが，そう

いうことはいろいろなところからプロポーズがあってしかるべきなので，ぜひ関係すると

ころから取り扱っているところにプロポーズをされればよろしいのではないかと思うので

す。教育なら教育，研究なら研究で扱っているところがございますし， 当然，それは学部

長におつしやられてもかまわないのだと思いますし，大学教育センターなら大学教育セン

ターのしかるべきところにおつしやられてもよろしいのだと思うので，そういうプロポー

ズがぜひとも必要なのです。

プロポーズがないと，大学の役員のほうは， とにかく無理無理何とかつくるという話に
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なっていて，必ずしもいいプログラムができているかどうかというところで問題が発生し

ますし，逆に文部科学省で見抜かれてしまうということもありますから，ぜひその辺のと

ころもお願いしたいわけです。

その辺が本学のプログラムに対する取組方針の把握になるのですが, まだ2年か3年し

か経ちませんので， これに対しては余り長い歴史的な経緯はないわけなのですが，ただ,

例えば，平成16年度はどんなものを出してどんなものが通っているか，平成17年度はど

ういうことをやったか，平成18年度はどんなものを出しているか，その辺の経緯は応募す

るときにはぜひ一度見ていただきたいのです。書類は全部事務のほうにありますので，そ

れを見ることによって， どんな書き方で， どんな方向で出せればいいかというのがよろし

いかと思うのです。積極的に応募しないと，せっかくの予算， これは茨城大学が持ってい

る予算ではなくて，国が持っている予算ですから，そこで上手に利用して大学の教員の資

質を向上させる必要があるわけですし，教育研究の向上もそこでとれるということです。

公募書式への対応というのは当たり前なので,特に説明は何も必要はないと思います。

7番目です。経費を考えるというところがございます。先ほど新納先生は大変だった,

たくさんのお金がかかったということなのですが,実際に出てくるお金は余り大きなお金

ではないのですが，予算請求上はいろいろなものが請求できる枠組みにはなっているので，

その枠組みをきちんと把握して，請求予算の枠の中に入れてもらう必要があるのです。予

算請求がないと， 当然，措置はされないということになってしまうので，その準備が必要

になってくる。急に起こると準備不足で後払いになってしまって，全部自腹を切らなけれ

ばいけないという状況もありますから，経費をよく考えていただきたい。 ということは，

自分の経費ではなくて， このプログラムの経費としてきちんと出せるような経費措置を考

えてくださいということです。

もう一つ重要なことがあって， この支援プログラムの経費は文部科学省のお金だけでは

動いていません。大学の運営費交付金を幾分か継ぎ足しています。それは文部科学省から

そう要求されています。つまり，独自資金も少しは出せというふうに言われていて，その

辺のこともありますので，応募されて実際に行かれる方はその辺のこともよくご理解いた

だきたい。そういう意味では，戻ってきて，いろいろな意味で還元をしていただければと

いうことがあるわけです。経費というのはいろいろな側面がありますが，そういうところ

もぜひお願いしたいと思います。

あとは公募への準備です。応募されるときの準備を，公募書類が来てからではとても間

に合わないのです。本当に大変になってしまうのです｡それこそビザのうるさいところへ

行ったら大変なことになりますし，相手の先生とか大学が素直にすぐ、うんと言ってくれる

かどうか。佐川先生などはすぐにうんと言ってもらったほうでしょうからよろしかったの

だと思うのですが，なかなか難しいのです。

ですから，最初からこういうプログラムがあるということを十分承知の上で， 1年前で

も結構ですから，一定程度のコネクションを相手先と常につけておきながら，チャンスを

つくることが非常に大事なので， これから応募される方はその部分をぜひ考えていただけ

ればと思います。

本当に決まってしまってからやるのは相当大変です。 しかも， うっかりすると，先生な
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どもそうなのですが，平成16年度なら平成16年度内に行かなければだめと言われるわけ

です。 自分はその気がなくても， もう予算はそうなので，それを使わなかったらあとは通

しませんなんて言われてしまうわけですから，本当に時間にせかされるわけなので，そう

いう意味では，プログラムの公募のシーズンが，いつごろ公募があってどうなるかという

ことも含めて，大分前から準備をしていただくことが必要です。それがないと通った方が

本当に大変になります。

最後は， これもどなたか先生がおつしやっていましたが，新納先生ですか，教員グルー

プの協力関係がどうしても必要です。これは急に決まると，それこそ本当に協力関係が非

常に難しい。得られなくなるのですが，少なくとも応募するという段階のちょっと前ぐら

いから周辺の教員に協力関係をきちんと構築しておく必要性がどうしてもあります。それ

がないと非常に大変になります。 これは周りの先生の協力がないとカリキュラムに穴が開

くとか，研究に穴が開くとか，学生さんの指導にいろいろ問題が出るとか，いろいろ発生

するわけですから， このことはこれに応募される先生はぜひとも前々から準備をお願いし

たいということです。そうでないと，通ったから，はい， さようなら，知りませんという

わけにはいかないので，そこはぜひ十分にお考えいただきたいと思うのです。

大学全体としては，つまり，学長周辺としては， このプログラムでとにかく何とか努力

して先生方を外国在研に出かけていただきたいと思っているわけなので，たくさん応募が

あることのほうがうれしいわけです。その中から何件かをまとめて一つのプログラムにし

ましょうというつくり方でこれまでもやってきていますし，多分， これからも平成19年度

に向けてまた動きがあると思います｡

文部科学省から公募が来ると， 1～2週間で出せに近い状態です。 とにかく何でも今は

そうなのです。 しかも年度内に行けという話ですから， とんでもないことが普通に文部科

学省では進んでいますので，我々もそれに合わせて非常に機動的にそこのところをやって

いただかないといけないということです。

これそのものは1年間行かれてもかまわないわけですが，例えば， 90日以上であれば，

3カ月でも4カ月でもかまわないわけなので， どの期間のどこを上手に選ぶかは先生方の

工夫次第ということになります。

外国へ行かれて，実際に教育とか研究のいろいろな資質をそこで得られるというのは非

常に大事なことなので，大学としては多くの先生にぜひ応募していただきたいし，特に若

い先生にはどんどん応募してほしい。

昔は，在研というのはローテーションでだ－つとぶら下がっていたのですが，今はそれ

がなくなってしまったために，大体ローテーションがあるのかどうか私はよく理解しない

のですが，今はローテーションはどこかで消えてなくなっていると思うのです。だけど，

ローテーションではなくても， 自分は， このぐらいの時期のこのぐらいには， この目的で

ここのところを応募してやってみようというく､らいの計画を常に分野とか個人で見つけて

いただくと， これがうまく利用できるようになるのではないかと思います。

○司会

時間が多少押していますので， 15分程度， 15時40分ごろまでということになります。

○井上
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優秀な人が国ないし県にいるというような状況だと思うのですが，市の場合にはまだ能

力的に追いついていない。そこら辺のところはフランスはどうなっているのか。

特に佐川先生の行かれたところは割とボルドーで中心的に優秀な地方公務員を供給して

いくような形になるのかなということも考えていることなのですが，そういう能力的な意

味での分権化というか，そういう議論というのはあるのでしょうか。そこら辺を教えてい

ただきたいと思います。

○佐川

非常に大きな問題がありまして,市町村といいますと, さっき言ったように規模が全然

違いますので，小さなところになると，基本的には議員プラスアルファかもうちょっとくﾞ

らいしかいないので，余り職員の能力は問題にならないと考えます。中規模， あるいは大

都市以上の自治体を念頭に置くと，制度として，それぞれ独自に対応するというのではな

:くて，統一試験をやって採用をして， リクルートしていくという制度をとっています。

ということで，それが能力の向上になっているかどうかよくわからないところもあるの

ですが，仕組みが日本とは違うということがまずはあります。

加えて，能力の向上ということは， 80年代の分権以降，非常によく言われることであり

まして，今回はわからなかったのですが，前回行ったときには，公務員の再教育というこ

とで，大学院に派遣されて数名来ているといった状況はありますので，意識的にそこで立

案をして徹底をしていくということで能力向上は重視されているとは思いますが，それが

お答えになっていますでしょうか。

○井上

そうしますと，茨城大学も，県でも市でもいいのですが，公務員の能力向上ということ

に関して何らかの貢献をしなければいけないとよく言われるわけです。そういうときに何

か示唆になるようなことはございましたでしょうか。あるいは，制度が違うからだめかみ

たいな感じでしょうか。

○佐川

ここで議論すべきことかどうかわからないのですが，潜在的には，茨城県でも市町村が

余力があればそういう形で研修に出すということはやりたいとは思っているのです。 日本

の場合，多くは財政的な余裕，人員削減の問題が非常に大きくて，大学に行かせようと思

っても，人件費，財政的な余裕がないというのが率直なことだと思うのですが，その意味

では，公務員の世界に関して言えば力があるというか，数も多いですし， まだ余裕がある

のかなと感じるところではあります。

○司会

ほかにございますでしょうか。

日立地区，阿見地区の方でも， ご質問， ご意見等々ございませんでしょうか。

○伊藤

黒田先生にご質問なのですが，僕も全く同じ印象を持っていまして，茨大生は優秀な学

生が多いと思うのですが， 自己評価が極めて低いということで，その後をちょっと聞き取

れなかったのですが，では， 向こうの方と協力されてどのような示唆をいただいたという

ことをもうちょっと詳しく聞かせていただけませんでしょうか。
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○黒田

向こうでは， リストカットや対応機関とする子ですとか，私が学生相談で関わっている

学生などもそうなのですが， 自己評価が低いと問題行動が多かったり，女子学生ですが，

変な男に引っかかってしまってそこから離れられないとか， 自信がないので振り切れない

ところがありまして，個別のケースですとどうしてそういうふうになるのか，そこで思考

として， 自分が地位が下だから振る権利がないとか，可哀想だとかというようなことがあ

るのですが，そういうことに関して， もしつき合いを続けていくとどうなるかとか’ どう

いうときに切りたくなるかというところから思考を適正なほうに変えていくのが個人のセ

ラピーのやり方です。

それをうちの学生にもしやるとしたら，学生は自分で自分を認めるのが苦手ですので，

まずは人のことを認めることはまだできるのですが，そういうときに根拠がなくて評価を

すると信用しないので，何か学生同士でやり取りをして,そういうことでこういうところ

がいいとか，注意をするにしても， こういうところを変えるとよりよくなるということを

具体的にやっていく。

実際にこういうプログラムをやって， こういう評価を与えていくので，教員側も，言い

方によって学生が，今の若い人たちは全般的にそうだと思いますが，教員が学生のことを

思っていろいろ注意をしたり叱っているところはよくわからないのです。

私は，ゼミ生に，卒業間際に,先生は本当に私のことを心配してくれていたのですねと

真顔で言われたことがありましてびっくりしたのですが，相当学力もあってということも

あるものですから，そういうことを日常的にこちらが気をつけてかなり持っていって，あ

なたのことを認めているよ， こういうところがいいと思っているよということを言葉にし

ていかないといけないのだなということについて随分示唆をいただきました。

主体別ゼミナールなどでも，学生に発表させたりしたときに， なるべく学生同士で言わ

せるので，彼らは普通に言わせるとネガティブなところに目が行きやすいので，ポジティ

ブなところをいかに言わせるか。そのための材料をどう出していくか。そして， こういう

ことができるようになつたよということを示していくことをやらないといけないと思いま

す。

今，そういうところで，例えば，教養の授業で一つやっているのは，精神障害者の偏見

に関してビデオを見せて教育をするのですが， あなたたち3人ずつ教室の外で一般の人を

教育してきなさいとやるのです。それは授業で使った資料を持っていって， こういうこと

を伝えて，周りの反応を見てきたり，周りの人に授業で習ったことでこういうふうに精神

病とはこうですとやりなさいと言ってやって，彼らからするとやらされることなのですが，

着実に成果ができることですし，私はそれを学会発表か論文にして評価してもらうことを

やろうと思うので，そういうことをフィードバックしていくことによって， 自分が関わっ

たことが，県の行政ですとか研究プロジェクトに関わっているのだという位置づけをする

とすごく評価が高まるのではないか。そういうことも示唆してもらってきました。

そういうことを今やっているところで，前期にそういう結果が出るといいなとは思って

いるところです。

○司会
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ほかに何かご質問等ございますでしょうか。

私のほうから，少し講演と重なる部分もあるかと思いますが， この申請に関して，かな

り一般的な質問になりますが，書類を書いて申請が通ったわけですが，それのアドバイス

めいたことや， あるいは留学先での生活面でもいいですし，研究面でもいいですが，何か

アドバイスめいたものがあれば，お三人の方，お答えいただきたいと思うのですが。

では，新納先生からよろしくお願いします。

○新納

私はほとんど何も考慮していないので,多分，準備ですね。来るとわかっているから，

準備しておけばいいだけだと思います。

私が実際に受けたときは，工学部で余り競争がなかったから通ったのだと思うので，文

面自体のアドバイスは特にないです。すみません。だから，やっぱり準備が大事だと思い

ます。

○佐川

2年前のちょうど今頃の時期だと思うのですが，突然制度ができて，突然来て， 1週間，

2週間で出せということで，難しかったという面は一方ではあるのですが，それまでも科

研費の申請とか，実際に科研費を取っているとか， あるいは，その都度，報告なりを書く

ということで， 自分の研究上の何をやっているのかとか， どこまで来ているのかとか,何

が足りないのかとかいうような検証は， ある意味,年間サイクルの中でいつもいつもやっ

ていたようなところがありますので，その延長線上で，たまたま先方の先生に常にコンタ

クトをとれる状況にあってというところは大きかったと思います。

ただ，教育と結びつけてということでしたので，そこはどう書けばいいのかというとこ

ろでは戸惑ったということです。

もう一つ，技術的なところでは，少し離れるかもしれないのですが，では， どのサイク

ルでみんなの合意を得ながらというのはなかなか難しいところがあって，サバティカル制

度との兼ね合いというところは，では， どの時点でどういうふうなことをやれるのか，や

れる権利が発生するのかとかいうことは大学全体として明確にしていくとか， 日頃から議

論をしておくという体制が必要なのではないかと思います。

以上です。

○黒田

私は，科研費などは今までちやんと申請していなかったので，かなり混乱しながらつく

っていました。ただ，副学長が大学全体の方針ということを書いてくださって，私はそれ

に合わせて書類をかなり書き直したのですが，そのときに自分がやっていること，今まで

やってきていることが，大学にどう貢献していたかとか’逆に言うと， もうちょっとこう

いう貢献できるところがあったのにやってなかったかなということを，たまたまいろいろ

な論文をまとめていると気づくところで，最初に出した書類と最終的に出した書類は私は

随分そこが変わって，逆に言うと， このプロジェクトのおかげで， 自分の研究がどう社会

に貢献するのかをよく考えさせていただいたという経験になりました。

書類関係は辛かったです。人事のこととか，ほかの大きな委員長もやっていまして，夜

11時ぐらいに，研究室に事務から書き直せというメールが来ていて， しかも明日の朝まで

－143－



ということで，泣きそうになりながら，でも，副学長の文章を見て， しょうがない，やる

かと思って，やめますと明日言おうかとも思ったのですが，頑張ったことがあります。

在外研究で， ローテーションで， あと5～6番でというところだったのだと思うのです

が，それを投げ出すわけにはいかないぐらいイギリスに行きたかったという根性だけだっ

たかなと思います。

それから，新納先生が言われたことと同じかそれ以上にビザとか生活するのは大変でし

た。私がビザを取ったのが出発の10日ほど前で，逆に言うと，ダメであったら，観光ビザ

で行って，時々海外に出て戻らないといけないかと思ったく、らいでしたが，その意味では

本当に余裕を持ってやらないといけないです。

私は，書類が通った時点では，向こうの受け入れの了解は仮○Kでして， 11月に行きま

したのは，お前の英語ではだめだからということで， 1月までにもう一回英語をちやんと

して電話してこいと言われまして， 1月の10日過ぎに，卒論を読みつつ，泣きそうになり

ながら電話をしたことがあります。通りましたから，今は笑って話せますが，英語にして

も何にしても，普段から，行けるとしたらどうできるかなということを準備しておかない

ととても辛いですし， あるいは若いうちの勢いで行くしかないかと思っています｡

でも，行ってからの英語は， イギリス人の英語は全然わからないのですが， よき仲間に

恵まれまして，研修生同士でいろいろな話をしたりとか，ジャマイカの人がすごく親身に

なっていろいろな話を聞いてくれて，すごく支えになりました。

そういう人相手に折り紙を折ったら，お前はアーティストかと言われるぐらい感動して

もらいまして，折り紙を折れるだけで日本人は感動してもらえるので，そういうものを持

っていってきっかけにすると，家族のことを話したりとかすることが増えてきて，何とか

生き延びて，本当にサバイバルできたかなという感じがします。そういうことがなかった

ら私もかなり辛い半年ぐらいを過ごしていたかなと思います。

そんなところです◎

○司会

どうもありがとうございました。

では，そのほか，最後にお一方く､らい， ご質問ご意見等ございましたら。

日立，阿見の方， どなたかいらっしやらないでしょうか。

そのほかにないということで，それでは，最初にオープニングアドレスということで，

山形副学長に開会の辞を述べていただく予定でしたが，都合によりクローザーということ

で，最後に閉会のあいさつをお願いしたいと思います。

○山形副学長

副学長の山形です。

実はスケジュール表を見間違えまして， 3時半だとばかり思っていまして，オープニン

グにご迷惑をかけたのではないかなとお詫び申し上げます。

本日は，海外先進教育研究実践プログラムにつきまして， このプログラムで海外派遣さ

れた先生方からご報告をいただき，熱心なご報告， あるいは熱心な形で多数の方にご聴講

いただきましたことを御礼申し上げます。

このプログラムにつきましては，先生方個人個人が，教育力，研究力という形でアップ
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していただくということと同時に，その成果を全学的に共有して，大学としての教育力，

研究力アップに生かしていくことが趣旨でございます。

そういう意味で，本日，こういう趣旨なのだけれどもということで，大学教育センター

のアクツセンター長にご相談申し上げましたところ， こういういい研修会という形でご準

備いただきましたこと，大学教育センターの皆様方に御礼申し上げたいと思います。

海外先進教育研究実践プログラムは，大学教育の国際化推進プログラムという大きな枠

の中の一つの目的であります。ただ， この制度が今のところ非常に不安定に動いておりま

して， きよう， ご報告いただきましたのは平成17年度派遣ではなくて，平成16年度の申

請の方です。平成16年度に教育のほうの実践プログラムという形で，平成17年度は募集

なしでございました。平成18年度が， 5月ぐらいでしたか，合格発表がございまして， こ

れは研究のほうのテーマでございます。

採択数を申し上げますと，平成16年度の場合には教育ということで， これは結構多数あ

れいたしまして，最終的には学内から7名を文部科学省のほうに出しまして, 4名が採択

されました。お一方は向こうに行く大学とのコンタクトが不十分だったというようなこと

があって， ご辞退されたということです。これは，先ほどのご質問にもありましたが，非

常に大事で，普段から行きたい，来ないかいという関係を持つ先生を，いつ来てもいいよ

うにつくっておくことがすごく大事なことだと思います。

それから，平成18年度は研究というテーマで，一種の統一テーマみたいなものを絞った

関係でもあるのかなと思いますが， 申請が5名ございまして，学内から5名出ていって，

全員採択という状況でございます。

ただ，全体として,では，平成19年度も同じ形で受けさせるのかということはちょっと

不安定なところがございまして，ある意味で，その辺の部分を心がけておられる先生方は

どういう状況になっても対応できるようにということをされておいたほうがいいのではな

いのかなと思います。

次に， この制度が従来のいわゆる在外研究員という制度の継続であることは間違いない

のですが,従来の在外研究員が派遣された先生方個人と言ったらちょっと言いすぎかもし

れませんが，その研究力，教育力， あるいは海外でお世話になった体験をいろいろな形で

教育に生かしていただくことが趣旨でございましたが，海外先進教育研究実践支援プログ

ラムになりましてからは，まず大学としての取り組みだと。大学としての取り組みの中で，

その目的を達成するために先生方を派遣するという趣旨がある。

最近の概算要求事項などはみんなそうなのですが，大学として必要だからやるのでしょ

う。だから自己負担金を一部持ちなさいというようなことだし，極端な場合になると，文

部科学省からの補助がなくても，大学として必要だと考えたのだから自前で全部やりなさ

いということに近いような形でいろいろなものが動いている。こういう状況であることを

ご理解いただきたい。

そういう意味で，必ず大学としてどういうことに取り組もうとしているのか，それに対

しての派遣計画を全体としてつけていく。その中で位置づけて各先生の申請書を付してい

るという立場にあります。

ですから，平成18年度の例で申しますと， これは研究でございましたので，大学として
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もどういう研究分野を強化したいのかとか，そういうところまで位置づけて，その中で先

生方のあれをしていくというようなことが必要でございます。

そういう意味で，茨城大学としては，今年は,従来, COEとして申請したようなテー

マについて評価していきたいということも全体の筋として書いていきます。

これはかなり建前的なところがございまして，現実の話といたしましては，できるだけ

多くの先生方が海外に行かれまして，教育研究のさまざまなアップを図っていただきたい

し，海外体験もぜひしていただきたいということで，大学としては，それに対して， 田切

先生からお話のありましたように，いろいろな形でやっていきたい。

ただ，そのときに，今私が申し上げたような趣旨の中で，大学として一つの筋を立てや

すいような形で，先生方ご自身が， 自分の研究は，例えば，大学のこういう統一テーマと

関連性があるのだというようなところをちょっと位置づけの一言を書いていただけると非

常に全体の形としてまとまりやすいというところがあろうかなと思っています。

そういう意味で，先生方の申請のリストを拝見した上で，全体の派遣計画をまとめ上げ

る。そして，そのまとめ上げた趣旨に沿うように，公募の先生方の申請書を見ていくとい

う作業をやるような形で進めております。

そのほかに,例えば， 申請書をどのように審査しているかとか，派遣の成果をどのよう

に大学としては生かしているかとか’そういうようなところまでいろいろチェックが入っ

てまいります。本日もこういうことをやっているということは次年度以降に大きな影響を

及ぼすと思いますし，あえてそれにちょっと悪乗りしますと， きょうご発表の3人の先生

方が今後の大学教育の能力アップにこれだけ貢献しているということを書けるとなると，

ますます申請率が高くなるのではないのかなと思いますので，今後ともご協力のほどをお

願いいたしたいと思います。

害き方というか,田切先生のお話と大分ダブったようなところがあると思いますが，大

学としても，教育ということは，チームでやる部分と，先生方個人の魅力ということでや

っていた部分の両面が相まって教育力はアップしていくものだと考えるのです。そういう

意味で，多くの先生方に， このような制度， あるいは，場合によってはサバピカル制度を

あれした上で，海外に行っての教育実績， あるいは茨城大学の研究の実力を海外に行って

示していただくなどさまざまな機会をつくらせていただきたいと思います。

今後ともさまざまな形で先生のフォロー， あるいは積極的なこのような機会をお願いい

たします。

まとまらない話になりましたが， ごあいさつとさせていただきます。

本日はどうもお疲れさまでございました。

○司会

ありがとうございました。

では，以上をもちまして海外先進教育研究実践支援プログラムによる渡航者の帰国報告

会を終わらせていただきます。

4名のご講演の皆様， ありがとうございました。また，長い時間お聞きになってくださ

った皆様，ありがとうございました。
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1-7フランスの民干干 エリ一

同歴のトップ・エリートか社会を牛目

そ え、 土会は増？

エリートは－い: ､ ： らって、

に 壬をうべき人たち

規模化→長期上や
J、

一』

二
二二

＝＝
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2-2局 システム‐1 …雁詞

C25賑以下4人に一人は ≦－，犬熊

〕z民子句題と褐歴土今

－3局 一､ システム －4シアンスハ

､〉 lnstitutd，EtudesPoliti ues

憂遇されるエリート校

予算配分、教全 リ ュラム臥, スタンダード

〕就 ほとんとがﾉ、銀一に
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報告内容
I

唾
月
扉
一

一
癖
ｊ
姓
一

W－

………~…一……－

1 期闇:"…馴圖~"‘拝10H16日…約｡ヶ”
： 派遣先：USA

NewYolkUniversity(マンハッタン内）

テーマ：情報言語処理教育の研究実践
一機械学習によるWebラッパーの自動生成一

iJ
；
i

情報言語処理教育の研究実践
-機械学習によるWebラッパーの自動生成一

L_…－－－－……

：テーマ： ’

澤智 V晶口…一一…蝿智…~…W~

茨城大学工学部情報工学科

新納浩幸

）
申請

準備

現地の生活

等

今後この制度で渡航する方への

アドバイス

概要
～､

｜
準備は相当大変

現地での生活も大変

経済的にも大変
一ノ

一時的に10キロ

最終的に8キロやせた 申請編

(ついでに帰国後も大変）

翼
But若い入には絶対に勧める

ぜひ利用して留学すべき

誰でも忙しいので渡航などできない

！
渡米の準備編前期の授業はない

学科改組のごたごた タイミングが良かった

｢できるだけ早く出発する形で申請せよ｣と言われる

4月出発…1月出発 結果9ケ月で申請

回りからは色々言われても我慢､開き直り。
ﾄｯブの人たちで戦略的に応募させる必要あると思う

－156－



Visa申請にかかる時間の

ほとんどはこれ

渡米決定直後から行動！
VISA取得 DS-2019の取得

2004年9月28日海外先進教育プログラムの内定通知

l･一徹鶉に．
2005年1月21日渡米 最低これぐらいは必要

交流訪問者ビザ(J-1)

Visaには色々種類がある

本制度で渡米する人はJ-1ビザ

DS-2019

Jビザの申請のために必要な証明書

受け入れ側の機関が発行する受け入れ許可書
〆章

キ_ | Ds-20'9の取得

ｲﾝﾄ1臘篶霊驍”
、－

制度が複雑: : : ゞ : ; “

書類の不備は致命的
確実に揃えて狂"
どんど瓶行動.;ず：f

DS-2019申請のために提出すべき書類多数

相手はアメリカ人､事務処理の遅さを見積もっておく

家族分も必要

〕S－2019の葬行のために操I燭の力［Visaは一緒に渡米する家族にも必要

(家族はJ-2ビザ）
§

里
DS=2019も家族分が必要！ 癖

關
鬮

…*令輪

| ■－“=一；ー自動車保険
懇壊鱗，雑雑感を】鞭燕，

雛撰鋳I

DS*2019には関係ないがく地区によっては絶対必要

住居がマンハッタン内だったので車は使わなくてOK

幹
ぷ
号
鈍
●
雄
寸
鴬
烏
さ
Ｐ
暑
湧
労
品
負
品
自
室
蔓
署
与
黄
彊
か
せ
量
嬉
負
晶
必
Ｆ
嗜
み
発

議
やっと手に入れた

DS-2019
他のアメリカの地区では必要

とんでもなく高し'ので要注意！

、
、

1年で50万円くらい？
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Visa面接V1sa申言での書欝．

日米教育委員会

h血:"www.hllbright.jp44/visa.hmn

たくさんの必要書類

DS-2019の他に｢財政証明響」も注意

／マ
アパートを借りるときにも必要1

英文のもの､銀行に書いてもらう

現在の残高ではなく、1ヶ月前の残高

1年間の生活費以上の貯蓄が必要

米国大使館で本人が面接を受けなければならない

蝉面接の予約が必要

予約はかなり一杯､、、最低1ヶ月は待つ

必要霧類が揃う見込みができた時点ですぐ予約すべし

必要書類ば完壁に揃え趣面接は1回でボスすべき

2回目を受ける時間的な余裕はない
Visaなしで渡米も考慮

Visa面接(2)

面接当日、大使館の前には長～い列

寒風吹き荒れる中3時間立ちっぱなしで待つ

面接は数分､、、簡単な会話だけ

指紋を取るのが目的(？）

4種類の必要書美．

ペットを連れて行く場合は要注意1本人のVisaより準備大変

2004年ll月、動物検疫制度が大きく変更された

マー
渡米2ヶ月前！

（渡米後NYの日本大使館でも講習会あり）

謹鳥めの瞬繼蕊め‘

型のためC

要書類
懲蕊蕊

農林省､動物検疫所 http://www.maffLaqs.gojp/

惑衞善典鐘獣漕'灘差誉が、 ここが最難関
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ISO規格

詳しい病院へ相談

血清の送付 ／
／

･犬を識別するためにマイクロチップの装着が必要

･血清を取る前に狂犬病の注射を2回、1ケ月以上あける

．血清を送るための特別な容器をCSmOに発注

･動物病院で血清採取､、、証明必要

日本入国時の必要書讓

帰るときに必要､しかし実質行く前に準備する必要あり

最大のポイントは

農林省指定機関での抗体検査での合格判定

－弓 血清を国外に送るには検疫が必要
血清を持って成田空港の検疫所へ.“ のみ

イタリアのある機関(？）
オーストラリアのCSIRO

最終的に血清を送るには､、、Fedexを利用

日本の輸送会社はベラボーな値段を言う

アハートの契糸｛ 日本のアパートは？

・下見に行く暇はない､数ケ月後から入居という形は不可

・通常はホテルで1，2週間滞在､その間でアパートを探す

緯犬がいるので難しい

・ 1年単位の契約が必要､短期は難しい

・家賃の45倍の年収の証明が必要､、、不可能1
〆

蝉|日系の不動産会社に相談
1難欝難郷．

9ケ月の不在､、、引っ越すのは無理

9ケ月間の家賃を払う

1ケ月9万円弱､合計約80万円の支払い
霊

家賃と駐車場代はしかたない

電気､ガス､水道､電話､、、全部止めた

アパート契約最後のオチ

･NYのアパートが決まったのは出発前日
（ついでに､前日までBコースの授業あり）

･NYに着き､アパートに行くと､契約は翌週と言われる の 》古砺

麗蕊認拳5臼間ﾎﾃﾙ暮らし
狭いホテルの1室に

犬と家内と私と大量の荷物

丁度､大寒波､大雪

…診灘尋驚鰐ﾃﾚビは?困難は続く
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みじめな気持ち

悔しい気持ち

等々

／
惨 ．

ボランティアの英会記 手英語によるストレス

老人がボランティアでやっている英会話学校(？)を利用

鍔老人の話し相手(?）

英語が話せないことは相当なストレス

恩
英語の勉強を決意！ 1週間に2時間、ワンツーマンで会話

2時間英語で話すには話題を準備しないとダメ

英語の準備よりも話題のチョイスが大変
(1)英会話の練習

(2)大学での研究

(3)家庭生活

実践型英会話学校

怪しいボランティアの英会話学校

韓ポﾗﾝﾃｨｱ+英語教師の練習場(?）

週､1時間ワンツーマンで英会話の練習

錘準備必要､先の学校で話したものを流用

Canljomyou？

とにかく会話する

綴毎日学校帰りに1時間ほど会話

英会話学校では､いろいろな国の人と話せる

唾診かなりおもしろいが､文化的な衝突に注意

（小泉首相の靖国参拝問題）

／
結局､尻切れ､、、

英会冒古練省!の経

上達したとは思う

帰国時は様々な雑用を電話で処理

“下手だけど､とにかく使えた

＊犬の散歩

犬好きは世界共通､声をかけられる

＊無料新聞

平日、毎日地下鉄駅で配布
大学で昼ご飯中に読む

＊あらゆる目にとまる英文

＊他人の会話

不完全燃焼

学生が受験勉強するのとは違う

社会人は辛い

秀讓叫睡蕊騨鰐溌蔭鐙
§:ﾘW"年くらし喋寵圏で生潭聡蓮では
:裂鞭瀧対に喋職るようにIま藤溌応
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班窒

雑用がないので､大学内では研究に集中できる

英語がネックで研究の議論ができない

…作った物で力を示すしかない

…葛藤

2回りくらい若い同室の日本人学生(博士)からの影響

、
とんでもなく優秀

齢{蝋長蕊蕊研究はどこでやっても同じ､開き直って､ほどほどに

バカだと思われて結構

自分の人生を考えた方がよい (付)NYUで作成したシステムは学会で研究発表した

結論

海外の機関で生活･研究するのはよい経験

齢ただし準備も含め楽しいだけではない

中年の教官が行くと苦労は多い

“若いからOKということは多い

大学の先生という肩書きも重荷

若いうちに行くべき
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平成18年度大学教育の国際化推進プログラム

（海外先進研究実践支援）公募要領

1.事業の背景・目的

〔背景〕

社会、経済等のグローバル化の進展と共に、高等教育における国際的流動性が高まる中、欧米

諸国においても積極的な留学生施策の実施や国境を越えた教育の提供が行われており、我が国に

おける大学教育の一層の国際化推進が喫緊の課題となっています。

〔目的〕 ボ

｢海外先進研究実践支援」は、大学等の教職員を海外の教育研究機関等に派遣し､教育研究能

力等の向上を図る優れた取組みを選定し財政支援を行うことで､教育研究の国際化及び高度な人

材育成に資することを目的としています。

2.事業の概要

(1)募集の対象 ｝

①大学等（短期大学、高等専門学校を含む。以下同じ。 ）において、学長（高等専門学校にお

いては校長。以下同じ。 ）を中心とするマネジメント体制の下で実施する組織的な海外派遣の

取組みのうち、教職員を海外の教育研究機関等に派遣し$先進的な研究に参画させるなどによ

り、教職員の教育研究能力の向上を図り、教育研究の国際化及び高度な人材育成に資する優れ

た取組みを対象とします。

②取組み単位は大学等とし、一人ないし複数の取組み担当者により構成されます。

なお、取組み担当者は、専任教職員に限ります。

また､各取組み担当者ごとの派遣期間が91日以上､年度内に完了する取組みを対象としますb

③各取組み担当者ごとの事業規模が950万円(＝補助事業上限調以ドのものを対象とします。

(2)事業の申請者

事業の申請は、大学等の設置者から行ってください。

(3)申請件数

本事業の申請可能件数は、各大学等から1件とします。また、取組み担当者の構成人数の上

限は、各大学等に所属する専任教員数を100で除した数（端数がある場合は切り上げ）に「1」

を加えた人数までとします。

（例） ・専任教員数80人の場合「1」＋「1」＝2人まで申請可能

・専任教員数350人の場合｢4」＋「1」＝5人まで申請可能

なお、上記教員数は、平成17年度学校基本調査の「教員数（本務者） 」と一致します｡

(4)選定予定件数等

①選定予定件数

各研究分野や学校種（大学、短期大学、高等専門学校）毎の申請状況を勘案の上、取組み

担当者数でおおむね250人程度を採択する予定です。

②財政支援の内容

－162－



平成16年度海外先進教育研究実践支援プログラム公募要領

1.事業の背景･目的

〔背景〕

大学等の個性化･多様化や国際競争力の強化などが求められる中､大学等における教育の質の充

実や世界で活躍し得る人材の養成は重要な課題となっています｡そのため､教職員の教育研究能力の

向上などにより､各大学等における教育面での改革の取組を一層促進していく必要があります。
〔目的〕

「海外先進教育研究実践支援プログラム｣は､大学等の教職員を海外の教育研究機関等に派遣し、

先進的な研究や優れた教育実践に参画させることなどにより､教育研究能力の向上を図る優れた取組
を選定し財政支援を行うことで、 高等教育改革を一層促進させることを目的としています。

2.事業の概要

（1）募集の対象

大学等(短期大学､高等専門学校を含む｡以下同じ｡）としてのビジョンを基に学長(高等専門学校

においては校長｡以下同じ｡）を中心とするマネジメント体制の下で､教職員を海外の教育研究機関

等に派遣し､先進的な研究や優れた教育実践に参画させることなどにより､教職員の教育研究能力

の向上を図り､大学等の教育の改善に資することを目的とする取組を対象とします。

なお､複数の大学等が共同で実施する取組も含みます。

(2)事業の申請者

事業の申請は､学長から行ってください｡また､複数の大学等が共同して行う取組の場合にあって

は､教職員の所属する大学から申請してください。

(3)申請人数･募集内容等

海外派遣の対象として申請可能な人数は､各大学等に所属する専任教員数を100で除した数(端
数がある場合は切り上げ)に｢1｣を加えた数までとします。

（例)･専任教員数80人の場合「1｣＋｢1｣＝2人まで申請可能

・専任教員数350人の場合「4｣＋｢1｣＝5人まで申請可能

なお､上記の教員数は､平成16年度学校基本調査の｢教員数(本務者)｣と一致します｡

(4)選定予定人数等

①選定予定人数

選定予定人数は､各研究分野や学校種(大学､短大､高専)毎の申請状況を勘案のうえ､おお
むね400人程度を採択する予定です。

②支援内容

1人当り400万円を上限として外国旅費を支援します。

ただし､派遣期間は最長1年とし､2ヶ年度にまたがる場合も対象とします。

3.選定方法等

本プログラムの選定は､有識者･専門家等で構成される｢海外先進教育研究実践支援プログラム選
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平成18年度茨城大学教養教育シンポジウム





平成18年度「茨城大学教養教育シンポジウム」

－主題別ゼミナールのねらいと効用をめく､って－

実 施 要 項

本年度の教養教育シンポジウムを下記により開催します。今回は、主題別ゼミナールを主題に据

えて執り行います。主題別ゼミナールは、多様な授業内容や授業形態を許容する科目であり、そ

うした特性ゆえに、教養を育む目的に照らして適切な使い方が問われる科目でもあります。この

主題別ゼミナールが各学部でどのように実施されているかについて､報告をいただきます｡また、

この科目の接続教育への利用について、人文学部からの問題提起にもとづくパネル討論を予定し

ており、接続教育のあるべき姿にもおよぶ活発な議論を期待しています。

日 時：平成19年2月22日 （木）午後13時30分～

今
云 場：茨城大学理学部K棟1階インタビュースタジオ（水戸市文京2-1-1）

参加対象：茨城大学教職員並びに学外教育関係者

参加費：無料

プログラム

13：30オープニングアドレス

13：35主題別ゼミナールの実践報告

大学教育センター長森野浩

人文学部

教育学部

理学部

工学部

農学部

伊藤哲司

大谷尚子

大橋朗

森善－

中島弘美

14：50教養教育シンポジウムによせて 茨城大学長菊池龍三郎

15：00パネル討論

基調講演主題別ゼミナールと接続教育人文学部教務委員長鈴木敦

パネリスト基調講演および実践報告の話者

司会山中一雄（大学教育センター）

16：00閉会

進行千葉康生（大学教育センター）

主催茨城大学大学教育センター
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平成18年度第11回「茨城大学教養教育シンポジウム」

平成19年2月22日

主催茨城大学大学教育センター

○進行（千葉）

ただいまから平成18年度第11回「茨城大学教養教育シンポジウム」を始めさせていた

だきたいと思います。

今年度は，主題別ゼミナールということをテーマにパネリストの方々にお話をいただい

て，その後，討論をしていただくという形になっております。

主題別ゼミナールは， さまざまな授業内容や授業形態を共有する科目であり，教養を育

む目的であって，適切な使い方が問われる科目でもあります。

このシンポジウムの前半では，主題別ゼミナールを各学部でどのように実施されている

かについての報告を，各学部の人文学部，教育学部，理学部，工学部，農学部の先生方に

紹介していただきます。

また，後半では，それらの科目の接続教育への利用について，人文学部からの問題提起

に基づくパネル討論を予定いたしております。

短い時間ではありますが，多くの有意義で活発な議論をお願いいたします。

なお，プログラムですが， 中盤に学長の講演がありますが，学長の都合によって時間が

多少前後することがありますので， ご了承ください。

それでは， まず初めに，オープニングアドレスとして，茨城大学大学教育センター長の

森野浩からあいさつさせていただきます。

○森野大学教育センター長

大学教育センターの森野です。

本日はお忙しいところお集まりいただきまして，大変ありがとうございました。

今年度の第11回目となる教養教育シンポジウムでは，主題別ゼミナールについて取り上

げることになりました。

平成8年度のセンターの発足とともに教養教育シンポジウムが始まったわけであります

が， この間，教育の方法，教養教育システムのあり方，教養教育における質の向上， ある

いは成績評価のあり方等，重要な課題がテーマとして取り上げられてまいりました。

これらは，現在でも大教センター， あるいは大学全体として取り上げ続けるべき大きな

課題でありますから，今までの執行部は，それらを取り上げることで大学全体に問題提起

をされてきたのだと思われます。

ご存知のように，大教センターでは， このシンポジウムとともに， もう一種類, FD研

究会を開催しております。このシンポジウムでは，大きなテーマについて，その方向性な

どを中心に議論する。それに対して, FD研究会のほうは，授業を中心にして，個々の問

題といいますか，授業のやり方等の観点から議論をするということで分けて考えておりま
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す。

今回，主題別ゼミナールという比較的個別的なテーマではありますが， このシンポジウ

ムの趣旨から考えまして，大きな視点からも議論をしていただきたいと考えております。

今までのシンポジウムの記録は年報にずっと記録が残っております。

それによりますと，平成11年度にも主題別ゼミナールをテーマにしたシンポジウムが開

催されております。その時もかなり活発な議論が行われたという記録が残っております。

今回もいろいろな立場から活発な議論を展開していただくことを希望しております。

では， よろしくお願いいたします。

○進行

それでは，早速，本題に入りたいと思いますが，その前に， 日立地区と阿見地区ですが，

声が聞こえているでしょうか。 日立地区の方， どうでしょうか。特に問題はないでしょう

か。阿見地区のほうもよろしいでしょうか。大丈夫ですね。

紹介が遅れましたが，私は司会を務めます大教センターの千葉と申します。

それでは， まず，主題別ゼミナールの実践報告ということで，人文学部の伊藤先生から

報告をよろしくお願いいたします。

○伊藤哲司（人文学部人文コミュニケーション学科）

皆様こんにちは。人文学部の伊藤と申します。よろしくお願いします。

専門は社会心理学です。

きょうは主題別ゼミナールの実践報告ということで，必ずしも人文学部全体の主題別ゼ

ミナールのことを把握しているわけではないのですが，私自身が担当したときのことなど

を中心に，人文学部で行われている実態についてお話ししたいと思います。

皆様のお手元に配られておりますレジュメの中身に大体沿っていますが，一応簡単なパ

ワーポイントをつくりましたので， こちらのほうで説明させていただきたいと思います。

人文学部における主題別ゼミナールは，大学での勉学に学生がソフトランデイングでき

るように，いわゆる高校までの勉強段階から大学で学問をするという段階へ移行するのに

壁があると思うのですが，それをスムーズにいけるようにということを狙っています。人

文学部の場合には，人文科学や社会科学のさまざまな学問分野があるのですが，そういっ

た諸科学を学ぶための基礎的な読み・書き・話すといった技術の習得を目指そうというこ

とが中心的な課題になっています。

ご存知のとおり，今年度の1年生から新しいカリキュラムが走っておりまして， これま

で，人文学科，社会科学科， コミュニケーション学科という3学科がありましたが，今年

度から人文コミュニケーション学科ができました。現在はそれと社会科学科の2学科体制

になっております。

それで， ここで旧カリと呼んでいるのが3学科体制のもの，それから，新カリと呼んで

いるものが2学科体制で新しく始まったものです。

昨年度までは， 1年次は前期に開講しておりました。もちろん2単位必修となっていま
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す。新カリのほうでは， これは随分議論があったのですが， 1年次の通年で行おうという

ことになりまして，現在，隔週で開講すると。でも，隔週ですから， ちょうど半分やりま

すので，通年ですが， 2単位という形で行われています。

担当は， これは他学部も大体同じなのかなと思うのですが，順番に行っていまして， 1

人の教員が1つのクラスを担当する。何人かで担当するのではなくて， ある1つのクラス

は1人の教員に任されるという形になっています。

私たちは，数年に1回程度，最近はもう少しサイクルが早いような気もするのですが，

担当をしております。

学生は，基本的に学籍番号で振り分けて， 1クラス約20名。

最後の点がもしかすると他学部にはない点かなと思うのですが，少なくとも旧の人文学

科，人文コミュニケーション学科では，年度末に主ゼミ懇談会と称するものを開催してい

ます。これは，その年度の主ゼミ担当者と新しい次年度の主ゼミ担当者，それから，有志

の教員が集まりまして，今年度はどんなことをやったのか，何がうまくいって何がうまく

いかなかったのかといったことを情報開示して，そこで共有していくということをやって

います。

これが何年前から始まったか定かには覚えていないのですが，私が教務委員をやってい

たときに旧人文学科で始めまして，一種のFDの活動としても位置づけられるようなこと

が行われてきています。これが意外とうまく機能しているのではないかなと思います。 自

分の専門の授業を担当するのとはわけが違いますので，何をしたらいいのだろうというこ

とを私たち自身も思うわけですから， これまでの経験を蓄積されたものが伝承されてつな

がっていくという形をとっています。

ここから先は本当ならば最新の主ゼミの実践報告ができればいいのですが，今年度は私

は担当をしておりませんでしたので， 旧カリの段階で，私伊藤が担当した主ゼミの1つの

例をお見せしたいと思います。

これはシラバスに書いた文言そのままなのですが，大学で学問をするということはどう

いうことなのか。高校時代までの勉強を脱却していく過程を実感し，今後の大学生活でよ

りよい学びができる道筋を満たすことを目指すということを掲げました。

概要としては，資料とか論文を読むこと，人の話に耳を傾けること， 自分の足で街を歩

いてみること，考えたことを文章などで表現すること， これらを半ば楽しみながら進めて

いこう。グループ作業も取り入れて，学生同士のよき人間関係の構築も視野に入れましょ

う。こんなことを最初にシラバスに掲げておきました。

15回の授業の概要は， 1回目のイントロダクシヨンから始まりまして， 20人ぐらいのク

ラスですから，最初に自己紹介をしたり，人文諸科学といってもいろいろありますから，

どんなテーマを用いるのかとか’資料をどういうふうに探したらいいのだろうかとか， こ

の辺には図書館のガイダンスなども入れるのですが，それから，人にインタビューをして

みる，人の話に耳を傾けるとか， これは実際には街の人ということもありますが， ここの

〆
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分野に詳しい先生のところにアポをとって行って，アポをとるということも練習なわけで

すが,アポをとって行って，先生のアドバイスを受けることも組み込んでいます。

街歩きをしていろいろな監察をしてみたり，そういったものをもとに文章で表現する，

あるいは写真で表現するなどということを取り入れました。

最後のほうはグループ作業になっていきまして,研究転換を図っていって，最後に報告

会をして，花を飾ってというところで終わっております。

これは旧人文学科の話になりますが， 旧人文学科はいろいろな専攻分野がありまして，

私がやっております心理学もありますし，文学関係，歴史関係，哲学ももちろんあります

し， さまざまな分野があるのですが，その中で心理学に関心を持つ学生が非常に多いので

す。 ll専攻があるのですが, 120人ぐらいの定員のところで， ざっと半数近くの学生が，

当初は少なくとも心理学を専攻したいといってくるのが実情でした。

そういう中にあって，何か共通テーマを立てたいと考えました｡私は主ゼミは専門性を

余り出さないということが主眼なのですが， あえて心理学的なテーマに一見見える「自己」

を共通テーマにしました。

グループをつくります。 4～5人でグループをつくって， 4つつくりました。これは学

生に希望を言わせるのではなくて，名簿順に機械的に私が分けました。男女の比率を多少

考慮はしましたが，名簿順で分けています。その上で，哲学班，国際関係班，歴史班，文

学班というものをつくりました。あえて心理学班はつくらなくて， 旧人文学科にある専攻

の全体にまたがるような，特徴が出るようなグループをつくったのです。

「自己」 というテーマに対して，例えば，哲学という立場からはどんなアプローチがで

きるのだろうかとか’国際関係という立場からはどんなアプローチができるのかとか，歴

史にしても文学にしても同じですが，そういうことを考えてもらうことにしました。

学生は， 自分が例えば哲学が好きだから哲学班に入ったのではなくて，機械的に振り分

けられていますので， 自分が置かれた立場で， ここから新たに考えなければいけないこと

になります。

なおかつ，最初に書きましたが，それぞれの専門の先生にアポをとってアドバイスを受

けにいくということを奨励し， これは全グループがそれなりに実施をしました。

そのほかに，心理学だとか， あるいは国文学を専攻する先輩たち，私とつながりが深か

った学生ですが，彼らにも可能な範囲で，ボランタリーというか，私から依頼をして参加

をしてもらいます。つまり，教員である私からだけでもなく， ほかの先生だけでもなく，

先輩にも話が聞けるという状況をつくりました。

学生たちは，当初，大分戸惑うようです。突然そういう課題が与えられて， 「自己」だと。

自分は哲学班だと言われてもぴんとこないわけですが， しかし， どうにか資料を探すこと

などもガイダンスを受けて，図書館に行ってみたりいろいろなことをしてやってきたわけ

です。それから，哲学の先生とか文学の先生を訪ねていって， こんなことを考えているの

ですけれどもということをお話をしてアドバイスをもらってくる。
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そういったことでディスカッションを重ねていって，最終的には， どのグループも》専

門家の立場から見たら甚だ物足りないものかもしれませんが’ 「自己」 というテーマで4つ

のレポートが出来上がりました。

たまたまそのときの学生たちがムードメーカーもいたりして，かなりまとまりができて

きたのです。授業アンケートがありましたが，授業の満足度などを見ても，大体の学生が

非常に満足している， あるいはかなり満足したということを書いていました。

また， このときには後期には主ゼミがなかったのですが，先生，後期はないんですねと

いうことを言ってくれる学生もいました。

ただ，全員の学生がこういう形でいいものができましたというのではなくて, どうして

もグループ作業になじめないといった学生もいました。結局， このときは，最後に1人だ

けグループ作業に加われなくて， レポート作業に加われなかったので，単位の修得ができ

ませんでした。その学生は，今は記憶が薄れていますが，必修ですから，次の年度にまた

受講したと思います。

まとめなのですが， この主ゼミは，学生が選択できない授業，つまり，学籍番号によっ

て振り分けられますので， まず担当教員による内容のばらつきを大きくしない。もちろん

専門性を基本的には出さないということが必要だということを私たちは共通理解として持

っております。

先ほども申し上げました年度末に行っている主ゼミの懇談会は，それなりに有効に機能

してきているのではないかと思うのです。

ただ，悩みの種は，私たちはみんな忙しいものですから， なかなか日にちが設定できな

くて，全員が集まれないということもあり， また十分な時間を取れないなんていうことも

あり，それが一番問題点です。ただ，それさえクリアできればかなり有効なFDの活動の

一環になっているのではないかと私は認識をしております。

今，新カリキュラムになり， 冒頭に申し上げたとおり，通年，隔週という形になってお

り，現在はその締めくくりの段階ですが，前のタイプの前期開講がいいのか，隔週で通年

というのがいいのかどうか私はまだわかりませんし， まだこの評価はできないと思ってい

ます。

ただ，先ほどの話の中で，学生の声で， もう後期はないのですねなんていう声もありま

したから, 1年生にとっては，年間を通して担任の先生みたいな人がいて，一緒に定期的

な集まりの仲間がいてということはいいのかなとも思いますが，それもどういう学生が集

まっているのかとか， どういうカリキュラムを私たちが組むのかということによりますの

で一概には言えませんが，今やっている形でまたこの先は続いていくのだろうと思ってい

ます。

以上，簡単ですが，ありがとうございました。

○進行

い伊藤先生， どうもありがとうございました。
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各先生方への質問やご意見等々あるかと思いますが，時間の都合もありまして，各学部

の先生方の報告が終わってからまとめてという形にさせていただきたいと思います。

それでは，次に，教育学部の大谷先生，報告をお願いいたします。

○大谷尚子（教育学部）

教育学部の大谷です。

私も教育学部全体のことは把握しかねています。

原則としては，少人数で行うということになっているということなのですが，私は養護

教諭養成課程の学生1年生を全員対象にした授業をずっと95年からやっています。ですか

ら，教育学部の中でも少し異例な形かもしれませんが，私が今までやってきたことについ

て，資料に基づいて報告いたします。

まず1番目ですが，新入生の実態と主題別ゼミナールの意義ということです･学生を見

ていてこんな感じかなと思うものを①から⑥まで書いてみます。

まずは，学生の中には「養護教諭」になりたくて茨城大学の養護教諭養成課程に入って

きたひとが。，非常に強い思いで来ている人から，それほど養護教諭については知らない，

間違えてという人も時々います｡

それから,学問を学ぶ「大学」に魅力を感じたと強く思っている人も少しはいますが，

そんなことはわからず，ただほかの人が行くから程度の人もいます。

③は，茨城大学という大学の名前といいますか，茨城大学の特色を知って，その茨城大

学に憧れて来た人が◎でいますが，それとはまた別に， どこでもいいからセンター試験の

結果などでここに入ったという人もいます。

ということで，受験の段階で多様な思いを持って受験して，その中で受かった人たちが

大学に入ってくるというのが①から③になっています。

大学生になってから，様子を見てみますとこんな特色がありました。養護教諭という職

種を目指す者が集まっているのが40名のクラスですが，その思いも強さがあります。みん

なが集まっているから心強いと。今までだと，高校に養護教諭になりたい人は1人ぐらい

だった。それがこのクラスの全員が養護教諭になりたいのだ，すごいなと心強く，そうや

って刺激を受けるとプラスに考える人と，入ってみたら，養護教諭に向いている人がまだ

まだほかにいっぱいいて， 自分が養護教諭に向いていないのではないかと見比べてマイナ

スに考えてしまう者，それから，茨城大学に入ってくる人は県内が多いのですが， うちの

課程は県外の人も多いですが,そうすると家族から離れて1人の生活をします。これを自

由だ，やっと大学生になって家族から離れられたと開放感を感じる者が若干いますが，多

くは，孤独感というか， 自分で食事をつくらなければならない，寂しい， もう家に帰りた

いという思いを持つ者も初めのうちはたくさんいます。

それから，高校生活とは異なる「大学」の生活，一応茨城大学養護教諭養成課程の場合

は，学生はクラス制でほとんど一緒の授業を受けることが多いのですが，それでも自分で

カリキュラムをつくって， 自分の時間割をつくらなければなりません。そして，高校の担
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任の先生のようなきめ細かな指導はないです。それをプラスに考える者と，それから，マ

イナスに考えて， どうしていいかわからない，放り出されたような不安を感じる者がいま

す。

こういうような学生に対して，早く大学の生活に慣れてほしい。 さらには，養護教諭に

なりたいという気持ちを持ってほしいdそれから，養護教諭としての達成する姿勢を持っ

てほしいという思いでこの授業を位置づけました。

それを整理すると，私はAからFのようになるのではないかと思っています。

Aは， 「人間」を知り， 「自分｣， 「友人」を知るというふうにします。人とは「基本的人

権」を持つものであること，それから，一人一人異なる環境で育ち，個性ある存在，擁護

され，教育される中で育つ存在であるということを知ること，それをAとします。

Bは，自分を表現し，表現の仕方を磨いていく。個人的な思い，研究結果の報告などを

表現できるようにする。そのためには,， 自分の内にある感覚・感情，認識を抑圧しないで

受け止めるというふうにします。特にここはすごく大事だと思っています。今までの小・

中・高校時代の経験で, 自分の思いを気づかない， 自分がいろいろなことを感じたことを

抑えてしまっている， 自分の思いを発言することはかえってマイナスであると捉えている

学生もいますので，ここのところを特に大事にします。それから， 自分の思いを多様な形

で隣の人に伝える。優しさであることもあるし， 自分で甘える， ほかの人に頼るというこ

とも必要なことだと捉えています｡それから， 自分の思いを「感想文」 として言葉として

記述する。それから， 自分たちの思いを通信のほか多様な方法で表現し， クラス友人に伝

える。それがBのグループです。

それから, Cは，新しい環境の中で，多様で異色の友人と向かい合い，関係を築き合う

体験をするということで，関わり合いの中で相手を知る，相手の立場を知る，様々な観察

の視点に気づくということで，友達関係の中で学び合うということ，その体験をしてもら

いたいと思います。

Dは，特に私の授業は大勢の学生相手なのでグループ研究をしますので， 「グループ研究」

と， 「クラス全体での学び合い」 という体験も実感してもらい， 「共同で学び合う」ことの

意義を知る。それは，共同でやることでマイナスもあることはあるのですが，特にここで

は，大学に来てみんなで同じ空気を吸いながら学び合うことのプラス面を強調しています。

Eは，研究の進め方，発表の仕方を具体的に知るということで，知りたいことを探る。

研究の課題として，研究の方法を考え，実際に調べて， クラスの友人に伝える方法をまず

探して，そして研究結果を報告して，みんなの反応を聞き， また自分の発表の仕方を振り

返るということで， ここは全体が研究の進め方です。

さらに, Fは，養護教諭養成課程の学生の授業ということで， 「養護教諭」の特性につい

て理解するということで，特に研究するわけではないのですが， ところどころ，私は， こ

れは養護教諭の特徴だねという形でコメントを入れていきます。

次の裏のほうですが， この表は今年の4月の時点で学生に授業計画として示したもので
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す。一番右の欄，ねらいというところはありません。ねらいではなくて，実際には，学生

に，その都度，授業の感想文を書いてもらっています｡:A5の大きさで書いてもらったも

のの提出日を入れていますが，大体こういうものを配布します。

授業の中身は， 1時間目は出会いの場ということです。それから，グループは，機械的

に1番から4人ずつのグループにします。私の授業は，そのほかでも） 1年の後半とか2

年生とかいろいろな形で授業をしますが，今でも2年生になると，誰とでも向き合えると

いうことで， くじ引きでグループを分けたりしますが， 1年生の一番初めは，まずは名簿

順に並んで,そのまま名簿順にグループをつくるということです。

まずアンケートをします。緊張状態の中でどんなふうに養護教諭のことを思っているか，

どんな思いで大学に来たのかなどの評価をしております。それから2人組， 4人組という

グループで，隣の者同士質問し合うということとMB/Wはブラインドウォークです。ブラ

インドウォークというのは，一つは目が見えない人の体験をするということでよく使われ

ますが， ここは，私は，人に優しさを表現する， または甘える体験をするという意味合い

で使います。 1人が目をつぶり， 1人がそれを手を引いて学内を順番に歩いてみる。その

ときに言葉を使わないで，体だけで優しさ，頼ることを表現するというようなことです6

2人組を合わせて今度は4人組になって，お互いに知り合った人を紹介するというのが他

己紹介です｡

こういうことで，友人を知ることとか，信頼を感じることとか，甘えることとか，それ

から，背中に手を触れるとかいうことで，保健室の中で養護教諭がやることがありますよ

ねという形で話すとか，人の話を聞くことは養護教諭は大事ですよねという話をするので，

養護教諭がキーワードに入っています。このようなことを通して，前のページのC, D,

Fの目標に近づけるかなということです。

こんな感じで1つずつやっていきます。大学でクラスを分けて， あえて意図的に友達づ

くりをやってみるということです。 2人組， 4人組という形で，今までの中ではその次の

週もこれをやったことがありましたが，最近は，授業の関係，回数がどうしてもうまくい

かずに， 1回だけそれをして，次に2番目ではロールプレイが入ってくる授業になります。

子ども理解，人間理解のためということで，子ども虐待防止プログラム, CAPというプ

ログラムを私のゼミの4年生の学生に協力してもらって演技してもらいます。そこに1年

生の学生が手を挙げて劇に参加してもらう。そういう形で自分自身をちやんと表現してい

く。

さらには，子どもの基本的な人権について学びます。そして，皆さん自身も基本的な人

権を持っていますよという話をします。それから，細かいことを話してくれてありがとう

という会話をすることで，養護教諭とか教員の姿勢なども紹介します6そういうのが2番

です。

3回目は，振り返りということで，人が育つことということなのですが， ちょうどゴー

ルデンウイークのころなので，各人のスナップ写真を自分の家に帰って持ってきてもらう。
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そして，そのことからお互いに過去にこんなふうな生活をしている，それぞれが成育史が

違うことを体験し合う。それから， 1枚の写真からどんなイメージができるのかというこ

とを連想させるということをやります。それから, 「さつちやんのまほうのて」 という障害

者を扱った絵本ですが，そこから父母の言葉を推察させる。ここでもまた読み手がいたり

ということで， 自分も表現することをやります。それから， 4年生にまたここで登場して

もらって， 「葉っぱのフレディ」 という絵本を使います。ここにも一人一人がいろいろな環

境の中で育って）いろいろな色合いになっていくという話で，そこを引っ張り出して個性

の問題につなげます。

それから， 「石ころ」の中から自分の石を探すというのも，私のほうで石をクラス分プラ

ス何十個か余計に集めて，それを学生に取らせて，その学生が取った石を自分の自己紹介

として考えて，それぞれグループで発表します｡その後，私が回収してしまうのですが，

回収した後でまたその石ころを探しましょうということで,たくさんある石ころの中から

さっき出会った石にまた出会う，観察力によって自分の石ころを探せるということも大切

です。そのようなことをします。この辺はまだまだ学生がいろいろな形で少しずつ自分を

出しながら， また絵本って割といいなと思ってもらうことがあります。

そして， 5番， 6番では，図書館ツアー，半分の20人が図書館に行き，半分が別の作業

をするということになりますが，その間に表現の方法①ということで， このときにいろい

ろなアンケートの結果など少しずつ細切れにしながら，その結果をどういうふうに生かし

てA4の紙に資料をつくるかということとか， 自分たちで私が課題を与えたものについて

のプリントA4をつくる作業をします。こうやってグループで共同作業をすること，それ

から，資料をつくるという印刷技術もまたコメントします。こういうふうにすると見やす

いねとかということをするのが5， 6です。

それから， 7番， 8番は， もう既にいろいろな課題はあてがっているわけですが， 7，

8のところでは，表現の方法②として，絵本をつかってみる。 自分が小さいときに学んだ

絵本をそれぞれグループで話し合いしていく。それと童心に戻って自分のことが語れる，

また，それぞれの生活環境があったりすることを知った上で，話しやすい感じができるだ

ろうということで絵本を使うわけですが，今度は絵本をクラスに紹介するに当たってグル

ープの中から1冊を選ぶ。 1冊を選んで，それをうまくみんなに伝える。ただただ読み聞

かせるグループもあるし，最後のほうになると，擬音を使ったり， ろうそくを使ったり，

いろいろな工夫をしながら， ここも各グループに分かれて一生懸命努力してまとめていき

ます。ここは絵本を用いた発表の仕方です。

それから， 9番以降が，本格的な自分たちの研究課題を見つけて，研究方法をどうした

らいいのかを考えながら，研究の発表の仕方も，単に口頭で発表するだけでなく， ロール

プレーをするとか，紙芝居をつくるとか，いろいろな方法を編み出して，毎回毎回，教員

がコメントを言うことによってさらに次の週はいい発表になっていくという体験を通して，

みんながいろいろなことをやったから最終的なグループの発表ができたねということで，

一
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共同での積み重ねによる学び合いを進めていくことをします。そして， このときに，各グ

ループでは，聴衆，聞いているグループはプレゼンについてのコメントを言っていく，各

グループにコメントを言っていくことをします。

そういう形で14番が研究のまとめで，全部コメントを書いて， さらには，各グループで

自分たちの発表のよかったところはどうだったか， 問題のあるところを話し合うというこ

とになって，それをレポートにまとめて提出することになります。

さらに， 15番は，後期の専門の授業とのつながりになるのですが，母校参観をします。

高校，小・中学校のどちらでもいいのですが，母校に行って，保健室の養護教諭の先生に

会って， 自分が養護教諭になろうとしている思いを伝えながら， また，先輩から教えても

らうというようなことです。それをまたレポートにまとめます。A4でまとめたものを，

次の専門の授業，養護学概論のときに使うということになります。

以上， こんな形でやっております。以上が実践報告でした｡

なお，私も，ただただ学生にやらせているだけではなくて， 自分でも授業通信を発行し

て自分の思いを伝えていく努力をしてきました。例えば， タイトルとして「はじめのいっ

ぽ」 という形でやってみたり， 「しなやかに」 とか，そんなタイトルをつけながら， 自分の

思い， 自分が日常の新聞の中で気がついたことなどを取り入れて，それを養護教諭と結び

つけるような通信を作成するということもやったときがあります。今年度はちょっと忙し

くてできませんでした。それをやる時間的な余裕がだんだんなくなってきたなということ

が実感です。

以上で実践報告を終わります。

○進行

どうもありがとうございました。

引き続きまして，理学部の大橋先生に報告をお願いいたします。

○大橋朗（理学部）

理学部の大橋です。よろしくお願いいたします。

担当は化学で，専門は分析化学です。

本日は理学部の主題別ゼミナール実践報告ということで，私が理学部全体の主題別ゼミ

ナールについて把握しているかというと，そうではありませんで，私が今年行ったことに

関して報告させていただければと思っております。

作業の繰り返しになりますが，本日は，理学部，主に化学コースがどのような状況で主

題別ゼミナールを行っているのかということについて報告したいと思います。

さらに，今年度，私が行った内容についてもう少し詳細に報告したいと思っています。

最後に，来年度も私が主題別ゼミナールを担当させていただけることになりましたので，

本年度の反省点及び課題， どうしたらいいかということも簡単に報告したいと思っており

ます。

理学部における主題別ゼミナールの開講状況ということで,本年度はこのようなクラス
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で分かれております。

理学部はこの6コースに分かれておりまして，それぞれコースごとにクラスが配置され

ております。ほとんどのコースが担当者が1人で行っているのですが，地球科学コースに

関しましては4人から5人の担当者で行っております。詳細については詳しく存じ上げて

おりません。

学際理学コースというのは， ご存知の方もおられると思いますが，複合のコースになっ

ておりまして, 内容につきましては，例えば，生物と科学の内容や，地球科学と物理学を

合わせたような内容などが開講されています。

化学コースは4クラス開講されたのですが，担当された先生方を挙げさせていただきま

した。

受講者数はこのような数になっているのですが，この分け方についてですが，まず最初，

化学コースの主題別ゼミにおける学生を部屋に集めたのですが，その際，大友先生のとこ

ろの人数が10名を超えるような数で人気になってしまいましたので，そのときにある程度

の人数の調整を行いました。

その振り分けの際に，強引に振り分けるものではなくて， まず，それぞれの先生方が主

題別ゼミナールをどのように進めるつもりかということを簡単に説明しまして，話を聞い

て，面白そうだなというところに移っていただくという形で，大体均等になるように学生

を振り分けました。

それぞれのクラスの授業内容ということで，簡単に書いてありますので，先生方によっ

て中身はそれぞれ変わってくるのですが，主にコースの先生に関しましては，お話を伺っ

たところ，講義を中心に行われたということです。講義を行いまして，その講義に関して

学生にレポートを書かせるということを中心に行いました。

大友先生に関しましては，文献調査， あと講義も行って，それについて調べものとか発

表をし， あと，簡単な実験，図耆館の検索をやりました。

私と神子島先生は主に大友先生と似たような内容になっています。

私が大友先生の内容と一緒になったというのは偶然ではありませんで，昨年，私が主題

別ゼミナールを担当すると決まったときに， どのように行っていいか僕はわからなかった

ので，以前の担当者の方にどのような感じで行うかということを相談したところ，講義や

学生にいろいろな調べものをさせて討論させる。実験等もですが，そういうことを行った

らどうかということを教えていただきましたので，それを参考にさせていただきました。

化学コースに1年生で入ってきた学生というのは，実験が好きで多分化学コースに入っ

てきたのだろうということで，私の場合はほかの先生方よりも簡単な化学実験の割合を大

きくするということを私なりに工夫して行いました。

私がどのような講義を行ったかというと，今年は，専門が分析化学ですので，学生が興

味を持ちそうなテーマとしてこのようなものがいいのではないかということで，環境分析

についての講義を行いました。
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内容としては，重金属とか残留農薬の検出方法等について分析化学はどのように応用さ

れているかという講義を行いました。

また，後で話が出てきますが,施設見学で原子力開発機構の原研のほうに行きましたの

で，それと絡めるためにもエネルギー問題の講義を行って，施設見学をする際の予備知識

として必要なのではないかということでこのような講義を行いました。

講義が終わった後に，内容に関するレポート等を提出させております。

あと，この辺は雑談に近いものなのですが，化学コースに学生が進学してきましたので，

卒業するまでにどのような資格が取れるのか， このような資格を取っておけばためになる

のではないかというようなことを，雑談程度ですが，講義として行っております。

講義以外にも，学生に自主的にいろいろ化学に関するテーマについて調べさせて，発表

会等，討論会等を行っております。

学生がどのようなテーマを調べるかということは，私もある程度提案しましたが，主に

学生全員にどのようなテーマを調べたいかということを1週間ぐらいかけて考えてくるよ

うにと指示をして，それで挙げさせました。その中から，私が提案したものを含めて， ど

のようなものを調べたいかということを話し合い，多数決によって4つほどに絞りました。

テーマとしては，本年度はこのようなテーマを学生が調べることになりました。

12人いましたので， 3人1組， こちらは私が名簿順に適当に振り分けました。それぞれ

のテーマを4つに分けて調べさせ，発表会を行いました。

発表は3人で行いましたので， 3人全員がそれぞれ分担して発表するようにして，質問

等は全員が行うようにという指示を出して，必ず全員がするようにしました6

発表以外にも実験等も行いました。理学部では， 1年生ですと化学実験が授業として組

み込まれているもので，必要ないと考える方もいるかもしれません。それ以外にも，せっ

かく化学コースに入ってきたので，いろいろな面白い実験がありますので，それについて，

授業というよりも，化学で遊ぶ，化学を好きになってもらおうという意味も込めましてい

ろいろな化学実験を行うことにしています。

やりたいテーマに関しましても，私が提案したテーマもあるのですが，学生からこんな

テーマをやってみたい， こういう実験をやってみたいということを挙げさせまして，多数

決によってどんなことをやるかを決めさせました。

内容に関しましては，高校でやっているような化学実験等も含まれておりまして，例と

してこのようなものです。

実験自体は，今年度に関しましては3日間ぐらい行いました。実験としてはちょっと数

が多すぎるのではないか。今年度の反省としてはそういうことです。

実験自体は， 2人から4人の組に分かれて実験を行いまして，それぞれの実験に関して

私が簡単な解説をするという形で， レポート等については特に提出させませんでした。

最後に，施設見学ということで，化学に関する学外の施設見学を行おうということを企

画しました。図書館ガイダンスは学内なのですが，本年度は日本原子力開発機構に見学会
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で行きました。これに関しましては，本来，化学コース全体で募集をして，本当は20人ぐ

らいを連れていきたいと考えていたのですが， 1年生は授業がいろいろ詰まっておりまし

て，主題別ゼミは月曜日の5時間目に行っているのですが， 月曜日ではちょっと無理とい

うことで金曜日の午後にしたのですが，それでも授業が入っている学生等がおりまして，

結局， 8人ぐらいしか集まらなくて， 8人で行きました。

移動につきましては，バス，電車で移動後，東海駅から原研のバスで移動するという形

です。

説明自体は1時間半く､らいのものでした。

この申し込みにつきましては， インフォメーションプラザ東海というところがこのよう

な見学会について取り仕切っておりますので，そこに連絡して行いました。

原子力研究開発機構以外にも，いろいろな候補として，県立図書館や，協和エンジニア

リングや，茨城県の化学調査研究所等いろいろ考えたのですが，図耆館は月曜日は開いて

いないということがありまして， こちらはってがなかったというか，講座の先生にお願い

しようと思ったのですが， ちょっと・ ・ ・ 。

あと，化学調査研究所も面白いかと思っていたのですが，内容が分析化学に偏りすぎる

ということで，化学コースの学生にとってはちょっと専門的すぎるかということで，今回

は原子力研究開発機構にしました。

最後に，感想及び反省点ということで，いろいろ調べもののテーマ等，実験を学生にや

りたいことはないかとテーマを出させようとしたのですが，入ったばかりということでな

かなか慣れていなかったかもしれないのですが， 1年生はちょっとおとなしい学生が多く

てなかなか意見が出なかったということがありました。結局，私がいろいろテーマを挙げ

てやるという形になって， どうしても私が主導の形になってしまいました。

あと，化学実験を3日間く、らい行ったのですが，感想としましては，化学に入ってくる

学生なのに，高校で実験を行っていなかった学生がおりまして，そういう学生には特に喜

ばれたなということが感想です。

ただ，実験というのは一人一人がやることが望ましいので, 10人ですと，器具や試薬の

関係上なかなかできないので，本当はもうちょっと少ないほうが実験を行うにはよかった

かなと思います。

あと，本年度は原子力研究開発機構，原研に行ったのですが，その際，説明が1年生に

はちょっと難しすぎたということがありまして，場所を含めて， もし行くのであればほか

のところがよかったかなと思っています。

また，時期としても,授業があってなかなか参加できないということで，夏休みなどに

したほうがよかったのかなということもあります。

最後，先ほどの説明とダブるところがあるのですが，実験とかゼミという観点からする

と，化学コースに関して言えば， もうちょっと少ない5人ぐらいのほうが本当は濃厚なゼ

ミができるのではないかということが私の感想であります。
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以上です。

○進行

どうもありがとうございました。

それでは，予定では，次は工学部の森先生の報告ということなのですが，都合により，

菊池学長の御挨拶を先にちょうだいいたしたいと思います。

○菊池学長

本日はご苦労さまです。

本日は一日中予定が入っておりまして，無理を言いまして間に入れていただきました。

教養教育のFD研修会というのは，学部長時代から時々顔は出して聞かせていただいて

はいたのですが， 当時は出席者も少なかったと思います。 しかし，本当にこのFD研修会

というのはとても大事だろうと思っています。

さて，若干教育に関して話させていただくと，平成8年に，本学では，いわゆる大綱化

ということで，教養部が改組になって，現在の本学の教養教育の枠組みが出来上がりまし

た。それから11年も経つわけです。

学長に就任する前からなのですが，そろそろ枠組みも含めて見直すというか，点検評価

が必要なのではないかと思っておりました。

昨年ですが，延び延びになってしまったのですが，教育研究評議会の中にワーキンググ

ループをつくりました。この11年間に本学の教養教育の枠組みと中身が果たした役割成

果，それから， もちろん，その中での問題点，課題を常にレビューをしておく必要がある

と思っております。そういった役割を期待してお願いしているわけです。

そういう中で，昨年の暮れの，国立大学協会において，国立大学の教養教育の現状につ

いての調査報告書が出されました。これは，教養教育を実際に担当されている方たちが中

心になってまとめられたものです。報告書では， このままでは国立大学の教養教育はもう

終わりだと，お金も人もなくなっていき， もうだめになってしまうのではないかとの強い

危機感が表明されています。特に，教養教育よりも専門教育を重視する傾向が， ますます

強くなっていることも問題であると指摘しています。たしかに，大綱化以降10年以上経過

し，教養教育は数多くの問題や課題を抱えていることからも，今回の報告書をもとにさら

に議論を詰めていく必要があるだろうと考えています。

私が報告書にざっと目を通した中で感じたのは，それぞれの大学の取り組み方が違って

きたなということです。もちろん，先ほど言った枠組み，つまり，各大学が教養というも

のを一体どう考えているか，国立大学の役割としての教養教育をどう捉えるのかについて，

広がりというか，幅というか，違いが出てきているのではないかという気がします。もち

ろん，それは教養教育をどう運営していくのかという体制や組織の問題の違いとなってあ

らわれてもいます。

さて,私たちの大学はどの辺に位置するのかというと，私は，率直に言って， これは私

が就任する前から始まっていることですが，私は相当に頑張っている方だと思います。ほ
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かの大学の事例などを見ても，いろいろまだまだ問題点や課題は多いと思います。しかし，

全体として見て，相当頑張っているとの印象を持っております。

ただ，そうは言っても，今， ワーキンググループをつくり，そこでいろいろ幅広く議論

をしていただいておりますが，一方で, FDの方ではテーマが割と絞られて議論がされる

ようになってきているところが，私は相当進んできていることの証拠だと思います。

本日は主題別ゼミナールがテーマでした。教育学部にいたときのことを話しますと，総

合学習担当だったわけです。私がいつも思っていたことですが，総合って何だろうという

ことです。大学人というのは，みんなオムニバスというか，いろいろのものを寄せ集めの

ところから何か新しいものが生まれてくるのではないかと考えるのですが，総合科目など

もどうしてもそういうふうになりやすいのです。考え方としても，実際の方法論の問題等

でもそういうふうになりがちです。一体何が総合なのか。 この中で何を目指すのかという

ことが私にも正直言ってつかみかねていたことです。

国立大学の大きな役割として，充実した教養教育があります。 もちろん，従来の教養教

育の役割に加えて補習教育や接続教育など，いろいろなものを多様に含みつつも，その中

で，私たちの大学として，教養教育についてどういうメッセージを社会に対して打ち出せ

るのかということが課題としてあるのだろうと思っています。その意味でも， この研修会

の役割は大変大きいと思い，期待しております。

○進行

どうもありがとうございました。

それでは， 引き続きまして，主題別ゼミナールの実践報告ということで，工学部の森先

生に報告をお願いいたします。

○森善一（知能システムエ学科）

「工学部」 ということでご紹介を受けたのですが，私のところも自分の学科である知能

システムで行った主題ゼミナールについて報告させていただきます。

この授業の目的は， 「学生の自主・創造性を高める」 ， 「協調性，プレゼンテーション

能力を高める」 ，それと， 「スケジュールに沿った作業を遂行できる能力を伸ばす」 とい

うことを目的としました。つまり， “学生主体の授業”を行うということです。

授業の進め方なのですが， グループに分かれまして，その中でまずリーダーを決めます。

教員はスーパーアドバイザーというか，できるだけ黙っていようと取り決めておりました。

学生たちは自らのプロジェクトを決めて，それを具体化していきます。市場調査や開発期

間・開発コスト ・売り上げ等を考えてプロジェクトを練り上げ，授業の途中と授業の最後

にプレゼンを行います。 「説得力があって，創造性あふれるおもしろいプレゼンにしてく

ださい」 と最初に学生に伝えました。今回のテーマは“近未来の便利アイテムの開発”と

しまして， 「これに沿ったプロジェクトを自分たちで自由に考えるように」 ということで

始めました。

昔の人から見ると，テレビや， ファックス・携帯電話・クレジットカードなどは未来の
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アイテムであり，想像上のものでしかなかったわけですが， これらは今の人にとっては当

たり前のものとなっています。同様に「今から見れば何がこれに当たるかというのを考え

てみましよう」 ということが今回のテーマとなります。ただし， あまりにも非現実的なも

の，例えば“タイムマシン”や“どこでもドア，，みたいなものを採り上げられますと何が

何かわからなくなってしまうので， 「そういうのは止めるように」 と言いました。

注意点としては， 「共同作業で実施する」 ， 「発想がユニークである」 ， 「開発期間と

かコストとかが実現できるプロジェクトである」 ということです。あとは， 「実際に見え

る形で示すこと」 ， 「話だけでなくて，図やCAD・模型・レゴなど，何でもいいから，

このようなものですという形のあるものを創ってください」 と言いました。

プレゼンテーションは，報告会を年3回行うのですが，それはパワーポイントを使いま

す。ただし，パワーポイントにかわるようなものがあるので，それを使っても良いです。

中間報告は2回行います。最初の報告では，進捗状況や， グループでどのような案が出た

かについて発表します。そこでは「このような複数の案が出ました」 ということを言いま

して， 2回目の報告で「いろいろ出たけれども，話し合った末， これに決定しました」 と

いうように決定案を示します。そして最終報告において，それについてもっと深く突っ込

んだものを発表します。中間報告は， 1回目は7分， 2回目は15分で行い，発表者はグル

ープの中の数人としました。最後報告は15分を持ち時間として，各グループの全員が発表

を行います。

報告書は毎回報告書と最終報告書に分かれまして，毎回報告書は毎回のミーティングの

際に提出します。教員を含む人数分を用意しまして，それをみんなに配り，毎回の話し合

いを行います。毎回報告書については， 「内容については問わないので， とにかくA4用紙

1枚分以上書くように」 と告げます。これを甘くしますと徐々にミーティングがだらけて

きますので， 1枚以上のものを必ず出すように徹底します。毎回のミーティングでは，報

告書を各教員とほかのメンバーに配って， 「私は今回こんなことを調べてきました」 とい

うようなスタイルで，その報告書に基づいて行います。最終報告書は，最後に一回， まと

めたものをグループで1部提出します。その枚数はA450ページとしました。 50ページと

いうのは卒論ぐらいの枚数ですが， このぐらいのものを6人なり7人なりでまとまって，

1人10枚程度書けばこれが出来上がる勘定になります。これを行うことで, 4年生になっ

たときに「自分たちが卒業するときにこのぐらいのものを書くのだ」 というイメージがで

きますので，将来的にも役に立ちます。今回の結果では，全グループが50ページ以上書い

てきました。最終報告耆の内容はこのようなものです。テーマの目的とか， 自分は何をし

たか，市場調査とか売り上げ， この売り上げというのは， 自分のアイテムがどのぐらいの

期間でどのぐらい売れるかの予想ですが，それらを書けばよりリアリテイが出ます。市場

調査， 「これは良いのです」 と勝手に言っているだけではなくて，第三者，大体は自分た

ちの身内とか学生でアンケートをとってくるのですが， とりあえずはアンケートで， こう

いう商品をほかの人はどう考えているのですかというのを聞いてくるということをやつ
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て， あと考察と提言，反省と展望というようになります。

学外調査については， 「自分たちのプロジェクトと関係ある企業を訪問して，会社見学

と意見交換をやるように」 と言いました。 しかし， 日立の場合， どれほどの企業が近くに

あるかと考えますとそれほど多くはありませんし，東京などの企業を訪問するのでは交通

費がかかってしまい，その費用は学生が支払うことになりますので， 「これは必須でない

けれどもぜひ実施してもらいたい」 という程度に留めました。学外調査のメリットとして

は， 「自分たちのプロジェクトを客観視できるようになって， 自信を持って最終プレゼン

に臨める」 「社会勉強を行う絶好の機会である」 「就職活動に役立つかもしれない」 と言

ったのですが，残念ながらこれを実施したグループはいませんでした。必須にしたらでき

たのでしょうが， 自主的にというと， これは難しかったです。

ガイダンスの際に与えたアドバイスとして， 「自分たちがサークルなりバイトなりでい

ろいろなことを経験していますので，それを踏まえて得意分野を使ってやってください」

「リーダーは立候補してください」 と言いました。 リーダーは立候補にといってもみんな

尻込みしますので， 「リーダーは成績がよくなるよ」 と言ったところ，少し‘‘く、らっ”と

来る学生もいました。ただし， これは結果的なことでして， リーダーが頼りないと全体が

しらけムードになりますので， リーダーはやらざるを得ないところがあり，実際にまじめ

に取り組むから成績が上がるという仕組みです。結果的には， リーダーはどの班も良い成

績だったと思います。

「プロジェクトはオリジナリティーが大切だ」 「誰かがやったのを， 同じことをいくら

調べてもだめだ。新しい切り口でやってくれ」 と忠告を与えました。それに加え， 「ベス

トよりもベターだ。ベストをこだわると途中で行き詰まってしまうことが多々ある。良い

プロジェクトというのはそんなにあるはずが無いので， 『この点はだめだけれども， ここ

を見てくれ」みたいな感じでやればいいのだよ」 とアドバイスしました。最初からいきな

り一本でやると行き詰った場合どうしようもなくなるので， メンバーが分かれ2～3本く

らい並列に動かして， よさそうなものを伸ばしていくということでやりました。 「うまく

いったら，いわゆるベンチャーのコンセントがあるから，そこで100万円もらえるよ」 と

励ましました。

次に，今年度の具体的なプロジェクトを紹介します。グループの数はA班からH班まで

の8つでした。幾つか具体的にいきますと，例えばA班の場合は， “ボール型タイヤをも

つ電動車いす”の提案を行いました。ボール型タイヤですので，回転半径を小さくでき，

凹凸のあるところでも安全に走行できると主張していました。 “言葉を自動で記録して要

約する機械"，つまり，ただ記録するのではなくて，人の話を理解して要約する装置を提案

している班もありました。また， “リアルに体験できるネットショッピング”ということで，

インターネットの写真では分からない，サイズや肌触りなどをリアルに表現できるシステ

ムを提案している班もありました。また，花粉症の人を対象に，単なるマスクのかわりに，

ここのところに空気が出て，エアバリアーによってマスクのかわりにするアイテムを簡単
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な実験を踏まえて発表している班などがありました。

授業を終えてみて， 当初は， 「毎回の報告書は60％で，全体の報告書は20%,プレゼン

テーシヨン20%で成績をつけよう」 と言っていたのですが，各教員間でばらつきがあると

まずいので， あと， 「話し合いを積極的にやる」 ということも評価に加えました。その結

果, ｢C, D, Eは欠席回数に応じてつけ,A+,A, Bのあたりは，報告書を30%,話し

合いの積極性を30％入れて，それで成績をつけましょう」 と決めました。これでやってみ

るとこのぐらいの成績でした。A+というのはリーダーとか積極的にやった人で，大体の学

生はAでした。 この授業は結構しんどいので， ほかの授業との比較を考えても,Aがこの

ぐらい出ても良いのではないかと思います。

中間発表のときのアンケートでは， 良かった点としては， 「意見の交換がお互いにでき

て非常に面白い」や「共同作業ができて自由な雰囲気である」 ， ｢チームで立案・実行と

いう機会は少ないので，絶対に役に立つ経験だと思う」 ， 「実践的」 ， 「討論する力がつ

く」 ， 「自主性が生まれる」 ， 「自己主張ができるようになった」 というような意見があ

りました。逆に， 良くない点としては， 「目標設定，近未来の便利アイテムというのは余

りにも広すぎてよくわからない」 というのがありました。あと， 「テーマが難しかったり

して空気がまずくなる」 というのもありました。

全部終わってからのアンケートでは， 「とにかくしんどい」や「放置される割に求めら

れるもののハードルが高い」 ， 「近未来の便利アイテムというテーマは重すぎる」 ， 「テ

ーマが悪すぎる」 というのがありました。 「テーマが悪すぎる」については，多分， 自分

たちがしんどかつたので，何か“はけ口”というか，それがテーマの悪いというところに

集まったのではないかと思います。近未来の便利アイテムというのは私が考えたのですが，

私はそれほど悪いテーマとは思っていないのですが． ． ． 。あまり狭いところで，例えば，

IT産業に絞ってしまいますと, 8班もあると， アイデアが集中してしまい， 「それはそ

れで変にライバル的になって， ちょっと主旨とは違うのではないかな」 と思い，わざと広

めにとっていました。これについては，今後考えます。

アンケートの全体評価ですが， 1， 2， 3あたりが中間ですが，最終的には良い方向に

行ったので， 「全体として，みんな良かったのではないかなあ」 と思いました。次回の課

題としては，やはり ‘‘教員の役割”が一番重要なところだと思います。 「どこまで口を出

すべきか」 というところが難しいところです。

以上です。 どうもありがとうございました。

○進行

どうもありがとうございました。

では，最後に，農学部の中島先生に報告をお願いいたします。

○中島弘美（農学部生物生産科学科）

最後の報告書になります。

農学部生物生産学科動物生産カリキュラムの中島といいます。どうぞよろしくお願いし
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ます。

農学部の主題別ゼミナールですが，私どもは2年時生が対象になります。大体130名前

後に対して7つの授業科目が開講されています。ほかの学部の報告と同じように，私が担

当しています動物生産の科学について報告させていただきます。

本日の報告内容ですが，簡単に， まず授業概要を報告して，実際に今年度の実施内容を

紹介させていただきます。

3つ目として，重点と成果，重点といっても大したことはやってないのですが，昨年度

と今年度の違いについて報告して， 4つ目は，授業アンケートから問題点を抽出して，そ

れの改善策という順番で報告させていただきます。

まず，授業概要ですが，動物生産科学カリキュラム，私ども， 7つの教育内容がござい

ますので， この動物生産科学の主題別ゼミナール，オムニバス形式で実施しております。

講義， あるいは現場見学を実施して,各教育内容に対して7つのテーマをそれぞれをつ

くっていただいて，それに対応するような形で，受講者を出席番号順に7つのグループに

分けてテーマを与えています。各グループは，調査， 自主学習をして，パワーポイントを

利用して発表をしていただいてます。

最後に発表会は，動物生産科学カリキュラムの全教員が参加して,行っております｡

実際の授業内容ですが， このガイダンスの前に，農学部では， 4月，最初の授業のとき

に2年生全員を集めまして，それぞれ主題別ゼミを担当します教員が出てきまして，簡単

な紹介をして，その後は学生の振り分けをします。基本的には学生の希望をもちろん中心

にして，各クラスバランスよく人数割をします。その後，それぞれの担当者のほうに学生

が連れていかれまして個別のガイダンスをします。私の場合ですが，ガイダンス・グルー

プ分け，機械的に分けさせていただいてます。

2番から8番までがそれぞれ7つの教育内容の実施，各人,教員の実施裁量に任せてや

っていただいています。私は，動物の病気の話をしたり，あるいは多頭数省力管理型牛舎・

見学， こういう内容でやっております。

9番が発表の準備ということで，パワーポイントの作成で，大体2～3回をとって，私

も一応教室に残っていて，学生からの質問に対して待っているような状況ですが，時間内

で終わらなければそのまま続けていただくという形をとっていただいて，最後にグループ

発表を実施します。

重点と成果，大したことはやってないのですが，私自身はこの主題別を担当して4年目

になります。昨年までは発表の媒体をOHPでやっていたのですが，学生アンケート， あ

るいは発表準備などの様子を見て，学生のほうから， この時代ですから, OHPでなくて

パワーポイントでやらせてくれというようなことがありましたので，今年はパワーポイン

トで発表してみました。最初はどんな具合になるのか不安だったのですが，意外と学生さ

ん，簡単につくっていただいて，例年にない発表会ができました。

アンケートですが，評価点は4.368が集計した数字らしいです。これがどういう位置づけ
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になるのか私はわかりません。ただ， この授業を履修して全体としてよかったですかとい

う問いに対して， 90％の学生が，大変よかった， あるいはよかったと回答してくださって

いるので， まあまあ有意義な授業なのかなと， 自分で思っております。

問題点ですが，授業の仕方や進め方で改善すべき点があればという問いがアンケートの

中にあったと思います。学生のほうからは，板書の仕方， あるいは配付資料，参考文献の

提示という指摘がございました。

自由記載のほうでは， もっといろいろなところへ見学の機会が欲しかったという声がご

ざいました。

改善策ですが，学生から指摘がありました板書の仕方については， カリキュラムの各教

員の方に改善していただくように連絡いたしました。

配付資料，参考文献の提示につきましては，配付資料については実施しているはずです

が， もう一度再確認を各教員にお願いしております。参考文献の提示につきましては,私，

シラバスの中に「テーマに関する資料は自ら探索することを求める」 と明記しております。

ただ， これでは学生さんに可哀想なものですから，ガイダンスの最初のときに，何かわか

らないことがありましたら，私を初め動物生産カリキュラムの先生方に聞きに行ってくだ

さいとしています。先生方は皆さんを待っていますからということで， ほとんどがこの機

会を逃さないで先生とのコミュニケーションの機会にしてくださいというような案内をし

ております。

最後に，現場見学についてですが，昨年までは4カ所ほど現場見学を実施していました。

今年度は2カ所になってしまいました。

実施できなかった理由としましては， まず，受け入れ先の都合もあるのですが，それと

あわせて，基本的に見学はばらばらに行くのも大変なものですから，貸し切りバスで行っ

ていますので，その費用を研究費から捻出するのにちょっと苦慮しています。

3番目に，私どもの農学部では授業を4講時という時間に設定しておりますので， どう

しても時間的な制約があるので， あとは受け入れ先の都合があるので， うまくいってない

ので，来年からはカリキュラム内で協議していきたいという状況です。

以上，報告を終わります。

○進行

どうもありがとうございました。

それでは，時間が5分程度ありますので， ここで，今までのご報告に対しての質問， あ

るいはご意見等々を承りたいと思います。挙手にてお願いします。どなたかいらっしやら

ないでしょうか。

日立地区，阿見地区の方， よろしければ質問， ご意見等々をよろしくお願いします。

○質問

日立地区から質問があるのですが， よろしいでしょうか。

○進行
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お願いします。

○質問

理学部の先生にお尋ねしたいのですが， 月曜の5講時に実験をやられたとおつしやいま

したが， これはすべてそれで終わるものなのですか｡

○大橋

お答えします。

5時間目で1時間で終わるような実験を選んで行っております。そんな難しい実験を行

っておりませんので，高校でもできるような実験内容が多かったので，多分，高校でも1

時間程度で終わるような実験内容ですので，今回， 1時間半を見ますので，十分対応でき

ます。

○質問

レポートはなしと言いましたが，出席が主なのですか。

○大橋

実験に関してはレポートがないという意味です。成績に関しては，発表会の内容及び講

義の後に提出するレポートに関して， あと，出席も当然入れておりますが，そういうもの

で判定しております。

○質問

金曜日に行った見学というのは採点の対象になるのですか。

○大橋

これは自由参加という形をとりました。

○質問

ありがとうございました。

○進行

そのほかに，質問， ご意見等々ございませんでしょうか。

なければ，私から一つ，各先生方，いろいろな主題別ゼミナールの中にたくさんのテー

マを設けていらっしやるようですが，大橋先生の挙げているテーマの中に幾つかあるので

すが，個人的な興味から，その中に一つ,ニセ化学というのがあるのですが，それについ

て， どうしてそれになったかということの説明をお願いしたいのですが。

○大橋

テーマに関しては，学生がいろいろ挙げさせた中にニセ化学があったということで，多

数決で決めたので，学生がこれが面白いと思って選んだということです。

テーマに関しましては，今年の反省としましては， ちょっと広くなりすぎて，全体の授

業としてのテーマが拡散し過ぎてしまったというのは確かにあると思います。何を調べる

かというテーマに関して，化学に関すれば何でもいいという方向でやったのですが，来年

以降は， もう少し絞った，私は分析が専門ですので，それに関したもののほうが学生とし

てもよかったかなということが反省点としてはあります。

－187－



○進行

よるしければ，ニセ化学というのはどういうテーマなのかということをお願いします。

○大橋

ニセ化学に関しては，マイナスイオンとか，ゲルマニウムのネックレスとか，世の中に

出ている，化学と名乗っていますが，怪しいようなものについて学生が調べてきて，それ

がどういう効果があるというような感じで売っているかとか’それに関してこういう点が

怪しいのではないかというのを学生が調べてきて発表したという形になります｡

○進行

ありがとうございました。

そのほかの先生方にも若干お聞きしたいことがあるのですが，時間の都合もありますが，

どなたか， あと1件程度ございますか。

○質問

森先生にお伺いしたいのですが，評価のところで, A, Bがシフトしてきたのはわかっ

たのですが，上のところにB, C, Dの評価が出席の回数などで決定するとしていたよう

な資料が出ていたような気がしたのですが， あれはあれだけでほぼ決まってしまって，欠

席しても，ほかのことで頑張ってAになったりA+になったりということはあり得ないので

しょうか。

○森

今回はございませんでした。 「欠席しているのに，良いアイデアが出る」 というケース

は非常に稀で，逆にやる気のある学生は残ってでもやるというか， ほかの授業が終わって

からでも集まってみんなでやるというぐらいの子がいる中で，来ない学生で， 良いアイデ

アというのはなかったです。

○進行

よるしいでしょうか。

では， 引き続きまして，パネル討論を始めさせていただきます。

その前に， まず，人文学部の教務委員長の鈴木先生から， 「主題別ゼミナールと接続教

室」 ということで基調講演をお願いしておりますので， よろしくお願いいたします。

○鈴木敦（人文学部）

ご紹介いただきました人文学部の鈴木でございます。

基調講演ということで, 10分程度話せと言われております。

私きょう，冊子を配らせていただいておりますので， ちょっと説明させていただきま

す。

この冊子なのですが， これは，私が， 1年生向けの教養の授業とか， あるいはオープン

キャンパスとか, あるいは出前授業で配布させていただいているものなのですが， もとは

といえば，教育学部の尾崎先生のもとでつくらせていただきました「高校・大学間の接続

教育を考える人文系分野の場合」 という報告書，平成15年10月発行なのですが，それの
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第4章の抜き刷りでございます。本当はこの冊子のほうをお配りさせていただくときよう

の趣旨に一番合ったのですが， これはほとんど残りがないものですから，抜き刷りのほう

をお配りさせていただいております。

本日，皆さんの実践報告をお伺いいたしまして， どの学部でも，皆さん，大変創意工夫

を凝らして主ゼミをなさっているのだなと感心いたしました。私も主ゼミに関してはかな

り思い入れのある人間なものですから， こいつはしめたと，皆さんのお話を伺いながら，

これは使える， これも使わせてもらおうとか， メモさせていただいておりました。多分，

来年度には主ゼミの担当が回ってきますので， きようの収穫物を大いに使わせていただこ

うと思っております。ありがとうございました。

私は主ゼミネタでこの報告書をつくっているのです。これは私が平成15年の前期に主ゼ

ミを担当したときの学生たちの文章に， さらに私の主ゼミに協力してくださったいろいろ

な先生方に書いていただいた文章をまとめてこういうものをつくりました｡それがなぜ主

ゼミ報告書でなくて,人文系分野の接続教育を考えると題されているのかということなの

ですが，それが本日のここでお話しさせていただくことの直接のつながりになってくるの

です。

平成13年度に，教養教育に関して，特に接続教育という観点からいろいろな議論がなさ

れました。そのとき，私はたまたまそういう議論に参加する委員であったために，はから

ずもそういう議論の場にぽんと出ることになってしまいました。

接続教育はそれまでほとんど意識したことがない言葉でした。今，大分ふてぶてしくな

っておりますが， 当時はまだ純情で，怖そうなおじ様方に挟まれて聞いていた。いろいろ

な学部の先生方がいろいろおつしやるのです。テーマは主ゼミではなくて，接続教育,ブ

レは全くないのですが， どうも話がかみ合わない。皆さんもそう思われたらしくて，何か

変だねという話になって，いろいろと詰めてみたら，結局のところ，接続教育というもの

の定義といいますか，概念というものが，極めて単純化して言えば，理系の先生と文系の

先生で全然違っていた。それをベースに接続教育といった話をしたものですからどうも話

が合わなかったということがわかったわけです。

ごくごく簡単に申せば，理系の先生方は，入ってきた1年生が， 自分のところの専門で，

化学なら化学をやるとなったときに，高校のときに化学をやってなかったなどという学生

がいて全然授業にならない。よって，それがちやんとできるように接続する教育が必要な

のだというお話をされていたわけです。

文系の教員は何を言っているかというと，例えば，私の場合で言えば，専門は中国考古

学でございます｡高校の授業で言えば世界史になるのです。世界史の授業を受けてこなか

った学生が私のところへ来て，では， 中国考古学の勉強ができないかというと,全然そう

ではない。つまり，化学のことをやってこなかった卒業生が大学へ来ると，化学の専攻は

できないという理系の先生方の自明のことに対して，文系の私などは，高校で世界史をや

ってこなくても別に中国考古学はできますよということです。
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そこで文系にとって必要な接続教育というのは何かといいますと，高校の世界史， 日本

史でも何でもいいのですが，高校での歴史のお勉強は何かというと，教科書，あるいは先

生の説明をいかに効率よく頭に入れて，試験のときにいかに効率よく正確にリフレーズす

るか, これが高校の歴史のお勉強だったわけです。

大学での歴史の勉強は何かというと，いわば教科書に書かれているような通説をざっと

読んでまずは理解する。そこまでは高校と同じなのです。その先です。その先で，通説は

こう言っているけれども本当なのかと疑いを持つこと，そして，疑いを持っただけではな

くて， 自分で調べて，その結論を論述する， あるいは主張する。それこそが大事なのです。

ただただ無批判に覚えることが歴史の勉強と思った人間に対して，疑ってかかれというま

るっきり正反対のパラダイムシフトを求める。これこそが大事なのです。文系の接続教育

とはパラダイムシフトなのだということだったわけです。

ですから，単純化すると，高校の欠を補うことを主張する理系の先生と，高校的な勉強

を否定するようなことを主張する文系の先生がしやくっているわけですから，それはかみ

合うはずはない。それはそこにいた人間はお互いに合点がいったのです。相互理解が進ん

だということでしょう。

そういう理解は進んだのですが， 当時の議論がどういう方向へ進んだかというと， まず，

何はさておき，理系にとって，高校でやってこなかった人が入ってきてしまうという現実

があって，かつ，それが決定的な障害になって理系の大学の教育に破綻を来す。だから接

続教育というものをやらねばならない。つまり，高校の補習という意味での接続教育をや

らねばならないというのが焦眉の課題だったわけです。

その結果として，現在の教養科目で，分野別教養科目と分野別基礎科目とに分ける。分

野別教養科目は従来型のリベラルアーツだ。分野別基礎科目というところで理系的な意味

での接続教育，すなわち，高校での補習的な授業をするというような枠組みができてしま

ったわけです。

私としては，主張していたパラダイムシフト的な教養教育，接続教育というものがさっ

ぱり顕在化しなかったので，残念に思いまして， 1年間， ぐずぐず考えていた。そこへ平

成15年度の前期に主ゼミが回ってきたものですから， これ幸いと， 自分の主張する文系に

とっての接続教育，すなわち，パラダイムシフトを大いにやらかしまして，勢い余ってこ

ういう報告書までこしらえてしまったということなのです。

きょうのテーマは主ゼミでございます。私は他学部の主ゼミの状況についてよくわかり

ませんでしたので，それまでは， これもきっと積み上げ的なことをされているのだろうな

と思っていました。 ところが， きょう，伺ってみますと， どこの学部の先生方もパラダイ

ムシフト的なことを重視されたことをされているのだというのがわかりまして，私として

は非常にうれしいし，そうなのだという気持ちになったということです。

その意味においては，私のお話というのは問題提起でも何でもなくて， 「よかったです

ね，ではさようなら」になってしまうのですが， ここでもう一つのほうjつまり，積み上
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げのほうの接続教育が，現在，分野別基礎科目という名前で教養の単位を使って行われて

いることについて申し上げたいと思います。

現行の接続教育ということで，履修要綱等の分野別基礎科目のところには， 目的は2つ

明記されています。Aは，積み上げ的学習の基調となる科目，数学，物理,化学，生物な

ど, Bが，専門教育に複合的に必要となる基礎的科目，経済学のための数学など， となっ

ています。Bのほうは大学の教養教育の範囲内かなと思うのですが,Aは果たしてどうか？

教養の単位を使って行っている現在の状態がどうなのだろうかと考えているわけです。何

か違和感がある。

そもそも高校までの積み上げがきちんとなされている学生を選択するのが入学試験では

ないのか。入学試験を通った人が，大学で勉強する基礎的な素養を欠いているというのは

何なのだというのが私としての違和感なのです。ただ，私も，現在の高校教育と大学教育

というのは，入試の状況，倍率云々，諸々の厳しい情勢はもちろん相応に理解しているつ

もりですので，そんなことを言ったってそれは理想論だ，空論だという意見も出るだろう

なということはある程度の覚悟はしております。

ただ，それにしても，大学で教員が何がしかのエネルギーを使って高校での欠を補う何

らかのことをしなければならない。これはしょうがないにしても，それがなぜ教養の単位

を使って行われねばならないのだろうかというところに問題を感じるのです。非常にがさ

つな言い方をすれば， 「どうでもいいから，パンキョー（一般教養）の枠でも使ってやっ

ておけ」 というようなことに， もしもなるとすれば，それは非常に困ってしまうのではな

いかということなのです。

接続教育ということに関して，根本的に先ほど申しました補足積み上げ的なものとパ

ラダイムシフト的なものがある。そして，背景にいろいろなことがあることはわかってお

りますが，誤解を恐れずにあえて暴論を吐きますと，現在，主題別ゼミナールで実施され

ている内容こそが本来の意味での接続教育である。今後の接続教育論議というのは，本来

の意味での接続教育の充実発展を目指して進められるべきであると考えているということ

です。

一方で，積み上げの欠を補うものをどう扱うのか，入試をどう考えるのか，そして，諸々

の事情で積み上げ部分に欠のある学生さんが入ってきてしまうという現実に即して，では，

欠を補うほうの接続教育というのは今後どういうふうに構想されていくべきなのだろうか

ということを非常に興味を持って考えているところでございます。

本日の主題は主題別ゼミナールのことでした。私の話は主題別ゼミナールに代表される

接続教育，パラダイムシフト系の教育と， もう一つ，積み上げ的な接続教育，そして， こ

れが現実に教養の単位を使って実施されているという現実， このあたりのことについて，

もしこちらでいろいろとお話が出てくれば，私としては，広く全学の先生方とそういう意

見を交換できる場ができてとてもうれしいと考えております。

いいかげん暴論を並べてしまいまして恐縮ですが， これで私のお話とさせていただきま
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す。ありがとうございました。

○進行

どうもありがとうございました。

では， 引き続きまして，パネル討論に移らせていただきたいと思います。

パネリストの方々，前のほうに着席をしていただきたいと思います。パネリストの方々

が着席し次第始めますので，皆さんはその場でお待ちください。

では，司会は大学教育センターの山中さんです｡

○司会（山中一雄）

きょうのパネル討論は，主題別ゼミナールの枠を借りて，接続教育というものを議論し

ていただくという趣旨なのですが，今，鈴木先生のほうから接続教育に関してインパクト

の強いお話をいただきましたので，せっかくですから，必ずしも主題別ゼミナールという

枠にこだわらずに，接続教育の議論を主体として行えたらと思っております。

鈴木先生のほうから，人文系の接続というのはパラダイムシフトのことである。接続教

育というものを知識の補完と考える理系の先生方の考えは間違っているというようなお話

だったかと思うのですが，それについて， まず，お話をされた理系の先生方，特に工学部，

農学部，理学部の先生方，先ほどの発表いただいた主題別ゼミの中で，接続という考え方

はどのように位置づけられていらっしやるか。もとより教養を育むということが当然入っ

ていることはよくわかりますが，接続教育という観点からどのように考えておられるか，

その辺のところをお伺いしたいと思うのですが， まず，工学部の森先生，お願いします。

○森

（今回の主題別ゼミナールでは，学生が）何か調べてくる場合， インターネットで調べ

てくるのがほとんどで，昔と比べると情報を手に入れるのがかなり楽になってきたと思い

ます。 しかし， 「調べるだけではだめだ」 ということは繰り返し説明しています。 自分の

アイデアはそれを踏まえて，何が新しくなっているのかを言わなければならず，それは今

回の主題別ゼミにかかわらず，卒研にも通じることです。 したがって,知識の補完という

観点では今回の主題別ゼミを行っておりませんでした。

○司会

それはどこかでやっているだろうということですか。

○森

そこまで面倒を見きれないので， 「それ（知識の補完）は自力でやって下さい」 という

ことです。

○司会

農学部の中島先生，いかがでしょう。

○中島

接続教育については，理系と同じように補習的な意味合いがあるであろうと僕は思って

います。主題別ゼミと，接続教育というのは余り関係はないです。ただ，私が先ほどプレ
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ゼンしましたように，私どもの動物生産科学の内容というのは，テーマを見ていただくと

本当に教養教育だと思われるようなテーマは並んでいません。そういう意味でシラバスの

概要に一番の目的として，ゼミでは動物生産，昔の畜産学なのですが，それに親しんでほ

しいという趣旨でやっている。それが接続教育になるのか， クエッションという意味合い

です。

○司会

、主題別ゼミ以外のところで接続教育というものは必要とお考えですか。

○中島

私は必要と思います。特に農学は実践学ですので， ある程度の高校での基礎，素養がな

いと理解ができないと僕個人では思っています。

○鈴木

私はどうも口数が多くて言葉が足りない人間なものですから，話がぶつからなかったみ

たいで｡私は，主題別ゼミナールについては， 5学部の先生方に伺って,何だ， 自分の考

えていたようなパラダイムシフト系の教育が5学部すべてされているのだなというふうに

伺ったというのがまず大前提でございます。その上で，それとは違う，恐らく別の枠で，

具体的に言えば，分野別基礎科目で行われている高校補修的な授業というものについて違

和感を覚えるという立場でございます。主題別ゼミナールについては，本日， 5学部皆さ

んがパラダイムシフト系のことでされているのだなと認識ということです。

○司会

ただ，主題別ゼミでまで高校のことはというお話だったのですが，理学部ではいかがで

すか。

○大橋

私がやったことに関して言えば，高校で化学実験を授業としてやってこなかった学生が

いるということだったので，私が担当したクラスに関しては，高校でやるような実験も含

めて，実験をやることが補完といえば補完になるのかなと考えております。

理学部の場合は1年生から基礎化学実験1がありまして，それでも化学の実験を行うよ

うにして， なるべく早いうちから実験に慣れさせることをやっているのですが,私の授業

でも実験を体験させるということをやっております。

○司会

逆に文系の先生からお聞きしたいのですが，パラダイムシフトでない接続教育，鈴木先

生は余り要らないというお考えのようですがウ他のおこ方，全く要らないのか,ある程度

要るのか，その辺のところはいかがでしょうか。

○伊藤

どういうふうにお答えしたらいいかわからないのですが，いわゆる理科とか基礎知識が

ないとかいったような意味合いでの知識補充みたいなことは，いわゆる文系の国語とかそ

ういった分野に関しては， もちろん国語力もあると思いますが，単純にこういうことを言
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う知識を持っていなければというのは若干意味合いが違うのかなという思いはあります。

ですから，そのあたりは， こういうところを積みまして，初めて専門の教育が受けられる

ということでもないのかなとは思います。例えば〆歴史学などにつきましても，私は歴史

学の専門ではありませんが，年号をたくさん覚えているという知識は，歴史学を学ぶ上で

の前提になるわけではないだろうと考えています。

○大谷

私は，授業の中で，みんなの前で話す時間を設けます。それは発表でなくて，前のほう

の時間の中で自己紹介でみんなの前で自分のことを語る。数分間なのですが，それをやっ

たときに，発表はみんなの前で話した経験が小学校以来なかった， 中学，高校はただただ

教室の席に座って話を聞くだけ，そういう時間しかなかったという学生がいて，本当に緊

張して，涙を流して，話ができないでということもあったのです。それは1人だけでなく

て，年度によっては数人あるので，小・中．高の教育の中身を意識しながら大学をやって

いく。だから，すぐに教科の内容でなくて， まず普通の，特に教育学部なので，教育とか，

人を理解する上で学び得なかったこと，そんなことをゼロ線に立つ形でとらえたりすると

いうのも接続といえば接続ですし，補充というような意味合いもあるのかなと思います。

○司会

パラダイムシフトとはどういう意味なのかということをもう少し精度よく定義づけない

と議論が進まないかと思うのですが，それは議論をしていく過程でだんだん意味がはっき

りしていくかと思うのですが，今度は理系の先生方に，パラダイムシフトと表現されてい

るのをどう解釈するかも含めて，そういうものが必要と感じたことはおありでしょうか，

もしそういうことがあったら紹介いただければと思うのです。いわゆる接続教育として，

知識補完だけではなくて，パラダイムシフトが大事であると感じた場面がおありでしょう

か。

○大橋

パラダイムシフトというのは具体的にどういうことかよくわからないのですが。

○司会

要するに，知識補完以外の何が必要かというぐらいのことでよろしいかと思うのですが。

○大橋

特にそういうことはありません。

○森

与えられるか， 自分で取ってくるかの違いだと思うのです。研究もそうだし，研究で実

験に入ってきても，指導教員から何か与えられるのを待っているようではだめで，それは

先生のものでも書かれていると思うのですが，僕はそういうところが非常に大切だと思い

ますので，だから，知っているだけではだめだというのをがつんと言うのが一つ大切だと

思います。
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○中島

難しいですが，先生のお話を聞いて，僕は単純に文系，理系と自分でメモをとったので，

否定と肯定と書いておいて， 自分の仕事ないしちやんとやってくれて，両方必要だなと思

います。化学は積み重ねという意味合いのほうが私は強いです。

○司会

鈴木先生に確認したいのですが，パラダイムシフトとおつしやっている中身を，いろい

ろあるのでしょうが，例えば，学問をする流儀の違いというか，学問に向かう姿勢の違い

というか，そういうことと考えては，いかがでしょうか。例えば，先ほど先生がおつしや

っていた，定型的な教科書に書いてあるようなことを覚えるだけということではいけない

のだということをおつしやっていましたが，それは文系でなくても，数学教育でも，それ

を定理とか公式という言葉に置き換えることも可能ではないかという気がするのです。で

すから，学問に対する姿勢というものを転換するという意味で，パラダイムシフトという

言い方をしてきた形だと考えてよろしいですか。

○鈴木

そういうことになると思います。要するに，教わって覚える，それが上手なのが勉強の

できる子という世界から，疑って，調べて，考えて,主張するという方向への転換が必要

であると。それはどの分野でももちろん必要だ。ただ，理系の先生方は，平成13年段階の

議論では，パラダイムシフトの必要性はもちろん認識されているのだけれども， より焦眉

の課題として高校での知識の不足がある。だから，その補完こそが大至急やらなければな

らないことなのだとされていたわけです。それ自体はそうですねと納得できることなので

すが，ただ，それを教養の単位を使ってやってしまっていいのかなという部分に非常に強

い違和感を覚えているということです。

○司会

そうすると，今度は教養教育とは何かという話になるのですが，そこに行く前に， フロ

アのほうから何か言いたい先生がいらっしやると思いますので， ご意見があったら伺いた

いと思うのですけれども。

○勝本

教育学部の勝本と申しますが， きょう，主題別のお話をお伺いして，各学部ともグルー

プをつくりながら運営していくというのが多かったと思うのですが，その中で，私は特に

教育学部ですから， コミュニケーションなり，いかにグループの中で活動していくときに

自分の考えを伝えたりやっていくということがすごく大切だろうということで，話すこと

についても，お互いがコミュニケーションをすることについてもある程度意味合いを持っ

て伝えていく部分もあるのですが，学科によっては，ただ運営上からグループのほうがい

い，いや， コミュニケーション能力が本当に必要なくて，運営上のみやっているだけだと

か，そこら辺のニュアンスといいますか，表現が悪いですが，理系の分野は最近はオタク

が多いとか何とかいう話で，そういうコミュニケーション能力についての考え方も差があ
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るような気もするのですが，全体として，主題別の中ではそういうことについての意識と

いうのはどういうふうにお持ちなのかというのをお伺いしたいのですけれども。

○伊藤

人文学部全体でそういうことを議論してということではなくて，個人的な意見としてお

間きいただきたいと思うのですが，先生がおつしやるように， コミュニケーションという

のは非常に大事だと私も思います。 コミュニケーションとプレゼンテーション，人の前で

発表ができるという。先ほどの大谷先生のお話にもつながるのですが，非常に身体が硬い

というか，人前で柔軟に話をしたりとか，声をちやんと届けるといったことがなかなかで

きないなと感じるのです。

私の担当した主題別ゼミナールでも，先ほど申し上げませんでしたが,出席をとるとき

に名前をそれぞれ呼ぶのですが，やったのは，今週1週間，何があったかということを，

何でもいいのですが，何か話をするというのを毎回やりました8非常にくだらないことで

もいいのです。それを毎回毎回やることによってj一人ずつやっていって，少なくとも仲

間内では話せる雰囲気をつくろうということを学校の中でやったことがあります。それを

またベースにしながらディスカッションができていくものなので，その辺はかなり重視を

してやったことがあります。

○大谷

私も養護教諭という職種はチームワークが欠かせないということで，その能力は大事だ

から， 2年生からグループでやりますという説明でやります。 2年生， 3年生， 4年生，

それぞれ学年に応じたグループのつくり方をしているのですが， 1年生の場合はときとし

てグループがうまくいかないこともあります。ぎくしやくしたまま終わっているなという

ところもあることなのです。そのときは仕方がないので，それなりに学んだということで，

反省，評価の時点で書いてもらったりするのですが，その後，前期は終わって，後期には

編成を変えることもあります。いろいろな理由をつけなくてはいけない。順調に進んでい

れば，そのまま，前期，後期グループ分けどうしますかと聞いて，同じようにやりたい

ですという意見が多いのですが， ときとして変えることがあります。

それから， グループで発表するとそれぞれの関わり方に差があるので，それもまた自己

評価をしてもらって， 自分はどういうような関わりをしているのか， 自分はどういう役割

をしたのかということは意識してもらうような自己評価の様子を最後に聞かせてもらいま

す。

あと， グループでやると， どうしても自分の思うような研究ができなかったというのが

出てくるので，今年度はできなかったのですが，それより前は，最後の夏休みに, 1人1

研究ということで, B4の用紙にまとめる最後のまとめ，それから， グループでの発表は

一応全員でやりますが， さらに，夏休みのときに， ほかの人のグループの研究であっても

構わないから自分は自分なりの求め方をしたいという学生の声に応えるという形で，全員

が1人1枚を書いて，そして，それをまた後期の授業の最初に私がいろいろチェックして
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みて，誤字を直したり何かして， グループのプラス面，マイナス面両方あるのを他の方法

でカバーして，後期の授業につなげていく。そんな形でやっています。

○大橋

理学部ではパターンを一つにやっているのですが，特にコミュニケーションを考えたわ

けではなくて，テーマの数からしてという評価をして，余り深く考えていないのです。

ただ，発表のとき質問するということに関して，全員必ず質問するということで， なる

べく人前で意見を言えるような努力をさせるとか，積極的に参加をするようにというよう

なことはします。

実験に関しては， 3人1組でやっていたのですが，それに関しましては，私の意見とし

ては，一人一人できるのが一番好ましいと思っています。ただ，それは試薬とか器具の関

係上，十何人というのは大変で， 3名のグループでやりましたという背景になります。

○森

私も，運営上の形で，グループにして， 7，8人でやるのですが，そういうのは小学校

のときの自由研究みたいな，やっている本人も非常に楽しそうです。各教員が一つのグル

ープに入って一緒にやるわけですが， ときには自分の意見が通らなくて,:喧嘩というか，

よく言えば議論ですが，そういう機会を与えるという意味でも， グループでやるというこ

とはよかったなと思います。それは毎回感じています。

○中島

私の主題別ゼミでもグループで発表していただいています。見ていて感じたのですが，

特にコミュニケーション云々の話， またそういう指導も私はできないのですが，見ていて，

コミュニケーションのうまくとれているグループというのはまとまりのいい発表だし, と

れていないと，それぞれ1人ずつ何分かに区切って発表して，テーマに対してまとまって

ないなという感じになってしまいます。これは大事だとは思います。

○司会

コミュニケーション能力というのは， ある意味で教養をはかる一つの指標になるという

ことがよく聞かれるのですが，そういう意味からすると，主題別ゼミナールというのはコ

ミュニケーション能力を養うのに非常にいい場であると思います。

それをまたあえて接続教育の話に結びつけたいと思うのですが， コミュニケーション能

力を獲得するというのは， ある意味でパラダイムシフトがなされたと考えることはできな

いでしょうか。いかがでしょうか。

○鈴木

高校での授業を受けてというお話がありますが，一方的に聞くだけというのでいけば，

これは極めて重要なパラダイムシフトであろうと思います。

○司会

そうすると,パラダイムシフトとおつしやった意味はかなり広い意味であって，極端な

言い方をすれば，知識の補完以外のものは大抵パラダイムシフトに入ると考えてよろしい
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ですか｡

○鈴木

私の言ったパラダイムシフトというのは，先ほどの繰り返しになってしまいますが,聞

いて覚えるから，調べて考えるに象徴されるものである。あるいは，ただ信じるから疑っ

てかかるということです。従来からずっと知識の補完ということは常々学年とともに行わ

れてきているわけで，その意味においては従来型の延長ですから， これはパラダイムシフ

トではないということになります。

ただ，そのことが大学で，例えば，理系の分野で知識の補完が要らないとか，そういう

ことを言うつもりは全くないのであって，それは極めて重要なことだと思いますが，パラ

ダイムシフト以外のものは要らないとかということでなくて， まず第一義的にパラダイム

シフトが大事なのではないかということを申し上げているのです。

○司会

例えば，高校までの教育ではそのような観点はなかったということになりますか。

○鈴木

私，以前，埼玉県の高校で世界史の教員をやっていたのです。その両方を踏まえての話

なのですが，特に新学習指導要領になってからは,調べ学習，考えさせる学習というのが

重視されています。これはとてもいいことだと思っていたのです。ただし，それは大学に

行こうという子たちの集まる高校，要するに，進学校では額面通り実施できないのです。

かえって進学率でいえば非常に低いところならそこに力を入れて新学習指導要領の意図を

非常によく実現できる。進学校ほど， とにかく限られた時間で効率よく覚えて受験に臨ま

ねばならないというのがありますから，私自身も，今， ここでパラダイムシフトとか高校

の何とかと言っていますが，実は高校教員時代は必死になって世界史の話を一生懸命やっ

てきた人間です。ですから， 自分の中に2つの体験が併存している。

高校教員のときには，考えることをさせなければいけないのだなと思いながら，受験が

あるからといって覚えさせてきた。そして，今度，大学教員になると，高校のやり方はい

けないよと言いながら，そういう受験を実施しているのは自分を含めた大学人だというこ

とで， 自己矛盾の塊になってしまって，非常に辛いところではあるのです。

○司会

高校で望ましいとされるような教育を受けてきた生徒を大学側が拒否する体制になって

いるということは大変問題だと思うのですが，ただ，そうすると入試を変えなくてはいけ

ないとなると， これはまた大問題で，ですから，与えられた環境でできることを何をする

かというお話になると，入ってから後のいわゆる接続教育をどうするかという問題になる

かと思うのですけれども。

そうすると，主題別ゼミに限らず，先ほど教養教育の枠を使ってそういうことをやって

いいのかどうかという問題提起がありましたが，そういうことについて話していただきた

いと思います。教養教育の枠を使ってやってはけしからんというところをもう一度。
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○鈴木

けしからんということではないので，違和感があるということでございます。つまり，

今，お話ししましたように，私高校教員のときにはああいう具合，そして，大学に来て

からはこういう具合ということです。大学へ来て，大学の授業をする，教養教育をすると

きには， まさに高校時代やりたくて，でもやっていたら進学率が下がってしまうからでき

ない。そういうものをとにかく遅ればせながらいろいろやりたいと思っているのです。

ところが，そういう自分から見ると，高校で化学をやってこなかったがここで化学をや

るのだということで，大学的な化学ではなくて高校の教科書的な化学をやっているとなる

と，大学へ来て本来やれるはずのことができない。そのことの違和感というのでしょうか。

繰り返しますが，高校での知識が足りない人に対して知識を補填する教育は大事だと思

っています。ただ，そこで私の言いたいことは，それは大事だからやるべきだけれども，

それが教養の単位を使って大学で高校の内容を勉強して，それをもって大学の教養教育を

受けたとなってしまう。そこに違和感を持っているということです。

○司会

そうすると，それを教養教育でないところで，例えば，專門教育でやったらどうか。

○鈴木

私が平成13年度に盛んに強調したのは，接続教育はさっき私が言った2種類がある。パ

ラダイムシフト系の接続教育は大いにやるべきである。一方で，補習的な接続教育は大事

だけれども，教養の単位を使ってやるべきではない。まして専門を使ってやるべきでもな

い。単位とは別に補習班をつくるべきであるということを主張したわけです。それが結果

的に分野別基礎科目という名前で教養教育の単位を食う形で入ってしまった。そこに一種

挫折感もあって，主ゼミを使わせてもらって， こんな報告書をつくったという流れなので

す。

○司会

基礎教育ということは大学教育を使うということであり，パラダイムシフトだから許さ

れるけれども，知識の補完ということのために大学教育を使うのはよくないということで

すか。

○鈴木

教養教育を使ってはいけなかろうと。つまり，大学の先生でも， あるいは高校から講師

を呼んできてもいいですが，大学のある場所を使って高校的な授業をすること，それは必

要な分野は絶対あるわけですから，そこは大いにやっていただいたらいい。ただし，それ

をやったことをもって大学の教養教育を受けたことにされてしまってはいけないのではな

いかということを申し上げているのです。

○司会

それは教養教育に限らず，大学教育を受けたことにしてはいけないということでよろし

いのですね。
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○鈴木

高校で習っているはずで，習っていなかったことを大学でやらなければ先に進めないか

らやるけれども，それは大学教育ではなくて，あくまでも高校の補習であるという立場で

す。

○司会

具体的に，例えば，数学教育に限定したとき，そのようなことを少なくとも工学部や農

学部は学部としては支持してきた形になっているわけです。ですから，学部を代表してと

お聞きするのは酷かと思いますが，個人的な意見でも結構ですが，そういう形の補習教育

みたいなことが大学として単位を与える形で行われていることについて，工学部の先生方

はどのようにお考えでしょうか。

○森

僕（の出身大学で）は，教養（部）というのがありましたが，高校と同じことをやって

単位をもらった覚えは余りないです｡物理はそれに近かったと思うのですが（教科耆は大

学レベルのものでした。 ）僕は理系でして，倫理学なんて全然興味がなかったのですが，

やってみると面白くて， 「なるほどこれも学問なのだと」 「哲学はこういう学問なのだな

と」教養部時代に知りました。だから，全く関心がなかった部分を刺激されるというか，

それを通じて何を得たかというと，余り大したものを得てないのではないかと思うのです

が，刺激というのでは非常にありまして，そういうのが教養のあるべき姿だと思います｡

無論，高校の内容を単位にするというのはおかしいと思います。僕も去年の夏休みに物

理の補講を3日間やりました。 3日で何ができるかというと， ほとんど何もできなくて，

そんなことは教員がやることではなく，だから，単位とは別に， 自主的に,テストでも何

でもいいですから， 「ハードルとしてここまで来ないとだめだ」 というふうにして〉それ

は負の倫理ですが，正の倫理でも「こういうことを知らないと研究できないよ」 というこ

とを伝えるのみにすべきで，そういうことは教員がわざわざ時間をかけて何時間もやるべ

きでないと思っています。それは学生が自主的に，高校の教科書もそうですが，最近の参

考書もすごく良いものが出ているのですから， 自分の学力に合ったものを自分で探してき

てやるということも非常に大切なことですので，それも含めて自分でやるようにすべきだ

と思います。僕は夏休みの物理の3日間を通してそう思いました。やれと言われればやり

ますけれども，違和感はあります。

○司会

大学の単位としてまでやるべきではない。

○森

はい。

○中島

中島です。

私も鈴木先生の意見に個人的には賛成で，理解できます。ただ，現実的に，今の学生さ
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んをつかまえてやっていくと， どこかでやらなければいけないというのが現状です。

○司会

その場合は，単位を与えるのは仕方がない。

○中島

そうですね。ほかで学生さんがやってくれないから，単位でも与えてやっていかないと

ある程度のレベルに達してくれませんから，正直なところ。

○司会

理学部は多少立場が違うかもしれませんが，大橋先生はどうでしょうか。

○大橋

理学部でいうか，私の意見としては，特に化学に関してなのですが，高校で化学をとっ

ている学生も全員受けるような形になっておりまして，そういう学生にとっては授業内容

がつまらないというアンケートが結構多いというのが実情で，本当は分けて，補講という

形が一番ベストだと思うのですが，歴史的背景というか， どういう形で教養になったかと

いうのが私はわかりませんが， もしも補講という形をとれるのであれば，そちらのほうが

いいというのが私の個人的な意見です。

O司会

でしたら単位を与えないで。

○大橋

そうです。ほかに教養として使える単位， もっと経済学とか倫理とか，私が学生のとき

にそういうのを取ったのですが，そういうのを知るというのも大学の一つの面白いところ

なのですけれども。

○司会

また視点が変わるかもしれませんが，先ほどの大谷先生のご発言と関係するのですが，

そもそも接続という概念が出てくるということはそこにギャップがあるということだと思

うのですが，ギャップがあるということ，高等学校あるいは大学というものに絶対的な位

置づけをいつの間にか自分の中につくってしまって，それが絶対的なものであるとして動

かせないということになるので，そのギャップを感じるということになるのではないかと

いう気がするのです。

つまり，本来は高等学校の次に大学が位置づけられているということは，そもそも高等

学校の次に来るものを大学は提供しなくてはいけないわけで，最初から大学教育はこうあ

るべきと決めてしまうからそこに隙間があるように感じるということなのではないかとい

う気もするわけです。

そう考えれば，今の高等学校を出てきた人たちを大学としてどう教育するかという観点

に立てば,接続教育などという概念そのものが出てこないのではないかという気もするの

です。 したがって，そうなると，大学教育そのものを根本から考え直さなくてはいけない

という話になるのですが，その辺のところで何かご意見がありませんか。
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○森野センター長

接続教育の議論につきましては，確かに鈴木先生がご指摘のように，高校の補習授業と

いうのは全国的にいろいろなところで行われるようになっておりまして，別名リメデイア

ル教育と呼ばれております。そのリメデイアルに対しては，基本的に単位を出すのはおか

しいという立場もありました。

うちの大学でリメデイアルと言っていいのかなというところがあります。 というのは，

実際に担当されている先生はどういう意識で，今でいうと基礎科目，例えば，それは高校

の物理ではなくて，例えば，力学なら力学の考え方とか，数学なら数学の考え方， あるい

は数学でも物理でもそれぞれ専門を意識したような中で非常に基礎的なところ，そういう

ものを交えながら基礎的なことを教えていくということなのです。そのような観点があれ

ば，それは大学の授業として基礎的な科目を展開するということになるのではないか。そ

こは，実際どういう観点でその授業が展開されているかということを考えていく必要があ

るのではないかと私は思っています。

○鈴木

今の関係ですが， レジュメの12ページを見ていただきたいのですが， 3番，現行の接続

教育のイメージとして,AとB, この出典は，接続教育と学部専門基礎教育重視と教養科

目区分という茨城大学授業のあり方に関する実証委員会，平成15年6月1日作成の文章で

す。その文言をそのまま引っ張ってきているのです。

今，センター長がおつしやったのはこのBのほうだと思うのです。私はこのBのほうに

は問題はなく，特に議論は要らないと思っているのです。Aのほうが，今もよく耳に残っ

ているのですが， 「高校で化学をやってこなかった人が化学の専攻に入ってきてしまうと

どうしようもないのだよ」 と当時の議長の先生が繰り返しておつしやって，今も印象に残

っているのです。

私が今問題にしているのは， まさにAの， 「高校で化学をやってこない人が化学に来た

ら云々」のことを言っているのであって，センター長がおつしやったのはBのほうでして，

これについては，私特にどうこうということを申し上げたわけではないのです。

○司会

それについて，司会が言うのもあれですが, Aでも，本当は高校で勉強してきてほしか

ったことを勉強してない生徒を入れてしまったのは大学ですから，大学はそういう学生を

教育しなくてはいけない。そういうことで必要な教育をするのであれば，それは大学教育

といってよろしいのではないかという観点もあるかと思うのですが。

○鈴木

もう一回もとへ戻ってしまうのですが， とすれば，入学試験とは一体何であったのかと

いうことですよね。入学試験に合格するということは，かつての入学試験は,それをクリ

アできた人は大学で勉強ができる。そういう問題が出され，合格点の人が合格する。合格

したのに大学の一定水準を満たしていないとすれば，その合格の意味， あるいは実施され
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た入試というのは一体何であったのかということになります。

○司会

大学入試というものを，定員を超えた志願者を絞るための選抜試験と考えるか，学力の

保証のための資格試験と考えるかによるかと思うのです。それは昔から議論されているこ

とで， またこの話をやるとちょっと長くなるのですが，時計を見たら， もう4時を過ぎま

したので，時間が来てしまったのですが， もとより何か結論を出すというつもりで始めた

議論ではなくて，むしろ話が大きくなって終わることになるわけですが，それはそれでよ

ろしいかと思います。

先ほど学長からも紹介がありましたように，教養教育の枠組みを見直すという議論が今

行われております。教養教育に限らず，恐らく大学教育の枠組みを根本的に見直さなくて

はいけないときがやってくるのだろうと思いますが，そういうときのためにこういう議論

を積み重ねていくことが非常に大事かと思います。

ということで，何がわかったのかよくわからない議論ではありますが，活発に議論して

いただきましてどうもありがとうございました。

パネリストの先生方及び先生方， どうもありがとうございました。

これにてパネル討論を終わりにさせていただきます。

○進行

どうもありがとうございました。

それでは， これにて「茨城大学教養教育シンポジウム」を閉会させていただきます。

アンケート，調査票がお手元にありますが，皆様のご意見を反映させるべく，できるだ

けたくさんの方々のご協力をよろしくお願いいたします。

それでは， 閉会いたします。
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主題別ゼミナール実践報告

人文学部人文コミュニケーション学科伊藤哲司

1．人文学部における主題別ゼミナール

人文学部旧人文学科・現人文コミュニケーション学科では、高校までの勉強

のスタイルを脱し大学での勉学に学生が“ソフトランディング”できることを

意図して、主題別ゼミナールを1年次隔週通年（旧カリキュラムでは1年次前

期）に実施している。主題別ゼミナールの担当教員は1クラス1人であり、全

教員が基本的に公平に負担するよう （数年に一度受け持つように)、担当者を決

定している （人文学部社会科学科および旧コミュニケーション学科でもほぼ同

様であると思われるが、報告者はその詳細については把握していない。以下同

様)。

主題別ゼミナールの具体的な内容は、担当する教員の裁量に任されている部

分もあるが、担当教員の専門性を前面に出さないで、人文諸科学を学ぶ上での

基本的な態度を養うという緩やかな共通理解がある。担当教員によって個性が

発揮される側面は当然あり、学生たちは選択の余地はなく、学籍番号順に各ク

ラスに振り分けられる。そのため､毎年年度末などの時期を利用して、教務委

員がまとめ役となり、当該年度の担当者と次年度担当予定者（および有志教員）

が集まっての「主ゼミ懇談会」を毎年実施し、共通理解を常に保つよう努力が

重ねられてきた。すべての教員が多忙である中それを十全に開催することはな

かなか困難であるが、毎年欠かさず続いており、主題別ゼミナールについての

共通理解を形成する一定の役割を果たしてきている。またそれは、かなり有効

なFD活動のひとつであるとも言えるだろう。

2006年度から新カリキュラムになり、主題別ゼミナールが隔週通年開講で実

施されるようになったが、従来の前期開講と比べていずれの教育効果がより高

いのかはまだ評価できない。以下では、報告者が担当した旧カリキュラムにお

ける旧人文学科での主題別ゼミナール(2002年度および2005年度）での実践例

について報告する。

2． 「自己」を共通テーマとした主題別ゼミナールの実践

旧人文学科では11の募集単位（いわゆる専攻）があり、学生たちは1年次の

後期にそれらのうちから選択し志望を表明することになる。専攻の志望で毎年

収容概数を超えて「調整」が必要となるのは心理学専攻であった（なお報告者

の専門は社会心理学であり、その専攻のカリキュラムを担う教員の一人である)。

担当した主題別ゼミナールの学生たち（約20人)のなかでもやはり一番志望者
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が多いのは心理学専攻であった。

そこで報告者は、あえて心理学的なテーマと見られることの多い「自己」を

共通テーマとし、 4つの班を形成して、そのテーマにどうアプローチするかを

それぞれ考えさせた。その際、 4つの班のスタンスとして「哲学班」 「歴史班」

「国際関係班」 「文学班」 （これらのディシプリンはいずれも旧人文学科の中に

存在している）を設けた。またグループは学生の好みで選ばせるのではなく、

名簿順もしくはくじ引きで振り分けた。そのようにすることによって、あえて

自分の好みとは違っても共通テーマ「自己」にアプローチする試みを体験して

もらうことを意図した。

この実践は「自己」 というひとつのテーマに、様々な人文諸科学から迫るこ

とができることを、学生たちが体験し、それを共有することに主眼が置かれて

いる。学生たちには､必要に応じて報告者が文献等を紹介することもあったが、

自分たちで試行錯誤をしつつ調べてみることを促し、また旧人文学科の教員に

アポを取ってアドバイスやコメントをもらいにいくことも奨励した。それは単

に新たな情報を得るということだけでなく、教員に丁重にアポを取って研究室

を訪ね示唆を得るということを学ぶ機会でもあった。

当初学生らはかなり戸惑いながらもグループ内でのディスカッションを重ね、

報告者のケース・バイ・ケースのアドバイスも受けながら、まがりなりにも人

文科学の研究を経験し、最終的にはそれをレポートにまとめ、全員の前でグル

ープ発表するに至った。なお2002年度の主題別ゼミナールのときには、 4年生

および大学院生の参加協力も得て、そうした“先輩”たちのアドバイスも参考

にしてもらうようにした。これらをする合間にも、 自分で見つけた新聞記事を

もとに3分間スピーチを行ったりして、各自が積極的に動かねば授業が成り立

っていかない環境を作った。

やり終えた学生たちの満足度は相応のものになったと思われる。後学期にこ

の授業がないことを惜しむ声が複数の学生から聞かれ、授業アンケートでもそ

ういったことが窺われた。 しかしながら、グループ活動になかなか馴染めない

学生も中にはいて、最後まで十分グループに参加できなかった学生も、わずか

ではあるが存在していた。すべての学生を満足させるような授業は､永遠のテ

ーマではあるが、その実現は容易ではないと思われる。

3．おわりに

以上は、人文学部における標準的な主題別ゼミナールの在り方というわけで

は必ずしもない。ただし、人文学部旧人文学科の共通理解の枠内で行われた実

践のひとつであることは間違いなく、ユニークな内容になった主題別ゼミナー

ルの一例となったと自負している。
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2006年度「茨城大学教養教育シンポジウム」

－主題別ゼミナールのねらいと効用をめぐって－

教育学部養護教諭養成課程学生対象

「主題別ゼミナール（養護教諭概論)」の実践報告

（95年度からの実践を振り返る）

教育学部 大谷尚子

1．新入生の実態と主題別ゼミナールの意義（ねらい）

＜受験と入学＞

＜大学生」になってみて…＞

一口〈｢大学｣ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝとしての本授業のねらい〉
A: 「人間」を知り、 「自分」 「友人」を知る

・人（子ども・友人・自分）は「基本的人権」をもつ者であること

・一人ひとり異なる環境で育ち個性ある存在、養護され教育される中で育つ存在

B:自分を表現し、表現の仕方を磨いていく （個人的な思い、研究結果の報告）

・自分の内にある感覚・感情・認識を抑圧しないで受けとめる （｢自分」に耳を澄ます）

・自分の思いを、多様な形で隣の人に伝える（やさしさ、甘えることなど）

・自分の思いを、 「感想文」 として記述する

・自分（たち）の思いを通信のほか、多様な方法で表現し、クラス友人に伝える

C:新しい環境の中で、多様で異色の友人と向き合い、関係を築きあう体験をする

・かかわりあいの中で相手を知る、相手の立場を知る、様々な観察の視点に気づく

D: 「グループ研究」 と 「クラス全体の学びあい」体験から「共同で学びあう」意義を知る

E:研究の進め方、発表の仕方を具体的に知る

・知りたいことを探る→研究の課題とする→研究の方法を考える→実際に調べる→

クラス友人に伝える方法を探す→研究結果を報告する→意見を聞き振り返る

F: 「養護教諭」の特性について理解する

・子ども理解、関係づくり、養護教諭の特徴理解→自分への問い→大学での学びへの展望
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項目 ＜学生のレベル＞ 目の前の学生

①

②

③

｢養護教諭」になりたくて

学問を学ぶ「大学」に魅力を感じて

憧れの「茨大」で勉強したくて

。～×

。～×

。～×

多様な思いをもっ

て、茨城大学を受験

し入学した1年生

④ 同じ職種をめざす者が

集まっているクラス

○心強い、啓発され刺激を受ける

◆「友人と比べて自分は適性がないかもしれない」

⑤ 家族から離れて一人の

生活

○自由、解放感、成就感

◆孤独感、生活上のトラブル

⑥ 高校生活とは異なる

｢大学」生活

○自ら探究する姿勢／ 「実力」 「個性」の発揮

◆「正解｣が見えないことの不安と戸惑い



2． 「主題別ゼミナール（養護教諭概論)」の授業経過

2006年度受講生：新入生38名十転課程生1名十編入生2名十単位未修得者1名＝42名

評価：授業への参加状況（感想文の提出)、研究への参加と発表、レポートAの内容による。

3．主題別ゼミナールの成果の確認

・後期授業「養護学概論」での母校参観レポート、新グループでの研究活動とその報告姿勢。
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プー一之マ 主な内容 キーワードほか ねらい

1 出会い、

自己・他己紹介

･アンケート調査 、

・2人組（質問･B/W)、 ・4人組（他己紹介）

友人、信頼、甘え

ること、養護教諭

CB

F

2 子ども理解、人間

(自己他者）理解

＜4年生による＞子ども虐待防止プログラ

ム(CAP)の受講（人権を知る）

権利と虐待、CAR

ロールプレイ体験

AB

F

3

4

振り返り （人が育

つこと）

子ども

観察力

･他者理解、

･各人のスナップ写真を見せ合い推察する

･絵本「さつちやんのまほうのて」の読み間

かせと、場面の中の父母の言葉を推察する

｡＜4年生による＞「葉っぱのフレデイ」

｡ 「石ころ」の中から自分の石を探す

絵本、一人ひとり、

成育史、生命、障

害、養育者、教育

養護教諭の特性、

、

観察力を磨く

AB

Ｃ
Ｆ

｢一

0

6

図
書
館
ツ
ア
ー

表
現
の
方
法
①

印
刷

･文献探索の方

法を学ぶ

･茨城大学図書

館を活用する

･原稿作りと印刷技術の

マスター（資料による

かかわり方）

･研究課題牙、の取り組み

｢真理はあなたを

自由にする」研究

心

表現、情報の提供

と受け手､スキル

E

DB

7

8

9

10

11

12

13

表現の方法②

絵本紹介

＜グループ研究に

よる＞

研究発表①

研究発表②

研究発表③

研究発表④

研究発表⑤

子どもに伝えたいことを読み

聞かす演習（解説付き） ・情感

を込めて・子どもに訴えるよ

うに

1班・ 2班

3班・4班

5班・ 6班

7班・ 8班

9班・10班

グ
ル
ー
プ
研
究
↓
研
究
の
ま
と
め
↓
発
表

子ども時代､思い出と省

察、⑦の喜び体験、⑦へ

のかかわり体験、自己の

解放

【発表者】

･研究課題の発見

･研究の実践

･研究成果の発表

(プレゼンテーションの

方法の開発・実演）

･研究経過の省察

【聴衆者】

･プレゼンの評価

･研究内容の評価

Ｃ
Ｅ
Ｆ

Ａ
Ｂ
Ｄ

A

Ｂ
Ｃ
Ｄ
Ｅ
Ｆ

且
ED

14 研究のまとめ

(課題の探求）

発表を終えて何を学んだか（省察の

ための話し合い）

レポートAの提出

(8月中旬）

DE

15 母校参観(教育．

養護教諭を知る）

･母校参観のオリエンテーション

･母校参観の実践→レポート報告

レポートB提出（10月）

｢養護学概論」の授業時

AFE



主題別ゼミナールの実践報告

理学部大橋朗

理学部理学科化学コース主題別ゼミナール実施状況

・クラス分け

化学コース4クラス（総受講生約50名）

うち大橋担当 12名（化学コース10名、物理学、学際理学コース各1名）

授業内容

ガイダンス（調査するテーマ．行う実験テーマ決め）

調査するテーマや化学実験のテーマは、全員にやりたいテーマをあげさせ、話

し合いによりどれを行うか決めた。

講義

エネルギー問題、環境分析などのテーマで講義を行い、その後、講義内容に関

したレポートを書かせた。

特定テーマに関する調査・報告会（質疑応答含む）

ガイダンスで決めたテーマ（超臨界流体・カーボンナノチューブ・原子力エネ

ルギー・ニセ科学）について3人1組となって調べ、報告した。発表と質問は

必ず全員が行うようにした。

体験化学実験

炎色反応・振ると色の変わる溶液作りなどの実験を全員に行わせた。実験後、

解説を行った。

施設見学（日本原子力研究開発機構）

図書館利用ガイダンス

主題別ゼミナールを終えたあとの感想および反省点

・学生の自主性を重んじた授業内容にしようと考えていたが、入学したばかりであ

るためかおとなしい学生が多く、学生からやりたいことなどの意見がなかなか出

なかった。

・化学コースの学生が多かったこともあり、化学実験ではほとんどの学生が熱心に

取り組んでいたように感じられた。特に高校で実験を行ってこなかった学生には

喜ばれた。

・施設見学を茨城県の代表的な研究施設ということで日本原子力研究開発機構を選

んだが、係の人の説明が1年生には難しすぎた。
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知能システムエ学科主題別ゼミナール

知能システムエ学科 森善一

1°はじめに

今年度より，知能システムエ学科では， 同学科Aコースの学生に対して, Project-Based

Learning(プロジェクト型学習，以下PBLと略す）を実施した． この授業の目的はj 1.学生

の自主・創造性， 2．協調性， 3．プレゼンテーション能力， 4．スケジュールに沿った作業を

遂行する能力を伸ばすことにある． これまでのほとんどの授業では， さまざまな知識が教員から

与えられるいわゆる“受け身”の教育が中心であるが， このPBLでは，学生自らが試行錯誤を

繰り返しながら，あるプロジェクトの企画・立案から，その実施に至るまでのストーリーを立て

て行く学生主体の授業であるという特長を持つ．

与えられたテーマの下，学生は7～8名ずつ8つの班に分かれ，各班につき一名の教員がつく

体制で授業は実施された．

2．今期のテーマ

今期のテーマは， “近未来の便利アイテムの開発”とした．計画にあたっては，次の項目を考

慮するように注意を促した．

・共同作業で実施すること．

・ 発想がユニークであること．

・ 開発期間コスト，売上までを考慮し，あくまでも実現できるプロジェクトであること．

． 実際に見える形を示すこと （図, CAD,模型， レゴ, etc.).

3．プレゼンテーション

報告会は, PowerPointを用い， 中間報告2回と最終報告1回の合計3回行った．

・ 中間報告：進捗状況を発表する． グループ内の数人が発表を行う．

中間報告1 ： どのようなプロジェクト案(複数)が出たか,および各々の概略を発表する．

中間報告2 ： プロジェクトの決定案，およびその詳細を発表する．

・ 最終報告：最終的なプロジェクトの内容，市場調査，予想売上等を発表する．全メンバー

が発表する．

4．報告書

報告書は以下の要領で提出を求めた．

・ 各メンバーは，毎回必ずA4用紙一枚以上の報告書を担当教員と他のメンバーに提出する

こと．

・ 毎回の話し合いは， この報告書を基に行うので，各自，責任持って担当する内容を調査・

検討すること （一人がサボると，みんなが迷惑することを強く自覚するように)．

・ 報告書の内容は， 自分の担当に限らず,他のメンバーへのアドバイスを含んでいても良い．

． この授業の最後に，全体報告書を提出してもらう （各自，担当部分を執筆して，グループ
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で一部作成する．締め切りは最終プレゼンテーシヨンの1週間前.A4用紙50ページ程

度が目安)．

5．成績評価

成績は，毎回の報告書，話し合いへの積極性，全体報告書，プレゼンテーションを考慮し，

担当教員がつけた． また，それぞれの成績評価での比率は30％,30％， 20％， 20％を

目安とした．

6． アンケートの結果と考察

申告者数57人のうち，回収数47人であり，回収率は82.5％であった．その結果と考察を以

下に示す．

． 「この授業を履修して，全体としてよかったですか」の問いに対して， “大変良かった”と

“良かった”の合計が745％にのぼり，学生たちが高い満足度を得ていることが分かった．

・ 授業の方法，進め方で改善すべき点についても， “特にない”が過半数を占め，授業が比較

的スムースに行われたことが分かった．

・ 授業期間内にシラバスに沿って3回発表会が行われたが， どの班も良くまとまった発表を

行えていた． アンケートにおいても「この授業はシラバスどおりに進められましたか」の

問いに対して， “シラバスどおり進められた”と“ほぼシラバスどおり進められた”の合計

が51.1％であり，シラバスに沿ったスケジュール管理を学生らが行えていたことが分かっ

た．

． 「この授業を聞いて， この科目についての知識・教養や技能・技術が向上しましたか」の

質問に対し， “大変向上した"， “向上した”および“やや向上した”の合計が89.4％にのぽ

り， この授業の有用性が示された． この授業では， 3回のプレゼンテーションの他に，毎

回一人1枚以上の報告書と，授業の最後に班全体で50ページ程度の報告害の提出を求めら

れるが，それらを通して，プレゼンのやり方と報告書の書き方を学ぶことになる． またグ

ループ学習であるため， “討論力がついた”や“自己主張ができるようになった”等のアン

ケート結果が得られた．

・ 予習・復習時間も1時間以上行っている学生が過半数おり，熱心に授業に取り組んでいた

ことが分かった．

。 「あなたはこの授業を友人や後輩等に受講することを薦めますか」の質問に対し， “薦める”

と6割近い学生が答えている． この結果からも，本授業が受講生にとって満足度の高いも

のであったことが裏付けられている．

7．おわりに

学生をグループに分け，その中からリーダーを決め，学生中心に授業を行う環境を用意する

ことにより，学生の積極性を引き出すことができた.今後，来年度に向け学生の興味を引き付け

るテーマを決定し，基本的には本年度と同様の形態で授業を続けて行く予定であるも
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主題別ゼミナール「動物生産の科学」

農学部生物生産科学科

動物生産科学カリキュラム

中島弘美

1 授業概要

・動物生産科学カリキュラムの7教育内容の教員がオムニバス形式で実施している。
・授業は講義や学外現場見学で構成され、 7教育内容に対応するように受講者を7グループ
に分けてテーマを与え、各グループには調査や自主学習をして発表用のPowerPointを作
成してもらっている。

・授業のまとめとして、動物生産科学カリキュラム全教員も参加して発表会を行っている。
・受講者は例年､ 20～24名程度の受講者である。多くが動物生産科学カリキュラムの学生で
あるが、 3， 4名は他学科あるいは他のカリキュラムの学生も受講している。

2授業実施内容

①ガイダンス・グループわけ

②動物の疾病・講義

③多頭数省力管理型牛舎・見学

④ トランスジェニック動物の現状・講義

⑤環境ホルモン・講義

⑥畜産食品の加工と貯蔵・講義

⑦アジアナマズの遺伝学的再分類・講義

⑧日本の畜産業における研究の現状（畜産草地研究所） ・見学
⑨発表準備(PowerPointの作成・発表練習）
⑩グループ発表・討論．まとめ

3重点と成果

①重点事項

・昨年度と本年度の相違として、発表媒体を0HPからパソコンによるPowerPointに変更し
た。その理由として、昨年度の学生アンケート調査から「OHPではなく、 PowerPointで発
表をしたい」 との声があったため変更した。
②成果

・当初は各グループともPowerPointが上手く作れるかどうか危倶されたが、上手くPower
Pointが作製され、例年にない発表会を実施することができた。

・アンケートの評価点は「4.368」で､昨年度の「4.565」より若干落ちたものの略々横ば
い状態である。また「この授業を履修して、全体としてよかったですか？」の問に90％近
くの学生が「大変良かった（57.9％） 」あるいは「ややよかった（31.6％） 」 と回答して
いる。

4 問題点の抽出

アンケートの結果から

① 「授業の仕方や進め方で改善すべきことがあれば」の問に、学生から「板書の仕方」や
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「配付資料・参考文献の提示」の指摘があった。

②自由記載では、 「もっと色々なところへ見学の機会がほしかった」 との声があった。

改善策

学生からの指摘事項

「板書の仕方｣については､カリキュラムの各教員に改めて連絡をして改善していきたい。

「配付資料・参考文献の提示」の配付資料については、実施しているはずであるが、 もう

一度各教員に連絡して改善する。参考文献の提示については、シラバスに「テーマに関す

る資料は自ら探索することを求める」と明記している。ただ、これでは学生が戸惑うので、

毎年主題別ゼミナールの最初のガイダンスに、 「何か解からない事がありましたら、私を初

め、動物生産カリキュラム先生方に聞きに行って下さい。先生方は皆さんを待っておりま

す。どうぞこれを先生方とのコミュニケーションの機会にして下さい」 と説明し、できる

だけこの主題別ゼミナールを通して学生と教員がコミュニケーションをとるように指導し

ているので、学生の指摘には対応できるのではないかと考えている。

自由記載について・見学機会について、昨年までは学外見学を4カ所実施していたが、

今年度は当初の授業計画よりも減ってしまい2カ所になってしまった。実施できなかった

理由として、受け入れ先の都合もあるが、もう一つの理由として研究費から捻出している

貸し切りバスの費用の問題もある。 さらに、授業が4講時という時間的な制約がどうして
もネックになって学外見学地が限られてしまう問題もある。できれば学外見学の機会を増

rー

0

①

②

やしたいが、今後についてはカリキュラム内で協議していきたい。
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二種類の「接続教育」と主題別ゼミナール

人文学部鈴木敦

1 ：二種類の「接続教育」

「接続教育」は、大学における専門教育の大前提となる 「素養」を身につけさせること

を目的とする。 しかし一口に大学教育と言っても、分野が異なれば必要となる前提条件も

また異なる。前提条件として、高校からの積み上げ的知識が不可欠な分野もあれば、細か

な知識はさておき発想・姿勢こそが重要である分野もある。

茨城大学において接続教育が本格的に取り上げられた平成13年､筆者は偶々茨城大学将

来構想委員会教養教育分科会の委員として、全学的な接続教育論議の場に居合わせる機会

を得た。そこで感じたのは、共に接続教育の必要性を認めつつも、何はさておき積み上げ

的知識の補完を主張する （主として理科系の）教員と、高校までの発想・姿勢からのパラ

ダイムシフトこそ不可欠とする （主として文科系の）教員との意識のズレであった。 この

ズレをお互いが認識することなく始められた議論は、 当初は当然の事ながら噛み合わなか

った。 しかし、その後の活発な意見交換を経て、分科会メンバーの間ではお互いの専門分

野の持つ特性への相互理解が進んだと認識している。ただし、それをそのまま各委員の選

出母体たる学部構成員全員に伝ええたかと言えば､甚だ心許ない。

2 ：人文系の「接続教育」

人文学部では、昨年度、従来の人文学科とコミュニケーション学科が合同して人文コミ

ュニケーション学科が成立している。 しかし、 ここでは一般にイメージがしやすいと思わ

れる、 旧人文学科をベースに記すこととする。

旧人文学科には心理学、文化財、国際関係、 日本史学、外国史学、哲学、国語学・国文

学、中国文化、 ドイツ・フランス文化、イギリス文化、アメリカ文化の11専攻が置かれて

いる。イメージと現実がどこまで整合するかという問題はひとまず措き、 「高校の科目の延

長でイメージすることが可能な専攻」が大半である。

それでは、専攻の勉強の大前提として高校以来の知識の積み上げが不可欠かと言えば、

必ずしもそうではない。例えば筆者の担当する中国考古学について言えば、專攻の勉強を

始める時点で高校世界史で履修する通史的理解がなされていることが望ましい。 しかし、

通史的理解が不十分であることが直ちに専攻の勉強を不可能にする訳ではない。 この種の

知識は、専攻の勉強と並行して酒養して行くことが可能である。

一方で、それまでの「歴史の勉強とは、教科書の内容を効率よく理解し記憶すること」

という姿勢から「教科書の内容は現時点での通説に過ぎない」 「歴史研究は、通説を疑い自

ら検証することが出発点になる」 という姿勢へのパラダイムシフトは不可欠である。 これ

なしに執筆された卒業論文は、詰まる所「読書感想文」に過ぎず、断じて「論文」 とは言

えない。中国考古学において－－そして恐らく人文系の学問一般において－－第一義

的に必要な接続教育とは、積み上げ的知識の補完ではない。 「信じ．覚える」姿勢から「疑

い・検証する」姿勢へのパラダイムシフトを促すことなのである。パラドクシカルな表現
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をすれば、 「接続教育という名の断絶教育」 と言うこともできよう。

3 ：現行の「接続教育」のイメージ

上述の議論は、その後、教養科目を「分野別教養科目」 と 「分野別基礎科目」に分

離し、前者を従来型の教養教育を引き継ぐ、リベラルアーツ教育、後者を議論の結果と

しての「接続教育」 と位置づけることで一応の決着を見たと理解している。分野別基

礎科目の内容は

A:積み上げ的学修が必要となる科目 （数学・物理・化学・生物など）

B :専門教育に複合的に必要となる基礎的科目 （｢経済学のための数学」など）

と説明されている。

4 ：現行の主題別ゼミナール

今回各学部から戴いた主題別ゼミナールの実践報告を拝見すると、文系・理系を問

わず、大部分の学部で、上記のいわゆる 「パラダイムシフトを目指す教育の場」 とし

て活用されていることが分かる。上述の「二種類の接続教育」は、現在の茨城大学に

おいては異なる授業カテゴリーを用いて、共に実践されているということができよう。

5 ： 「入試の意味」と今後の接続教育

二種類の接続教育が、二者択一ではなく、共に実践されていることは喜ばしい。積

み上げ教育が不可欠な分野が存在することも、十分理解しているつもりである。 しか

し、大学教育の重要な一部である教養教育の時間を割いて分野別基礎科目、すなわち

高校までの積み上げ教育の不足を補うという現行の体制には違和感を覚える。

高校までの積み上げがきちんとなされている学生を選択するのが入学試験ではなか

ったか？現在の厳しい状況に鑑みて、そのような主張が「理想論」 と受け止められが

ちであることも承知している。 しかし、大学の教育課程を削って高校の取りこぼしを

補うという体制を、今後も無批判に・ ・ ・極言すれば、 「どうでもいいパンキョーの枠

でも使ってやっておけばいい」 という姿勢で続けていってしまってよいものであろう

か？

誤解を恐れずに言えば、筆者は、現在主題別ゼミナールで実施されている内容こそ

が、本来の意味での接続教育であると考えている。今後の接続教育論議は、 この「本

来の意味での接続教育」の充実発展を目指して進められるべきであると考えている。

その意味で、今回、主題別ゼミナールが「全学レベルで」 「公開の場で」初めて討論さ

れることになったことを、非常に喜んでいる一人である。 この暴論がきっかけとなっ

て、積極的な議論が展開されることを期待している。
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平成18年度茨城大学教養教育FD研究会





平成18年度

茨城大学教養教育FD研究会

実施要項

本年度のFD研究会を下記により開催します。前半では、 「推奨授業」に選定された授業4

件について、教授法の紹介があります。後半では、学生自身の認識する理解度と教員によ

る成績評価は何故一致しないのかといった問題などを、各専門部会による分析・研究報告

をもとに討論します。あらゆる授業に少しでも役立つ情報が含まれることを期待します。

開催日時：平成19年3月27日 （火） 午後1時－5時

開催場所：茨城大学総合研究棟1階インタビュースタジオ

次 第

開会の辞 大学教育センター長森野 浩

学長挨拶 茨城大学長菊池龍三郎

推奨授業担当教員の表彰式 （茨城大学長）

休憩

推奨授業担当教員の教授法紹介

「芸術（実用書式を学ぶ)」 斎木久美（教育学部）

「化学（ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｽのための有機化学の基礎)」 森聖治（理学部）

「人間と心（こころの科学)」 黒田浩司（人文学部）

「数学（微分積分基礎／微分積分入門)」 千葉康生（大韓情ｾﾝﾀｰ）

休憩

専門部会のFD報告

課題の説明 大学教育センター点検評価部長山中一雄

人文系基礎教育専門部会から 部会長堀口育男

社会系基礎教育専門部会から 部会長佐川泰弘

自然系基礎教育専門部会から 部会長曽我日出夫

総合基礎教育専門部会から 部会長関友作

外国語基礎教育専門部会から 部会長青木研二

総合英語教育専門部会から 部会長小林邦彦

情報基礎教育専門部会から 部会長羽渕裕真

健康・スポーツ基礎教育専門部会から 部会長勝本真

討論

閉会の辞 大学教育センター企画実施部長佐々木寛司

13:00－13:10

13:10－13:25

13:25－13:35

13:35－13:40

13:40－15:00

15:00－15:05

15:05－16:50

16:50－17:00

進行係山中一雄（大学教育センター）

主催：茨城大学大学教育センター

＜問い合わせ先＞茨城大学学務部学務課大学教育センター係 ′Ibl :029-228-8414
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○山中

ただいまから，大学教育センター主催の教養教育FD研究会を始めさせていただきます6

初めに，開会の辞をセンター長の森野浩が申し上げます。

○森野センター長

大学教育センターの森野です。

本日は，お忙しい中お集まりいただきまして， どうもありがとうございます。

毎年，大教センターでは， この教養教育FD研究会と，先月開催いたしました教養教育

シンポジウムを開催しております。教養教育シンポジウムは，大まかな方向性について議

論するシンポジウムで，本日のFD研究会は，主として授業に関する具体的な課題とか問

題に対して取り組むという趣旨の集まりであります。

例年， このFD研究会では，毎年の推奨授業の受賞者の方に，その授業に対する工夫と

か経験談をお話ししていただいて，皆さんの参考にしようということと， もう一つは，各

専門部会から，主としてアンケートの分析に基づいて行われております専門部会でのFD

研究会の結果をここで報告していただいて，その授業， あるいは教育の質の向上にフィー

ドバックしようということであります。そのフィードバックのレベルとしては， もちろん

参加していただいたそれぞれの先生が個人レベルでも可能でしょうし，専門部会， あるい

はセンターとしても参考にして，教育の質の向上に対応していきたいと考えております。

本日，皆様お忙しい中お集まりいただきましたが，実りある研究会にしていきたいと思

います｡どうぞよろしくお願いいたします。

○山中

申しおくれましたが，私進行係は，大学教育センターの点検評価部の山中と申します。

よろしくお願いします。

続きまして，学長の菊池龍三郎先生にあいさつをちょうだいしたいと思います。 よろし

くお願いします。

○菊池学長

こんにちは。

本日は平成18年度の教養教育のFD研修会に，皆様お集まり下さいましてご苦労さまで

す。

本日は， 4人の先生の推奨授業の表彰と，その後，先生方のご自分の大変工夫された教

授法の様子などをここで報告をしていただくことになっております。

推奨授業の選定については，先日会議で森野センター長からも，今年度の推奨授業は，

先生方が大変工夫をされた充実した授業であり，願わくば， これが教養教育に限らず， も

っと一人一人の先生方のFDに役立ってくれることが望ましいとの期待をこめた報告があ

りましたが， これは私も含めて，先生方も感じたところだと思います。本日は，せっかく

の機会でありますので，いろいろご工夫されたところ， ご苦心されているところについて

お話を承りたいと思います。
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また，その後，きょうはもう一つ，各専門部会からいろいろ報告が予定されている中で，

授業者の考えていること， あるいは授業者の評価と学生の理解度が違うということ， どう

してこうも違うのか，ずれてくるのかといったことについても話し合われると伺っており

ます。

今，来年度の入学試験の手続中でありまして，多分この先も，入学してくる学生の質は

決して我々が期待するようなものにはなり得ない，いろいろな学生が入ってくるだろうと

思います。その学生を， とにかく私たちが社会に約束したところまで何とか引き上げてい

く。専門教育だけでなく，国立大学を卒業した学生として，だれもがなるほどと納得する

教養教育の広がりと水準の裏づけのある学生として送り出していくことが大変に必要かつ，

重要な課題であり，そこにこそ，各国立大学の特色というか頑張りどころがあるのではな

いかと思っております。

私は，国立大学協会の教育研究小委員会に出ておりまして，多分曽我先生も専門委員に

なっていると思いますが,茨城大学の教養教育の取り組みは，私もいろいろな学長から聞

かされているのですが，相当注目されています。よくやっているほうの大学に名を連ねて

いると評価され，私もうれしく聞いているところですが，ただ，そうは言っても，ややも

すると，教養教育は，気を抜くと大学教育の中で片隅のほうに追いやられてしまうことが

あり得ると思います。そういうことを全国の教養教育の担当者が非常に危機感を持ってい

るわけで，先日の国大協の報告書の中にも，その辺の危機感が非常に強く出ていたと思い

ます。私も学長として，茨城大学の教養教育を充実するために，いろいろ難しい条件はた

くさんありますが，一つ一つ，先生方のお力をお借りしながら何とか充実していくように

頑張りたいと考えています。

本日は， これから5時まで長い時間ですが，先生方のいろいろな実践，実績に基づくご

報告と話し合いが行われます。それが，専門教育も含めた授業の改善に役立つよう願って，

ご挨拶とさせていただきます。本日は， どうもご苦労さまでございます。

○山中

ありがとうございました。

それでは， これから表彰式に入りたいと思いますが，少々お待ちください。

では，ただいまから表彰式を始めます。各授業の先生方の紹介を森野センター長からい

たします。

○森野センター長

それでは，資料の裏に次第がありまして，お手元にあると思いますが，今回4人の先生

方，厳密に言いますと5人でありますが， この授業が推奨されていました。簡単にご紹介

したいと思います。

まず，最初に齋木先生からご紹介いたします。

授業科目名は「芸術（実用書式を学ぶ)」 という科目であります。

この科目は，手紙やのし袋の表書きなど実用害式について学んで，その書き方を身につ
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けることをねらいとして展開されているものであります。

そのように， この授業，実践的な技能習得を目標としているユニークなもので，授業の

実施に細かな配慮が見られる。また，学生の満足度も高く，学生の興味を引きつけること

に大変成功しているということで，今回推奨をさせていただきました。

では，齋木先生よろしくお願いします。

○菊池学長

表彰状。推奨授業科目，文学。齋木久美殿。

あなたが担当した授業は，平成18年度茨城大学大学教育センターの推奨授業表彰制度に

付議された結果，推奨授業として決定されましたので表彰します。平成19年1月3日。

おめでとうございます。

○森野センター長

次は，授業科目名，化学（バイオサイエンスのための有機化学の基礎)，担当の先生は折

山先生と森先生，理学部の先生であります。

この科目は，生物化学のための有機化学の習得を目標としたものであります。

内容は，演習や質問など双方向の授業を目指して，教材にもさまざまな対応が行き届い

ています。また，小テストなどを適宜使用して学生の理解度の向上を目指していて， 同時

に， トピック的な話題も取り入れるなどの工夫が見られて，学生の評価や満足度が高いと

いうことで推奨させていただきました。

本日は，森先生が代表で報告していただきます。よろしくお願いします。

○菊池学長

表彰状。推奨授業科目，化学。森聖治殿。以下同文。

おめでとうございます。

○森野センター長

それでは，次は，授業科目名，人間と心（こころの科学）であります。担当の先生は，

人文学部の黒田先生です。

この授業は，心理学の基本的な考え方と，その研究方法等を学ぶことを目的としていま

す。広い範囲を扱って学生の関心を呼ぶことに成功しておりまして，範囲だけではなく，

実験とか実習， あるいは心理テストなどを含めながら授業計画が立っております。それ以

外に， さまざまな斬新な試みを取り込まれた授業になっていまして，大変大規模クラスで

あるにもかかわらず，学生の理解度，満足度が高いということで推奨させていただきまし

た。

では， よろしくお願いいたします。

○菊池学長

表彰状。推奨授業名，人間と心。黒田浩司殿。以下同文。

おめでとうございます。

○森野センター長
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4番目でありますが，授業科目名，数学（微分積分基礎及び微分積分入門)，担当教員，

大学教育センターの千葉先生です。

この授業は，高校段階での数学の習得が十分でない学生を対象にして, 1学期間，週2

回授業をすることで，基礎学力の習得を目指したものであります。特にこの授業では，毎

回の授業に合わせたEラーニング教材を作成し，パソコンを通して授業内容の復習を徹底

的にさせているというところが特徴になっておりまして，その成果が学期末テストの結果

に歴然とあらわれている。学生の満足度も高いということで推奨させていただきました。

では， よろしくお願いします。

○菊池学長

表彰状。推奨授業科目，数学。千葉康生殿。以下同文。

おめでとうございます。

○山中

どうもありがとうございました。

プログラムですと今から休憩に入って， 13時40分から先生方の教授法紹介ということに

なっているのですが，プログラム設計のミスでして，不手際で少し時間を余計にとり過ぎ

たようですので， もしよろしければ10分ほど時間を繰り上げて，推奨授業担当先生方の教

授法紹介を1時半からということにさせていただきたいと思いますが，いかがでしょうか。

では，今から6分ほど休憩をして， 1時半からということにさせていただきます。よろ

しくお願いします。

○山中

ただいまから，推奨授業をご担当なさった先生方に教授法の紹介をいただきます。

4件ありますが，プログラム上は簡単な質疑応答を含めて1件20分程度を目安と考えて

おりますので，その辺多少ご配慮などお願いします。

まず，芸術をご担当の齋木先生お願いします。

○齋木

教育学部の齋木です。

このような場を与えていただき，私自身の取り組みを，振り返る機会になりました。ま

ず，お手元に配付させていただいた資料は，授業の内容について紹介するものですbそし

て，今回の発表では，授業をやるためにはどういうことを報告すれば一般化できるのかと

いうことを私なりに考えてきたものを用意しましたので，そちらとあわせて発表させてい

ただきたいと思います。

まず，お手元の資料をごらんください。先ほど、ご紹介いただきましたように,いろい

ろな実用書式について学んで，それを生かして実際の場で書けるということを目標にして

います。そこで意識させたいと思ったことが，ただ書くだけでは，いわゆる書きっ放しに

なってしまうので，そうならないために，履修者自身が自分の取り組みについて考えてほ

しいと考えました。そこで履修者が自分の取り組みを小さなことでも評価できるような場
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をつくらなければいけないと考えました。

そして，授業を進めていく上で，具体的には，履修者の質問や感想に対し，授業者側で

ある斎木がコメントを伝え，できれば， ここでやっていることを，ふだん授業でノートを

とるときにも生かしていこうなどといったことも投げかけていきました。

さらに，シラバスどおりに進めていくことはとても大事だと思うのですが，履修者の実

態にあわせて適宜修正していくことも授業者には求められていると考え，進行状況と計画

を突き合わせて適宜修正していくようにしました。

実際の授業ですが，教室の収容人数が89名，最終的に単位を取得した者が85名です。

意欲や技能面の実態などを見ますと，シラバスの手紙や履歴書などというのを見て， ほ

とんどの受講生が，そういったものがきちんと書けるようになりたいという意欲を持って

いたようなので，授業の出だしは， とてもやりやすかったです。

実際にシラバスどおりには進まなかったところもあるのですが， 1回目から15回目， こ

ういった形で行いました。

授業を終えての私自身の感想なのですが，実は教養の授業を持つのは平成17年度が初め

てでしたので，他学部の学生の実態がどういう状態なのかということがつかめないまま進

まなければならないところに若干不安はあったのですが，履修生自身がとてもよく取り組

んでくれて手ごたえを感じた授業でした。そういった授業で， こういった推奨授業に選ん

でいただけたのは， とてもありがたいことだと思っております。

今後の課題については後ほど述べさせていただきますが，次に前のスクリーンを見てい

ただきながら進めていきたいと思います。

実際私が授業運営のために試みた工夫として，やはり学生がやる気になるためにはどう

したらいいのか、またそのやる気を持続させるためにはどうしたらよいのか、 ということ

です。 さらに，学生が困ったときに，適宜こちら側が手を差し伸べるためにはどうしたら

いいかというこの3点について工夫しようと考えました。

それぞれについて具体的に説明していきますが， まず，学生がやる気になるときには，

実社会で役立つことかどうかということがあると思います。具体的には， こういった履歴

書です。履修生のほとんどが大学1年生ですが，アルバイトのために履歴書を書くとか，

就職活動のためには履歴書が必要なのだという認識は持っていますので、履歴書がきちん

と書けるようになりたいという意欲を刺激することになるようです。

ただし，私としては，履歴書が書けるだけではなく， ここで学んだ方法を生かして，実

はこういった書式が決められているものにも，用具，用材を選んで書ける力を求めたいと

思っていますので， まず， ここがスタートなのだという話を学生にしてみました。

最初の2行ではありますが， こんなふうに住所も，大学の住所にして書いてみよう， ま

ず書いてみよう。書いてみた結果を学生自身に振り返らせて，字間はどうなっているか，

行間はどうなっているかということを確認させました。義務教育段階でもこういったこと

は言われてきているのですが，改めて自分の書いたものを見ると， ああそうか, こうすれ
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ぱいいんだということを学生自身がつかんでいくようです。

それからもう一つ，実社会で役に立つといったことに， こういったもの（のし袋）も求

められると思います。まず基本的なことは，結び目のところが中心だから，そこをそろえ

て書くとよいのですが,では，実際に中心をそろえて書くためにどうしたらいいか、 こう

いうことを考え，さらに身につけるために授業で取り組んでいきましょうと、話しました。

筆ペンも実社会でよく使われている用具ですので， この授業では筆ペンも使いますとい

うことで学生に用意させました。

実際に学生を授業に集中させるためにはどうするかということで，私なりに考えたのが，

次の（1）から（5）のことです。

毎回最初に授業の体制を作るようにした。

作業をさせる◎

毎時、授業の全体像がわかるようにした。

マンネリ化をさけるため、変化をつける

忘れ物等により、授業中に私語が発生したり授業が中断したりして、授業へ

の集中が妨げられる。 これを防ぐ、工夫をした。

ｊ
ｊ
ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
２
３
４
５

１
く

まず（1）ですが，最初に授業の体制をつくるようにしました。いろいろな学部から集

まってくる学生ですから，前の時間どういう状況かということがわかりませんが，授業の

出だしから全員が集中する体制をつくるために，活動をさせたいと考え，最初に10分から

15分程度の作業をさせ，授業に向かう体制を学生自身がつくっていけるようにしました。

具体的には，市販のペン字帳を購入させて， こういったものはそのまま社会へ通用する

実務的な書き方ですから， これを書いていこうということで， 10分から15分程度設けて書

かせるようにしました。 日頃授業などでノートをとる時は、速くたくさん書く必要があり

ますので、何か書く、 となると， ほとんどの学生がたくさんの量を書かなければという意

識を持ち，量を書くことに意識が向きがちなのですが，量は問わない、それよりも一つ一

つをまず丁寧に書くことが大事であるということを徹底させるようにしましたb

それから) 2つ目として，先ほどの最初の活動とも重なってきますが，文字を書くとい

うことは動きを伴うことですから，実際に作業させるということを試みさせました｡作業

の成果を自分でも確認し，その結果を授業者も確認して，よいものをどんどん紹介すると

いうふうに心がけました。

作業ですので，最終的に実技テストという形で， こういった目録を書かせました。 目録

の文言は各自が自由に選択してよいとし,前の時間に書き方などを紹介しました。これは，

筆ペンで，奉書紙という紙を使っています。書道経験がある学生でも，奉書紙に書いた経

験のある学生はほとんど少ないので， どの学生にとってもスタートラインは同じと考えて，

こういった形で書かせるということを最後の実技テストとして行いました。
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それから学生を授業に集中させるための工夫ですが，やはり活動が入りますので，学生

自身が毎回授業の全体像がわかっていることが必要だと考えました。そこで，初回の1～

2回をかけて， 「この授業は大体こういった流れで進めていくのですよ，皆さん自身も主体

的にかかわるためにペースをつくってください｡」 と説明し，時間に余裕を持たせて，学生

自身が授業の流れを認識させるようにしました。

ただ，そういったことも， 同じように続けていますとマンネリが出てきますので， とこ

ろどころで変化をつける必要があると思います。

そこで，例えばこういったものなのですが，実はこれは芳名録に書きましょうというこ

とで， 自分の名前を筆ペンで練習させた後なのです。練習そのものは机の上でできるわけ

ですが，実社会では受付などで立って書きます。 しかも，受付の人の目の前で書くという

ことになりますので， このように，前の机にこういった芳名録の用紙を並べて，適宜順番

に， 1人ずつ私の目の前で書きなさいというような，少し実社会に応用した場面を、 1人

にとっては2～3分なのですが，背中が曲がらないようにとか’そんなことに気をつけて

と言うと，本当に90分のうちの2～3分なのですが，学生にとっては緊張して，ああ， こ

ういうことなんだと実感することになったようです。 こういった変化をつけていくという

ことも意識してみました。

それから， これは毎回の授業にもかかわることなのですが，学生が授業に集中するため

に，私語が発生したり，用具を使うことから，忘れ物があったりして学生間で貸し借りす

るということが出てきます。 こういうことが授業の集中を妨げることになると思います。

特に大学生だから， 自分たちで何かをしなさいといった場合に， まじめに道具を持ってき

ている人たちに，半分書き終わったら貸してあげるよ、 という対応をとらせることになっ

てしまいます。そうなると，本当に授業を受けようと思って時間どおり来て， まじめに来

ている学生が損をすることになってしまいますので，そのことは授業の最初に話し，でき

るだけ私のほうでも対応するけれども，周りの人に迷惑をかけないようにと話し，授業の

ルールを徹底するようにしました。

それから，学生の理解を助けるための工夫ということなのですが，文字を書くというこ

とは動きを伴うことです。OHCを使って文字を書く際の動き，用具の使い方などを見せ

るということを適宜するようにしました。 これも，いつも同じようにやっていると，学生

は，先生はいつも書いてくれるから見なくていいやとなってきてしまいますので，見せる

場面を絞って， 1回だけとか2回だけと集中して見せる工夫も適宜入れるようにしました。

これは，学生が動きをとらえる上で， こんなリズムで書けばいいと確認するための助けに

なったように思われます。

それから，題材の平易なものから取り組ませるようにしました。大学の教養ですから，

できれば右側にあるような古典的な写経などにも触れたいと思いましたが，ふだん私たち

が目にしている字体とは異なりますので，幾ら大学生だからといって，いきなりこういっ

たものを書かせると， どうしても抵抗が出てきます。読めない，字体がわからない、 と6
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そこで，そうならないために，現代の人が書いた写経がありますので，それをドリル形式

に作成し直して，左のようなプリントにして， こういったものでまずなれてから，右側の

ように書いていきましょうというふうにしました。

それから， どうしても教養の場合には，いろいろな学部の学生が対象ですから， 1時間

の中で， どの学生にも対応するということはとても難しいと思います。学習の記録という

形で， こんなものを書かせました。

上の段は，その時間の内容をふまえた簡単な問題の回答を書く欄です。例えば， 10月21

日のときには「桜」の漢字を槽耆で示し，では， これを行書で書いてみようという課題で

した。下の欄は感想などを書かせました。感想も， とにかく丁寧に害くということを意識

させるようにしました。文字を書く練習のときだけ、丁寧に書けばよいのではなく、 こう

いった感想を書くときも丁寧に書くことを意識させたいと考えました。

とはいうもののこういった記録のコメントを記入するのも，授業者にとっては負担にな

ってきます。特に授業の1回目， 2回目は，受講票の確認や教科書の支持等いろいろと大

変ですので，お互いに授業に慣れてきた10月の半ばごろから感想を書かせ， コメントを書

くなどしてみました。このことによって，学生も気楽にいろいろなことを話してくれるよ

うになってきたように思います。そのことが学生のニーズなどを知ることにつながったと

感じています。

これまで，工夫した点についてまとめさせていただきましたが，最後に課題を述べさせ

ていただきます。教養の授業として目指したいことの中に， 「学問と社会との開かれた環境

を築き得る能力を育成する」 ということがあります。 この授業は実用書式ということで，

決められた形式のものを対象にはしていますが， この目指すことをふまえた授業を目指す

には，文字を書くということを広く考えられるようなものも，取り入れていく必要がある

と考えています。今後の課題として改善していきたいと思っています。

以上で，発表を終わります。

○山中

ありがとうございました。

何かご質問があったらお願いします。よろしいでしょうか。

○曽我

何か， よくお考えになっている感じなのですが， こういう教員側の取り組みにもかかわ

らず，意欲的でない学生もいるのではないかと想像しているのだけれども，そのあたりの

様子と，そういう学生の人たちは， まじめに取り組む学生と一体どこが違うとお考えです

か。

○齋木

まず，文字を書くということについて言えば、学生には好き嫌いがあると思います。最

初から好きだから受講したという学生と，今， 曽我先生がおつしやったように，好きでは

ないが、 どうせ何か単位はとらなければいけないからという思いで受講し、座っていても
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授業に身が入っていない学生と2つのタイプがあると思います。そこでそういった学生に

対する対応として、例えば座席を指定して出席をとる手間を省くと同時に，そういった学

生のところは必ず回りながら，一言， 「ここ、 よく書けていていいじやない！ 」など， こち

らがアクションをしていかなければいけないのではないかと思っています。特に， 引いて

しまう学生というのは文字に対してコンプレックスがあり，文字を書くのは嫌だなという

思いがあるわけです。まず，そのコンプレックスに対しこちらが， 「いや、そうではなくて」

という対応を具体的にとることが大切なのではないかと思います。

それでも， 1割程度は，本当に授業を聞いていたのかしらと思うような形で書いて提出

してくる学生がいますので， こういった学生を，最後ではなく，できれば授業回数の3分

の2ぐらいのところで、評価を伝える場を設け、 さらに学生に自分の取り組みを振り返ら

せる機会を作る必要があると考えています。授業の最後の評価だけでなく、途中でもそこ

までの取り組みの評価を知り、その評価に対し、改善の取り組みができる場や機会を設定

していく必要があると考えます。そうなると授業の，最後の2～3回はお互い振り返る場

さらに，実態に合わせて発展的なことをやるということを考えなければいけないのではな

いかと思います。

済みません。答えにはなっていないようなのですが,私自身の検討課題ということで答

えさせていただきます。

○山中

よるしいですか。ほかに何かございますでしょうか。

○森

私は字が汚いので，私自身が受けたいなと思うのですが，芸術という科目の中で， こう

いう実習、私は理学部なのですが，私たちの感覚では実習とか実験に当たるような授業だ

と思うのです。こういう授業で，いつも苦労するのは成績評価なのです。実験だと，その

課題ができたらよくて，できなかったらだめということになってしまうことが多くて，成

績自体は，できればオーケーなので非常に高い方向に行ってしまうのです。そういった辺

は， どのようになされているのかと思いまして、この点についてはいかがですか。

○齋木

まさに私の場合も同じで，やはり 「できた｣， 「出した」 ということに関しては， まずそ

れを評価すると成績が出ることになります。学部のほうの授業でも同じような形でやって

いますが，提出物は出してはいたのだけれども，ただ出しただけという学生に何回かぶつ

かりますと，そうなる前にこまめに学生に対応する必要を感じます。実験はちょっと難し

いと思うのですが，書いたものを適宜提出させ，今の状態だとあなたは社会には通用しま

せんよとか， この書き方は目標を意識していないよという評価を返し，そこで改善が見ら

れなければ，それに応じた成績評価をすればよいと思います。学生に、ただ提出しただけ

では単位を取得できないことに気づかせるためにも，途中で成果が確認させる場を作り、

この調子でやっていってください、またはしっかりやりましょうということを伝える場を
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つくるべきかと思います。

ただ，私も，本当に提出したことで評価したことで履修者の成績がよくなってしまうの

で，そこの優劣に関しては， もうちょっと評価の観点とか，文字の書き方といったところ

も，分析的な視点を入れていかなければいけないとは思っています。

○山中

それでは，大体時間になりましたので， どうもありがとうございました。

続きまして，化学のご担当の折山先生と森先生で，森先生に講演をお願いします。

○森

理学部の森でございます。

今回，そのような機会をいただいたのは，ちょっと私たちは驚きでありまして，恐らく

一緒に授業をした折山先生の貢献が非常に大きくて，私はほとんど何もしていないところ

もあるのかなと思うのですが， とりあえず， きょうは折山先生が学会で出張なので，私が

かわりに, どういうことをやったかということを簡単に話します。

20分の時間が与えられているのですが，多分5分ぐらいで終わると思います。活発な質

疑応答をしていただければと思います。

授業内容なのですが，基本的には1年生の農学部向けということで，文系の学生さんが

ほとんどいない状態で，農学部の人たちは，将来的に生物化学的な志向性を持った仕事に

つく学生が多いと思います。そこで化学というのは非常に重要なわけで， どういう内容で

授業を行ったかというと，基本的には，化学の基本的な内容をもう一回おさらいしたと同

時に，高校で化学を勉強していない学生さんにも授業を理解できるように復習しながら，

少し先を見通した授業を行ったわけです。

履修上の注意として， 「毎回の授業の理解のために小テストを課すこともあるので必ず出

席すること」ということで，折山先生はほとんど毎回小テストを課したと聞いております。

私は，基本的には毎回小テストは課さず，小テスト1回に，期末テストを課したわけです。

小テストとか期末テストで最終的に評価をしなければいけないのですが，私の授業の最初

で，学生さんが化学の基本的な内容をどれぐらい理解しているか一応試験をしてみました。

その試験については，評価はしていません。

この授業は，最初に始めてから4年ぐらいたちます。今まで農学部の1年生の学生がど

のく、らい化学を勉強してきたかということは，最初の年にはほとんど理解していなかった

ので， とりあえずどの程度勉強してきたかを把握しながら，一応試験みたいなことをやっ

て，その後，実際に試験の答案とか， どれぐらいできたかということを見ながら授業を行

っていきました。

そこで，一応シラバスは書いてあるのですが，講義内容， レベルは余りガチガチに決め

ず， ある程度フレキシブルになっていて，学生さんのレベルに応じた授業を行うように心

がけました。

化学の基本はモルという概念です。基本的に「モルを制するものは化学を制する」 とい

－228－



う言葉があるのですが，授業の最初にどれく、らい理解しているかテストしたところ，農学

部の学生さんは計算問題が余り得意ではないというのがある程度わかったわけです。

例えば， 「水素1グラムと反応させ水を精製するのに必要な酸素は0℃1気圧で何リット

ルか」 という問題を出しました。それで，最初に農学部の学生さんに計算させたところ，

この問題でも半分ぐらいしかできていなかったわけです。一応， 7割く、らいの農学部の学

生さんは化学を履修してきたのだと思うのですが，大学に入ってから忘れてしまったのか，

理解が不十分だったのか，その辺の理解が足りないというので， こういう問題を授業中に

解きながら化学反応の基本概念を理解させました。

ほかに工夫した点として思いつくままに挙げてみたのですが，化学において，実際の対

象というのは，分子,原子なのですが， 中には複雑な分子もあります。例えばL－メント

ール， これはハッカの成分なのですが，その分子模型とか, L一メントールの実物,純粋

なものを見せながら講義を行ったり， ほかの学問もそうだと思うのですが，化学は日進月

歩なので，講義内容に最新の研究内容を入れることが我々大学教員にとっては重要ではな

いのかということで，最新の研究内容を入れました。

例えば, L－メントールという化合物が工業にも合成されているのですが，そのスキー

ムとか， あと自分自身が最近研究で明らかにしているそのメカニズムなども講義内容に触

れて， なるべく学生さんにとっては，単に教科書を読んでいるというのではなく，大学の

教員がどういう研究をやっているかということも感じてもらいたいというところで，研究

内容も入れています。

あと， ほかの自然科学も社会科学もそうなのかもしれませんが，化学はグローバル化し

ていて，化学もそうなのですが，基本的に1年次になるべく英語の専門用語を覚えてほし

いと思いまして， これは高校とは全く違うわけですが，化学の基本的な単語を英語でも覚

えてもらうということをやりました。

あと，受賞内容にあったような双方向的な授業ということなのですが，学生さんがどれ

ぐらい理解しているかというのを，簡単に個々の学生さんに質問しながら授業を行ってい

きました。

これで最後になるのですが，ただ， 自分たちの授業がまだ不十分な点が幾つもあると思

うのですが， 自分たちの教育効果がどの程度なのかというのをもうちょっと客観的に知り

たいというのはあります。もちろん， これらはテストを何回もやれば大体把握はできるの

でしょうが，それは教員から見た教育効果であって，学生さんがどの程度学んだかという

のを，学生の立場からもうちょっと知りたいというのが課題です。

あと，問題点として，学生の理解度と成績評価には相関がないと指摘されていますが，

学生さんの理解度がそれほど高くないのにもかかわらず，成績がAプラスだったりAばか

りというのがこの授業の現状でして，恐らく， この成績評価でテストの素点でつけている

ことが理由としてあるのですが， どうしたら評価がなるべくAが一番多くなるようにでき

るかというのは，テストの出し方にもよると思うのですが，その辺ももうちょっと工夫し
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なければいけないと思います。

というわけで，簡単ですが以上です。

○山中

ありがとうございました。

何か， ご質問があればお願いいたします。

ちょっと私のほうから。当然受講者の予備知識として想定されたものが，実際に授業

をやってみたらかなり違っていたということはあり得ると思うのですが，そういう場合に，

その後の授業をどんなようにされたか，何か。

○森

特に最初の年は思いもつかなかったことになったので，多少授業をゆっくりやったり，

レベルをちょっと下げたりということはしましたが， 2年目からは大体予想されているの

で，軌道には乗っていると思います。

○山中

年によって，そんなに変化はないということですか｡

○森

そうです。

○山中

ほかに，何かいかがでしょうか。

○曽我

理系の科目というのは，そういう工夫をされているほど，興味がどんどん出てどんどん

引きつけられる学生と，全然乗ってこない学生と二極化する傾向が強いように私は感じて

いるのですが，先生の担当された授業では, どんな感じでしたか。

○森

曽我先生のおつしやったとおり，かなり二極化しているのではないかと思うのですが，

ただ， この授業に関しては，農学部の学生さんにとっては選択科目でありまして,本当に

興味のない学生は，多分この授業を受けに来ないと思うのですが。実際に受講している学

生でも，興味はあるのだけれども，実際には幾ら勉強してもなかなか上達しないというの

はあると思うのですが。答えになっているかどうかわかりませんが｡

○曽我

双方向というお話をちょっとされたのですが，単に質問するということだけではないよ

うな気もするので，具体的にどういう双方向の感じを持たれたか。実際に双方向的になっ

たかどうかという感覚も含めて，その辺の実際やった上での感想みたいなもの，感じみた

いなものを説明していただけるとありがたいのですが。

○森

本当は，双方向といったら，学生と僕らが漫才みたいにかけ合うようなのが理想的なの

でしょうが，学生さんを見ていて，特に日本人の学生だと思うのですが，基本的に反応が
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ないのです。前にフィリピンで出張授業をやったときには，学生さんは理解しているかど

うかはわからないのですが， とりあえず元気に返事はしてくれます。多分それは日本の国

民性だと思うのですが， 日本人は静かです｡

単に僕が黒板の前に立って，学生さんがこの辺にいて話しただけでは全然何も返事しな

いので， とりあえず質問者に近づいて，無理やり答えさせるような形で質問する程度です

が，双方向までは行かないかもしれません。

○山中

関連ですが，質問をするチャンネルは，教室でそういう形のみですか。質問があれば言

いなさいという形。

○森

質問があればと言っても質問してこないのです。だから，授業中に無理やり質問させた

りします。

○山中

そのほかに，例えばレポートに質問を書いてくるということはないですか。

○森

大体，熱心な学生さんは授業後に聞いてきます。あと,僕のやった授業内容が， これは

間違いではないかと指摘してくれたりです。

○山中

授業後に，その教室でということですか。

○森

そうです。私は授業後です。

○山中

オフィスアワーを使う学生はいないですか。

○森

オフィスアワーとは言わないのですが，たまに数人ぐらい自分の研究室に来ます。

○山中

ほかに何かありますでしょうか。

○質問

最初のほうのスライドに，予習，復習が義務であるとか何とか書いてあったような気が。

○森

予習，復習を欠かさないことと書きました。

○質問

その実態と， あとは，教科書を使っておられるのかどうか。もし使っておられるなら，

その教科書と，予習，復習とどう絡めて指導されているのか，そのあたり紹介していただ

けますか。

○森
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基本的には教科書はありません。プリントを前もって配っています。そこを読んでくれ

と言っています。

この授業に関しては，予習よりは復習のほうが大事だと言っているのです。問題を解か

せたり，次の週までやっておいてということをやったり，あと，あらかじめ問題を出して，

その次の週に小テストということで進めている感じです。そんなところです。

○山中

私語のことが書いてありますが，授業中の私語ですとか，今は携帯電話でメール書いて

いる者がいたりしますが，そういうのをやめさせる何か工夫というのはなさいましたでし

ょうか。

○森

折山先生はよくわからないですが，僕については，学生が私語したら授業をやめる。何

もしやくらない。そのままじっとしているのです。

○山中

黙ってメールを打っている場合も，発見したらそういうことをなさるのですか｡

○森

いや，その場合は，今までそういうのは見ていないのですが，基本的には携帯電話は使

うなとは言っております。

○山中

ほかにありますか。

では，そろそろ時間ですので， この発表はこれで閉じさせていただきます。どうもあり

がとうございました。

○黒田

参加者が少ないのでしたら，配付資料を一部， 5分の1く、らい印刷して配ればよかった

のですが， とにかく膨大な量なものですから， ワンセット， しかも少し一部欠けているの

ですが，お回ししますので， ごらんになってください。

私は， こういう機会を与えていただいて自分のことを振り返るいい機会になっているの

ですが，実は，授業のやり方として特に誉められることをやっていないのと，それから，

多分こういうことが評価の対象になっていたら絶対ここにいないなというのがあるのです

が，一部の方はご存じだと思うのですが，私は成績の締め切りを一度たりとも守ったこと

がないぐらい，いつもおくれています。ごめんなさいといいますか。

その理由が， とにかく大人数の大教室で授業をすることが多いです。それで，パワーポ

イントも使えるのですが，使うと評判が悪いというのがわかっていますので使いません｡

見えないのだそうです。見えないし，字を映すのに時間がかかっているうちにどんどん次

に行ってしまって，パワーポイントを使いますと，私も学会発表のときは使うのですが，

いいテンポでやっていきますと，学生にとっては早いのです。後で結局全部それを配ると

なると，また大変なので，板書をたくさんして， とにかく害かせるということが基本です。
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ですから, とてもクラシカルなやり方で，試験は直筆のノートの持ち込み可，資料， コ

ピー，一切不可。ですから，試験中私は1時間半教室を歩き回って， コピーを使っていた

り， ノートの隣の席の学生との貸し借りをするのは，やるなと言ってもやりますので， さ

せないように，時には院生に頼んで歩き回り続けます。万歩計をつけると多分1万歩超え

るのではないかと思うぐらい，それが多分一番苦労しているところなのだろうと思います

が，そういう形でやっています。

ですから，パワーポイントも使えない。ディスカッションもコントロールができない。

後ろのほうですと本当にやっているかどうかわからない。それから，小テストや感想も，

やらせるのはいいのですが，翌週までに200枚を超えるのを見ていってやるとつらいのです。

それから, 200枚も見ますと最初のころのを忘れてしまうのです。ですので，半期で3回ほ

ど何か書いてもらうのはやりますが， 自分を苦しめるものは使わないというやり方をして

います。その中で選ばれてしまって，何だかなという感じもあります。

ですので，平均で200名前後，多い年では320名，人文の10番教室，あるいは教育のB210

といったところでやっていますし，そこでパワーポイントを使うと，ほぼ後ろの3分の1

の学生は見ないという状況があります。その中でやっています。

本当は50人前後でゆったりとやりたいのですが，私が大人数でやらないと，非常勤の先

生が大人数でやることになるのでという理由だけで受けています。あとは，抽選にもれる

学生がかわいそうなので，教室が許す限りはやっています。

そして，私の授業で割と大事にしていることというのは，心理学というのはイメージと

実際がものすごくかけ離れているのです。また， イメージがそういうふうですので，実際

は違うのだよと厳しいことを言われる先生がいるのですが，学生のイメージするところを

否定するだけで，そこを正しいことを教えていない。カウンセリングばかりではないのだ

よと言って，実験心理の難しいところだけを教えてということをすると，学生が非常に失

望するのです。ですから，心理学って予想と違っておもしろくないんだなというより，予

想と違うけれどもこういうところがおもしろいというふうに見てもらいたいので，そうい

うイメージを払拭するということと，それから新しいことを学んでほしい。例えば心理学

というのは，人間工学ですとか対人関係ですとかいろいろなところで利用できるのだとい

うことを知ってほしいということがありまして，その中で，できる範囲で工夫をしていま

す。

このいろいろな工夫を思い浮かぶに至ったのは，私は看護学校で教える機会が多かった

のです。看護学校は， とてもいいです。授業がつまらないと学生はすぐ、寝ます。出席しな

ければいけないので，彼らに休むことは許されないので， また， ほかのことでも忙しいで

すので，すぐ寝ますので， きょうはだめなんだと思うと，ですから，モニターがしっかり

しているのです。茨大の学生は，寝ていないふりをするので逆につらいです。専門学校生

はいいなと思います。

それから， フィードバックが後々あるのです。私も臨床心理士で働いていますので，卒
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業後にあるところで会った学生から，先生の話のこれはよかったというのを聞くのです。

それが，成績ですとか何かと全く関係ないのです。本人は答案を書かせると本当にひどく

て，何も理解していないように思えるのに，意外なところに役に立っているというところ

がありました。ですから，そういうところで， こういうところだと女子学生などが割と聞

いてくれるのではないか。

それから，福祉関係とかで割と理系のことをやる專門学校で教えることもあるのですが，

そういうところですと，男子学生で工学部とか理学部の学生はこういうことだったo車と

かかけごととか異性とのつき合いだったら多分聞いてくれるだろうというところで，そこ

から強引に結びつけています。

実際にやっている工夫を， レジュメですと3のところに言っているのですが，お話をし

まして，皆さんにご批判ですとかご意見を伺えたらと思います。

とにかく，大量の板書とノートをとらなければいけない状況に学生を追い込みます。直

筆のノートのみです。直筆のノートであれば，友達のノートを写そうが， ほかの授業でほ

かの先生の心理学を前にとった学生もいますので，それでも構わない。それから極端な場

合,何かの心理学の本を丸一冊写してきても構わない。人間努力の方向はいろいろだから，

そういうことをやっても構わないと申していました。

私の授業は，実は一昨年度までは出席をとっていませんでした。理由は， 出席をとると

全員が来て教室が非常に息苦しいので， まじめな学生に合わせればいいというので， とっ

ていませんでした。ことしはたまたま， どういう理由かわからないですが， 190人の教室に

130名という人数でしたのでとっています。できればとりたくないし，聞きたい学生が来て，

試験のときに人のノートを写す努力があったっていいのではないか。ただ，そこでちやん

と写したり勉強しないと解けないような論述問題を出しています。

その分，文章はつたなくても長く書いたら，それは努力として認めますというので，長

い答案も認めるし， コンパクトにまとまっている答案も認めると言っていますし，実際そ

うしています。誤字，脱字は減点しません。 日本語がわからない場合は点数がつけられな

いですが,ですから， 自信がない場合は漢字を書いて振り仮名を振っておけと言っていま

す。平仮名で全部書くのは，大学生としてみっともないからやめなさいと言っています。

これも，専門学校で学んだことです。

それから，板書は相当書きます。疲れます。大教室で，かなり大きい字で書かないと学

生も書きづらいと言いますので，相当大きな字です。ですから， 5行く、らい書くとすぐ黒

板がいっぱいになってしまったら消してということで，非常にズボンが汚れるのが嫌だな

と思っています。

それから2つ目なのですが，学生の関心が高いテーマをなるべくやります。性格，心理

テスト， カウンセリング，精神障害，摂食障害ひきこもりなどが最近高いです。

それから事件などがありますと，災害のときにPTSDというのはどういうことなのか

とか，子供の虐待とはどういうことなのかとか，臨界事故があったときには，臨界事故の
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ときに， どういうふうに心の傷が残るのかということにつきましても，プライバシーに配

慮しながら伝えています。

そして，ガイダンスの際に， どのような授業内容を期待するかということを学生に書い

てもらいまして市場調査をしています。書かれたものは， とにかくなるべくちょっとだけ

でも触れるようにしています。

例えば，犯罪心理学などはほとんど触れることができないのですが，プロファイリング

で，学生は日本全国すべての警察で行われていると思われるのですが，警視庁でもほとん

ど行われていなくて，なぜそれが行われないかということですとか，それから，非行少年

とのかかわりで，最近の非行少年はこんな感じですとか，非行少年の心理テストの結果，

描画テストのことなどを話したりしています。

例えば，宮崎勤被告が精神鑑定が第1段階と第2段階でずれたことなども，それは人格

障害の話と拘禁反応，要は，刑務所に入れられたり拘禁されると人格の水準が一段階落ち

て，裁判のときには犯罪時の鑑定と現在の鑑定の概念が錯綜しているのだということを筆

跡を交えて話しました。

筆跡というのも，精神障害で衝動的に侵されている方の筆跡というのは特徴があります

ので，そうすると，宮崎勤被告の脅迫状の筆跡はそういう状態ではないから，犯行当時は

精神障害と見られないのだということも， こんな一気にやらない。もう少し段階を追って

細かく説明をしたりしています。そういうふうに,なるべく譲って合わせるようにしてい

ました。

その中で,膨大な資料を配っています｡学生は通し番号がないとわからないと言うので，

通し番号をつけています｡表裏コピーをすると使いにくいと言うので片面です。ですので，

経費削減何とかのところからは， とても強いおしかりを受けるのではないかとびくびくし

ながら毎週印刷をしています。

それから，次に基礎から身近な事例ということをなるべく心がけています。例えば，学

習という概念があるのですが， これはパブロフの条件づけの話をした後で，例えばペット

の行動。例えば，近所で飼い主からたたかれているペットは，頭をなでてあげようとする

とびくつとするでしょう。それは虐待を受けている子供も，小児科などで目の検査をしよ

うと思ったり，頭についているごみをとってあげようとすると，びくっとするのです。だ

から小児科医はそういう虐待を発見しやすいのだとか，それから，皆さんが，蛇とか，例

えば何か嫌いな食べ物があったりすると，それも学習の概念から説明ができるのだとか，

それから行動療法ということがあって，そういったものを使うと嫌いなものとか恐怖症状

とか， 日本人特有の対人恐怖とか閉所恐怖のようなものも学習として説明でき，それをど

う変えるかということも学習療法でできるのですよという話ですとか，それから，比較文

化などでは，例えば日本人の学生は積極的でないと言われる。海外に行っても不適応を起

こす場合がある。逆に日本に来る中国の残留孤児の方たちが不適応を起こしているとか，

茨城は成田空港が近いので，外国人の子供たちはこういうことが起きている。教育学部の
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学生さんなどは，実際にポルトガル語しかしやくれない日系三世, 四世の子供が来て， こ

んなことで，学校でこんなことが起きてきて，彼らがこういうふうに無力感を感じて，す

ごく不適応に陥ることが多いのだなということも含めたりとか，それから， うつ病の方の

認知もこういうふうにつながっていくのですというふうにかなり2～3回の資料で畳みか

けるように，基礎から周りにあること，それから自分が日本の社会とか自分の周りのこと

を見るとこうだなと思えることが，ペットから社会現象まで行くことをなるべく気をつけ

ています。ですので,学習を学んだけれども全然実用的ではなかったと絶対に言わせない

ような授業をしています。そういう意味では，すごく基礎を大切にしています。

それから，実験・実習というのもなるべく気を使っていまして，例えば近くのところで

は，我々が見ていることと実際体験していること， 目の中に入ってくる信号と体験は違う

のだということで，錯覚の実験といったものもさせています。錯覚の実験を授業の最初の

方でさせますと，学生が割と反応してくれるので,表現をするということに抵抗が少なく

なっていいかなと思っています。

それから，心理テストも，ただやるだけではなく，エゴグラムというのがあるのですが，

エゴグラム，例えば論理性〆合理性という尺度があります。論理性，合理性というのは，

例えば点数が低いと,理系の学生は点数が高い場合が多いですが,点数が高いと，例えば

ディズニーランドに行っても楽しくない。夢の世界とか， ファンタジー小説を読んでも楽

しくない。そうすると，彼女がそういうのが好きだとけんかになるとか，それから，その

点数が低いと何かのときに情に流されるので，友達から借金を頼まれたときには気をつけ

なさいと言うと意外と笑ってくれます。 ＃

そういうふうに身近なところとか，それが， もし心の病気としてなるとしたら，例えば，

非常にこの点数が高い人が心身症で神経性胄炎になる人が多いようですから，そういう場

合には， 自分は断ったほうがいいとか，そういうことを意識したほうがいいとか，そうい

うことに結びつけていったりします。

それから，投影法という心理テストがあるのですが，これは実のなる木を書くのですが，

これをやったときには一通り解釈をします。気をつけているのは，問題ばかりではなく，

その学生のいいところですとか， 自分はこうなんだということが理解できるような話と，

それから，バウムテストの場合は，犯罪被害で非常にひどい体験をされた方がどんな木を

かくか。それから，阪神・淡路大震災で被災された方がどういう心理状態のどんな木をか

いているかということがわかるような,そういう資料も示しました。

それから，私の授業では， きょうのほかの皆さんの発表を聞いていると，そうだよなと

思うことがあるのですが， うちの学生は結構いい学生で，いろいろ書かせるといいことを

書きますし，能力はあると思うのですが， どうしてこんなに自己評価が低いのだろうかと

思うのです。その自己評価が低いときに， どうも受け身的で一方的に与えられているだけ

だと評価が低いようなので，何かさせて，それが具体的に数字が上がったとか成果が出た

ということをさせたのです。今年度から試みたのが，統合失調症に関して心理教育を授業
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でやって， なおかつ皆さんを社会に出してやってくださいということです。

これはどういうことかというと， まずは，統合失調症というのは昔の精神分裂病です。

精神分裂病は怖い病気であって，滅多にかからない病気で，かかると一生病院から出てこ

られない。鍵がかかる牢屋のようなところに入れられる。それから，その人は何をするか

わからない。いきなり後ろから刺されるのではないか。全部間違っています6

どういうふうに違っているかというと， 100人に1人く、らいかかる高血圧と変わらない普

通の病気であって， なおかつ薬をきちんと飲んでいれば犯罪を起こすことはない。ですか

ら，私は病院に勤めているときに患者さんから後ろから刺されるよりも，教室で授業して

いるときに学生から刺される可能性のほうが30倍く、らい高いのだということを統計的にも

話したりしました。

それから，統合失調症の妄想とか幻覚というのが実は二次的な作用であって,非常に神

経学的に過敏な状態,脳の作用ですとかそういったことから来ているのだということも説

明をします。

そうすると，学生はすごく身近に感じているようになって，それから， 自分がかかわっ

ていた高校時代の友達とか親戚のおじちやんとかはそうだったのではないかということで，

非常に見方が肯定的になるのです。やはり怖いという学生もいます。

今度は，では，授業で学んだこと，授業の資料を使って，皆さん周りの3人の人を心理

教育をしてください。お父さんお母さんでも，友達でもだれでもいいです。そして，それ

をレポートに書いてまとめてください。それは，やってみてどうだったか。 3人の反応，

それから，わからなかったこととか， こういうところをもう少し説明してくれというのを

集めます｡ これは授業でフィードバックをします。例えばうつ病との違いがわからなかっ

たというので， 3週間後の授業では， うつ病はこうで，統合失調症はこうですという資料

を配ったりもしました。

そして， これをまとめて提出すると,無条件で期末試験で30点プラスをされます。です

から, 30点は確保できる。期末試験は70点満点と言っているのですが，実は80点満点で採

点をしていて， これを出していれば,AかAプラスの可能性がかなり高まるのです｡

これをやりましたら，すごく学生の評価はよかったです。学んだことで世の中を変える

とか，それから， これを私が論文に書いているという話をしたら， 自分のデータが論文の

一部になるということは，すごく学生の自己評価を高めたのではないかと思っています。

こういう工夫をしています。

確かに， もうちょっと表情とか何かに出てくれたらいいのだなということは感じるので

すが，看護学校の学生でも， 出してくれない割には，後でいいと言ってくれたりしました

ので，余り気にしないようにしています。

それから，私語とかカンニングは絶対させないように， ちょっとでも私語があったら，

最初が肝心ですので，ぴしっと言っておきます。ただし，人に迷惑をかけなければ，静か

にしていれば何をしてもいいというので， メールを打っているのか，最近，携帯電話で漢
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字を見る学生がいるので，その辺は大目に見ています。大目に見ているというか，そこを

細かく見ていると自分らしくいられないので，そういうふうにやっています。

そして，課題としてできていないこと，ほとんどできていないこととしましては，予習ゾ

復習を促進させることというのはなかなか難しいです。統合失調症に関してはそういうの

はできたかと思うのですが，そのほかのところでは難しいと思います。

それから意見の発表，ディスカッション， コメントを返すことはかなり難しいです。試

しにやってみたのですが，そういう場面をつくると，非常に緊張して恐怖におののいた表

情をする学生もいて，何か罪悪感がわいてしまってということがあります。

それから,今回覧しています資料でも，色をつけたほうがいいものとか，アニメーショ

ンをつけたほうがわかりやすいものがあるのですが，そういうものだけでもパワーポイン

トやパソコンを使えないかと思っているところがあります。

そういったところが，私の授業で工夫しているところかと思っています｡以上です。

○山中

ありがとうございました。

ご質問お願いします。

○質問

たくさん板書きをされているという話を聞いたのですが，黒板に書くときに何か工夫さ

れている点はありますか。

○黒田

私は字が汚いので， とにかく読めるようにということだけです。ですから，丁寧に書く

よりは大きく書く。

それから，学生には，私の字の汚いのがちょうどいいコミュニケーションになっていま

して，私がよく言っているのは，君たちが意見を言ったり質問したりするのは苦手だとい

うのはよく理解している。だから，せめて表情とか何かで示してほしい。たまに，私わざ

とやることもあるのですが，字が汚かったり読みにくいときには， ざわざわしろ；聞くか

ら。隣の人と， あの字変だよれとかと言いなさい。そうしたら聞くからと言う。そうする

と割とやってくれるので， これぐらいの感じだと読めるのだなということは理解していま

す。

ただ， 自分が思うより相当大きい字で書かないと読みやすいというふうに見てくれない

ので, ものすごくばかでかい字を書いています。大変です。

それから，長い文章は書けないので，本当は長く書きたいのだけれども，短く単純に書

いていると思います。それは，すべての学生が心理学の専門を学ぶわけではないので，他

学部ですとか本当に教養だけでやる人は, これぐらいで断片的でもいいのだろうと思って

います。お答えになったでしょうか。

○質問

表とかはどうされるのですか。表というか，箇条書きで。
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○黒田

なるべく箇条書きで，たくさん話はするのですが，板書はシンプルに，基本は全部箇条

書きです。これから何々について話します。幾つ述べます｡1,何"2,何々, 3,何々

というふうにしてシンプルに述べて， これは何について説明しているということは，すべ

て口頭でということです。ですから，かなりエッセンス的なノートになります。

○質問

その際に，後でそのまま書き写すと後で読んでわかる程度の情報を与えるのか，それと

も，学生みずから何か書き込まないと後でわからない。

○黒田

必要最低限のことは全部わかるように書いています。ただ，その一つ一つの項目につき

まして具体例を話したりしますので， ノートをとるポイントができている学生は，それを

ちやんと書いていると思います。答案のときに， ほぼ正しくそれを書けますので。

試験で言いますと，試験のときに箇条書きになっているものが書いてあれば，最低限c

かBの成績はとれるような試験にしています。ちょっとでも，多少間違っていても，具体

例が書いてあったりすると加点をするというふうにしていますので，最低限板書をすれば

何とかなる授業と多分学生の中ではうわさをされているのではないかと思うのです。

○山中

ほかにありますでしょうか。

○質問

私は，最近ましになったのですが，学生のとき，特に板書を写していると，先生の説明

が聞こえなくなるというか）わからなくなるから， 自分の考えが展開できないという経験

が長い間あるのですが，今も消えていないのですが，たくさん板書をすると言われても，

それは程度のものだと思うのですが，そのために学生自身が，その場である程度考えて，

試行錯誤で，ある種の自分の考えで何かをまとめるということの障害になったりというこ

とはないのでしょうか。

○黒田

わからないですが，一応学生の板書が終わるまで，多少しやくっても余り重要なことは

しやくらないようにしています。用語の説明ですとか， ちょっとしたよもやま話をしてい

ます。

例えば学習のことですと，最初に条件づけの概念を話した後で，パブロフというのは別

に心理学者ではなく， もともと内科医で，消化器の研究でノーベル賞をとった人なのです

という話ですとか，パブロフが研究した'900年ごろというのは，不思議なのですが，世界

でいろいろな発見があってというような，そういうよもやま話をして，みんなが大体態勢

になったなと思うと次の話をするようにしています。

それは，看護学校でハイペースでやると， とにかく授業の評判が悪くなるので，かなり

絞ってゆっくりやってもいいのだなと思っているので，ですから，余り無理して進めてい
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ないのだと思うのです。ですから，先生があのタイプで，学生からすると，多分板書を写

すのが早いので，聞かないで消すのも早いので，書いた後で，それを聞きながら少し膨ら

ませる時間はあるのだろうと思います。

○山中

ほかにありますでしょうか。

膨大な資料を配付されるということなのですが，その資料は授業中に使うということの

ためですか。それとも，後でそれを見ることも期待されてのことですか。

○黒田

基本的には，全部授業で使います。触れないものはないですし，それも学生に配って使

わない資料があると学生は文句を言うのを知っていますので，簡単でも全部触れます。意

地でも触れます。無駄になったと言わせたくないので。

最近の学生はエコのことを考えていて，両面コピーをしないとだめじやないかと説教す

る学生もいるのですが，多数決をとったら両面は使いにくいということなのでこうしまし

たと言いわけをしておりますので，それから，たまには， ここのところはちょっと読んで

おいてくださいというのはあるのですが，それは翌週に， ここに書いてあったとおり， こ

うでこうでということで一部分読み上げてということをやるようにしておりますので，触

れないものは基本的にないです。

○山中

あと，一つだけお聞きしておきたいのですが，大きなサイズのクラスの場合，質問に対

応するチャンネルはどんなふうに工夫されていますか。

○黒田

質問がある方はどうぞという時間を必ず設けてはいるのですが， ほとんど手は挙がらな

いですので，何か，例えば統合失調症ですとか摂食障害なんかのビデオを見せるところが

あって，そのビデオの感想を書いてもらうときに，質問とか，今までのことで何かあった

らということを言いますし，それから， メールアドレスを印刷して最初の授業のときに配

りまして，質問は別にメールでも構わないですし，それから，修学上の困ったことでとい

うのでも構わないので，何でもメールくださいと言って，半期で15人か20人ぐらいメール

が来ました。質問もありましたが，駐車違反で大家さんから捕まって3万円払えと言われ

たのだけれども， どうしたらいいだろうかという相談もあったりしまして，それは民法の

先生に紹介したということもありますので，そういうのを一応設けています。ただ，使う

学生はすごく少ないです。

また， もう一つ言いますと，紙に書けとか，指名して言えというと言うではないですか。

あれは私結構しやくにさわるので，言われれば言うんだったら言いえよと思いますので，

そういうのは絶対したくないと思っているのです。ですから,前から順番に当てていくと

いうことはしたくないので，だから，表情で参加しろというのはそういう意味合いでやっ

ています。
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○山中

どうもありがとうございました。時間を大分過ぎましたので， この発表を閉じさせてい

ただきます。ありがとうございました。

それでは，最後になります。数学ご担当の千葉先生にお願いします。

○千葉

大教センターの千葉と言います。

このような機会を与えていただいてありがとうございます。僕のような，多分皆さんよ

りは若いであろう人に， このような名誉がいただけたことは非常に感謝しております。

僕の授業なのですが，今回受賞させていただいたのが，微分積分入門と微分積分基礎と

いう授業なのですが，皆さん学部に所属していて，大体その学部の学問をやっていらっし

やいますが，僕は大学教育センターでこの授業を担当していて，大体僕は何者だと思って

いるかもしれませんので，簡単な自己紹介だけさせていただくと，私は2年前にこの大学

に赴任いたしまして，それが初めての常勤なのですが，主に最初はこの授業の担当，それ

から， これから話ししていきますが， この授業は， さまざまなところで工夫がされていま

す。

というのは手前みそではなく，私が中心でやっているわけではなく，大学教育センター

の中に理系基礎教育部というものがありまして，そこで中心にこのプログラムが組まれて

いる。僕は，その最前線で戦っているにすぎないというわけです。

專門は数学でして，微分方程式というのがありまして，そういうことで， ここに来てこ

の授業を担当しているということになっているわけです。

この微分積分入間と微分積分基礎という授業なのですが， まず， ご存じない方のために

若干のアウトラインを説明させていただきます。

授業の内容なのですが，お手元に資料があると思いますので，基本的にそれに従ってし

やくりますので，それをごらんになってください。

方法なのですが， まず， これは工学部の新入生を対象にプレースメントテストというも

のを行います。 この辺は総合英語と同じなのですが，それは微分積分基礎テストというも

のなのですが， これを工学部新入生対象に行います。平成17年度は工学部生だけだったの

ですが，平成18年度は農学部の学生の一部，それから理学部でもこれを使ってクラス分け

に使ったということを聞いております。

このプレースメントテストを使って，履習者なのですが，私のクラスの受講者は，その

テストの下位の約50名を担当しています。平成17年度から始めていまして，平成18年度の

受賞なのですが，平成17年度の定員も含めていますが，平成17年度は1クラスで僕が担当

しまして，今年度はこの手のクラスは2つですから， 50名掛ける2で100名が2クラス分あ

って，そのうちの1つを私が担当したということになっております。

プレースメントテストは，そのほかにも別な使われ方をしているのですが，今回は推奨

授業の発表ということなので，私のことに限らせて話をさせていただきます。
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そのプレースメントテストを行って，下位の50名は僕の授業を受けるのですが，週2回

の授業であるということです。それは， このプレースメントテストを受けた50名以外の学

生というのは，週1回の授業，工学部は数学はあるのですが,僕のところは週2回となり

ます。そのうちの前半の15回が微分積分入門という講義で，後半の15回が微分積分基礎と

いう授業になっております。

教材は，先ほど説明しました大教センターの理系基礎教育部というところがつくった教

材をもとにしております。それについては， また後で説明いたします。

目標なのですが， この授業は，最初にも言ったようにプレースメントテストの下位の約

50名を対象にしていますから， この授業が終了するときには，工学部のほかの学生の学力

レベルに追いつくようにするというのが目標であります。特に特徴的なことは, Eラーニ

ンングのシステムを使って復習を半ば強制的にさせるというのがあります。

微分積分入門と基礎は，一体どんなことをやっているのかという説明をまずさせていた

だきますが，入門の授業ですが，やられているのは，お手元の資料にもありますが，高等

学校で学んだ初等関数・微分・積分について，それらに関する初歩的な計算や意味を再確

認し， この科目に続く微分積分基礎において必要な計算力，論理的思考力，記述力，主体

的に学習できる能力を身につけるとあります。

到達目標として3つ掲げていまして，初等関数・微分・積分の初歩的な計算が的確にで

きる。それから，それらの本質的な意味を理解することができる。そして，その過程にお

いて的確な論理的思考，主体的な学習ができると定めています。

この概要なのですが， ここは数学の用語になってしまいますが，三角関数，指数関数，

対数関数の定義や有効性を確認し，それらの基本的な性質を習得させる。また，微分・積

分に関する本質的な意味や有効性を確認し，それらの基本的な計算を習得させるというこ

とになっています。

それから，微分積分基礎のほうなのですが，ねらいは，工学を学ぶ上で必要とされる微

分積分の基礎的な事項について，その意味の理解と必要な計算力を得る。 さらに，その基

礎事項を簡単な現象の分析に活用できる能力を身につける。細かいことは， また後で説明

しますが，そのようなねらいだということです。

到達目標は，微分・積分の基礎的な計算が的確にできる。それから，基礎的な定理の意

味を理解することができる。簡単な物理現象の分析を微分・積分を使ってできるというこ

とが目標であります。

その内容は，前半の微分積分入門で学んだ微分・積分の初歩的な内容が習得できている

ことを前提として， これらの合成関数の微分とか何とかを解説し，それらが使えるように

する。また，簡単な物理現象の分析も行うというわけです。

ここに掲げた合成関数の何たらかんたらというところが通常大学1年生で学ぶような数

学になっているというわけです。ただし，だからといって，微分積分入門が高校の内容だ

けを扱っているわけではないですし，逆に基礎のほうが大学生の内容だけを扱っているわ
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けではない｡．この2つが一緒になって，セットになって追いつくように設定されていると

いうのが，一つ特徴であります。

では，実際の授業はどうやっているかというと， まず最初，復習小テストというのをや

ります。 これは前回の復習なのですが，大体5分から10分程度でマ－ク式の問題をやりま

す。その問題なのですが，それはここに書いてあるEラーニング教材に準ずるとされてい

ます。そして，それが終わると，それの解説をして講義をします。

講義はプリントを配ってやります。基本的にはA4の紙2枚を使っているのですが，そ

の内容は， このCDに集教されているものなのですが，それがどのようなものかといいま

すと， このような教材でして， これの特徴はここなのですが，第15回の試験なのですが，

1回から14回まで，すべて割り振ってある。例えば，何でもいいのですがｳ第8回講義と

いうところに行くと， このような解説がある。例えば8.3節の解説だと， このようなことが

書いてあるというわけです。確認テスト，ここを押すと， こういう問題が載っていまして，

これに適当に答えていく。例えば不正解とやると， もう一回読みましょうとか何とかとい

うことが出るわけです。

それから， もう一つ基本テストというのがありまして， これがあって，最後に模規小テ

ストというのがあって，学生はこれを見て復習することができるということになっており

ます。

基本的に，先ほどの小テストはこの教材に基づいて出していますので， これを見ておか

ないとできないし，逆に言うと， これを見ていればほとんど満点が取れるという仕組みに

なっていて，それによって，基本的に復習を強制させているという特徴です。

講義はそういうことなのですが）その講義外でやったものとして，今の自習教材もある

のですが， もう一つありまして， 自習用の問題をRENANDI上で解くというのがあります。

RENANDIというのは，お聞きになった方もいらっしやると思いますが， ラーニングマネジメ

ントシステムというやつで， ここの上で教材を置いたり，テストを行ったりということが

できます｡:僕の授業の場合は，大体毎回簡単な計算を4間程度出します。選択式です。こ

れを成績にも反映させるということで，やはりこれも強制的に復習させるという特徴があ

るのです。

RENANDIなのですが，ネットにつながっていればよかったのですが，見にくいのですが概

要だけ言いますと， これは問題の画面なのですが，問題があって，選択式で選ばせるとい

うことになっています。学生はこれを解くということをやって， これが解説も出ます。す

べて解説も出て，成績もちやんと自分で見られるようになっているということになります。

ちなみに,別に肥NANDIの関連者でも何でもないですが，いろいろあって，教材グループ

とか課題とかテストとかアンケートもできたり，いろいろなことが使えます。情報処理の

授業とかではよく活用されております。

それからお知らせというのがあって， ここには，僕はいつも授業が終わると毎回日記を

書いているのですが， きょうはこうこうだったみたいな何かそういうことを書いたりして，
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強制的にそこを見させる。それがおもしろいのかおもしろくないのかはわかりませんが，

とにかくそのようなことをやっているということです。

それから，講義外ではもう一つ，宿題がたまに出ます。全15回授業があるわけですが，

そのうち3～4回は論述式の宿題を出す。つまり，今まで出てきたのは， ほとんどマーク

式とか計算問題というものでしたが，そうではなく書かせる。例としては，三角関数を使

った例を考えなさい。そして，それを説明しなさいということとか，それから，後で話し

ますが，微分方程式を使うと自然現象が記述できたりとか，それから，いろいろなものの

モデル化ができる。そういうことを調べてきてレポートにしなさいということがございま

す。

これは，やってみるとわかるのですが，僕もちょっと前までは学生だったのですが，学

生に言わせてみると，文章を書くのがすごく下手くそなのです。計算はずっとイコールで

大体続きますから，それはできるのですが，文章， 日本語で書く， そして数式が入るとい

うのは，やはりなれていない学生が多い。これは添削して必ず返します｡ですので，最後

のほうは， ちょっとはましになっていると思います。

時間がなくなってきましたが， あと2つは手前みそなので申しわけないですが,学生ア

ンケートの意見なのですが， これは自分でも驚いたのですが， ほとんどの学生が，下位の

クラスに入れられているということを認識しておきながら，それに対して抵抗感は全然な

い。むしろ， 自分にとってよかったと思っている。こういう授業があってよかった。高校

の復習めいたようなことができるというのは。実は違うのですが。週2回も授業があるに

もかかわらず， ほかの学生と違うにもかかわらず，非常によかったと思っている。

それから， さっきの教材なのですが，それは各講義ごとに分かれている。それが， どこ

に何が書いてあるかわかりやすいというのがメリットであるという意見が多い。

一方で， さっきの書かせる宿題の評判は非常に悪く，昨年度アンケートしたらさんざん

な害き方だったのですが，今年度は少し肯定的な意見もありました。

それから，一応どの程度の教育効果を上げているかも，手前みそなのですが挙げてみる

と，平成17年度はこういう結果が出ます。お手元に資料があるので，それを確認していた

だければいいのですが，僕のクラスはプレースメントテストが30点以上上がっています。

通常のクラスに比べてほとんど遜色ない状態になっている。それから，履修について大変

よかったとか，薦めますかとか’ちょっとほかの先生が聞いたら耳が痛いかもしれないの

で， この辺はさっとやります。今年度はアンケートのデータを出していないのですが，や

はりプレースメントテストの点数はかなり上がっているということになっています。

ここまでは概要，理系基礎教育部でどういうマネジメントをしているかという部分にか

なり主眼が置かれたので，僕個人の意見というか，僕が意識していることを少しだけ述べ

させていただいて終わりにしたいと思います。

それは,計算ができるようになってくれという要請があるのです。実際それの結果は出

ているのですが，僕は数学者なので計算は重要なのですが，計算より考えてほしい。そう
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すると， さっきの入門とか基礎でやっているような内容は高校の復習だということを思っ

ている先生もいらっしやると思いますし，そういう部分がゼロとは言いませんが，でも僕

はもっとひねくれていまして，小学校の復習からしています。

それは， 3つそこに資料にありますが，指数関数の話から数字についてでありますが，

ちょっと文系の先生も考えてほしいのですが， 2の上に1が乗っていると， 2の1乗とい

うことで2を1回掛けるということなのです。だから2です。 2を2回掛けるのを2の2

乗といいまして， 2掛ける2ですから4です。 2の3乗は， 2掛ける2掛ける2だから8

になるわけです。

それはいいいですが，指数関数というのが出てくるのですが，その中で2のX乗という

のが出てくるのですが， このXに兀と入れたらどうなるか。つまり， 2の兀乗とは何だと

いうことが入門の授業で出てきます。

これは高校ではやらないことなのですが， この数字は何だ。大体， 兀とは何だというこ

とになる。

ちなみに，例えば2の上に2分の1と乗っけたら，普通ルート2というのですが，ルー

ト2ってどんな数字かと考えたことがありますか。僕もそんなに考えたことはないですが，

大抵の人は，多分2乗したら2になる数だと思ったかもしれないですが，それは僕が聞い

ている質問に答えたことに全然なっていなくて，それはルート2の性質なのであって，ル

ート2という数のことではないです。もし，それで成り立つのだったら，ルート2は何で

すかの質問の裏には，例えば2は何ですかとか’ 1は何ですかということがあります。そ

ういう意味で，それを小学校の復習というのか，高校の復習と言われればそうなのかもし

れないですが，そのようなことまで話を膨らませるということをやっています。

それから， ここにありますが，三角関数の話から面積についてという中身です。もうち

ょっと具体的に言うとわからなくなるかもしれないので適当に言いますが，三角関数を定

義するということをやって，そこから面積というものがあるとして，面積を使って何かを

証明する。そして，それを使って微分というのが出てくる。その微分というのを使って積

分というのが出てくる。今度は，面積というのは積分を使って定義する。そうすると，今

言っただけではわからなかったかもしれないですが，理論が循環していて全く意味のない

理論。だけれども，高校の教科書にそう書いてある。それでいいのかということを考えて

くれということを常々言っている。特に僕は，昔から， ここはすごくよく言うところなの

です。

それから,微分方程式という話が出てきますので，それについて答えろと。例えば，今

僕が見えているのは光があるからですが，光というのは， ある別な方程式を満たしていま

すが，それによって，光は波であって粒子でもあるということがわかる。 このようなこと

をちらちらと言いながら，授業はある程度進めます。

ただ，実際にはなかなか，例題をやったり，授業を進めたり，言いたいことは本当にち

よこつとになってしまって，そういうことはありますが，そういうことをちりばめていな
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がら授業は行っています。

まとめというか，まだまだ僕は若輩者なので，まだまだやることはあると思うのですが，

その中の課題としては，教材をどう充実させるかとか’ さっきのEラーニングシステムも

まだ始まったばかりだ。それが，効果はどうも上げたそうだけれども， よりよくできない

かとか’ さっきの文章を書かせるというところまでに至れないかとか’それから主体的に

物事を考えてほしい。今ここで言ったことは，僕はヒントとしていつも言っているような

ことなのですが， 自分で考えるという作業をなるべくしてほしいということを常々言うよ

うに心がけています。

では，以上です。ありがとうございました。

○山中

ありがとうございました。

何か， ご質問ありますでしょうか。

それでは私から。高校の数学というのを，むしろ高校で余りたくさん数学をやってくる

ことが大学の数学をわかりにくくしているのではないかと思う節もあるのですが， あえて

極端なことを言いますど先ほどの2の兀乗には興味がなくて，指数関数を微分したらど

うなるかだけに興味があるような生徒をたくさんつくって大学に送り込んできているので

はないか。そういう学生に， こういうことに興味を持たせるのにかなり工夫が要るのでは

ないかと思うのですが，それはどんなふうになさっていますか。

○千葉

興味を持たせるというか，考えたことがあるかどうかが， まず問題ではないかと思うの

ですが， もちろん普通の数学の授業でもやりますし， こういうことが言えるのですが，そ

このどこに力点を置くかというのはあると思うのです。

今みたいに2の1乗とか2乗とか3乗とか考えたら当たり前なのだけれども，そこに冗

というのが乗つかったら何なのだということを自然に考えられるか。授業はそれをサポー

トすればいいというか，そういうところをむしろサポートしなければならない。それが教

科書とかそういうところからは得られないのではないかと考えています。

○山中

その話をして乗ってきますでしょうか。

○千葉

乗ってくるかどうかは，実は僕はここの大学に来てびっくりしたのは，結構みんなまじ

め（そう)に聞いているのです。 しんとして聞いているので， リアクションが微妙なとこ

ろはありますが，ただ，アンケートをしてみると，そういう数学に興味を持っていたとい

う意見があるので，少しは寄与しているかなと思います。全員を盛り上げるというのはな

かなか難しいですから，そういう意見があるということで，勝手に自分で満足はしていま

す。

○山中

I

－246－



ほかに質問がありましたらお願いします。どうでしょうか。堀口さんお願いします。

○堀口

平成17年度のことを説明いただいたのですが， ことしは平成18年度なので，平成17年度

の学生が平成18年度になった場合にどう思っているかということに関しては，何か情報を

持っていますでしょうか。

○千葉

どう思っているかという。

○堀口

その授業を受けたことの結果と言ったほうがいいのかもしれませんが。

○千葉

アンケートめいたものは，資料はないです。

成績とかそういうことのデータはあります。その後の後期後の数学に関しては標準組と

遜色ない。ちょっとありましたですが， ちやんと追いついてその後もやっているというデ

ータは出ています。

○山中

よるしいでしようか。

2の冗乗の話ですが，そういう問題提起をされて， あと，それについてのフォローは何

かされているのですか。

○千葉

2の兀乗の部分は， この授業のプリントにある程度きちんと書いてあるところなのです。

そもそも数字とはと掲げたように，実は数字を定義することから始めると， とても数学が

高尚で難しいものになってしまって，理学部数学科の学生だったら，僕は喜んでデデキン

の切断とか何とかとかいろいろやるのですが，残念なことに，そこまでは， まずこの授業

に求められていないですから，そこは説明のみにとどめるということが多いです。厳密に

やろうと思うと，そもそも高校までの数学をすべて壊さないとだめなので，それはできな

いことなので，それを前提としてやっています。

○山中

ありがとうございます。では，時間が来ましたので， これで閉じさせていただきます。

どうもありがとうございました。

それで，プログラムは次13時5分からとなっていますが，延長して， 13時10分からFD

報告に移らせていただきたいと思います。よろしくお願いします。
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○山中部長

各専門部会にお願いしていた課題について，私から簡単にご説明させていただきます。

これは， 冒頭にセンター長からも簡単にお話がありましたが，各専門部会にお願いして

いた課題というのは， ここに2006年7月付の依頼の文書がありますので，それに添ってお

話ししたいと思います。

専門部会にお願いした課題は2点ありまして， 1つは，学生が自分で認識する理解度と

実際の成績評価の間が必ずしも一致しないという，一致するのかしないのかということを

含めて，一致しないとしたらどういう原因があるか， どういう問題があるかということを

研究していただくというのが1つです。それにつきましては，学生がアンケートで理解し

たと善くのが理解度が高いということになるわけですが，理解度の分布と成績評価の分布

が一致しないということは，理解していると思っているのに実際は成績が悪いという場合

と，理解していないと思っているのに成績が良いという場合の両方あるかと思うのですが，

それについて， どういう状況なのかということを研究していただくのが1つ。

それからもう一つは，予習・復習と実際の成績との相関関係ということなのですが， こ

れもアンケートで学生が予習・復習をどのぐらいやったかという項目があって， 2時間以

上やるとか，場合によっては30分未満，全くしなかったというのがあるわけだけれども，

それと，具体的に結果成績がどうなったかということを関係を見るわけなのですが, これ

についてはちょっと問題がありまして，今センターのほうで， このアンケートのとり方を

見直しを考えておりますが，予習・復習というのは単位制度と密接に関係しておりますの

で， 3番が30分ないし1時間， 4番が30分未満5は全くしないということになっている

わけですが， 3とか4とか5をつけた学生には，本当は単位を出せないことになってしま

うのです。ですから，それはちょっと問題があるのですが，学生は恐らく机に向かって勉

強している時間を書いてくるだろう。実際に予習・復習というのは歩きながらもやってい

るかもしれないし，風呂に入っているときにやっているかもしれない。 ということはある

ので， この辺は言いわけはできるのですが，やはり多少問題があるかと思います6

それはともかく，学生が書いてきた時間が多ければ成績がよくなくてはいけないはずな

のに，そうなっていないのはどうしてかという問題を考えていただくということで，去年

の7月付の文書でお願いしてありました。

最初の学生の理解度と成績評価との間の乖離の関係については，平成17年度の点検評価

においても行われておりまして，そのときの結果としましては，授業の形態， あるいはク

ラスサイズの関係で，定期試験だけで成績評価をやっているとか，成績評価については何

も記載がないような授業が， どうも乖離が大きい。成績評価を期末テストだけでなくて，

中間テストとかミニテストとか口頭試問と併用してこまめに評価しているという形の授業

では乖離が少ないという結果が得られているということです。

それを受けて，平成17年度の授業について同じような研究をするというのが，平成18年

度の各部会のテーマになっております。
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ということで，各部会でやっていただいたものをこれからお話しいただくということで

す。それは必須事項ということで，それに加えて各部会に独自の分析があると思いますが，

そういうことを含めて報告していただくことになっております。

そうしましたら，各1部会当たり10分程度。質疑応答は，最後にまとめて討論の時間に

入れさせていただきたいと思いますので， とりあえず各部会10分程度お話しいただければ

と思います。

まず，人文系基礎教育専門部会部会長の堀口先生お願いします。

○堀口部会長

人文系基礎教育専門部会長の堀口です。

人文部会では，センターからの分析の基礎的なデータ，図表に基づきまして，人文部会

でまず基本的な分析を行いました。それに基づいて， 3月20日人文系の授業を担当してい

る教員に集まってもらってFD研究会を開催しました。なかなかいろいろな意見が活発に述

べられました。それについて， 10分ほどの短い時間ですが，簡単にお話ししたいと思いま

すb

資料の9ページからが人文の点検評価になっております。

まず，概要的なことを述べますと，初めにクラスサイズと成績評価方法との関係につい

てですが，それは表1のとおりなのですが，成績評価方法の1が期末テスト，何らかの小

テスト， レポート等の組み合わせによるものです。

2が，期末試験のみで成績評価するものです。

3は，期末試験は行わず， レポートで成績評価が行われているものであり， レポートと

小テスト等の組み合わせによるものや， レポートのみによるものということになっており

ます。

また， 4は，毎回の授業での状況のみによって成績評価が行われるものということです

が， これは一例だけで，実際シラバスで見てみますと， これは合唱という音楽の実技の授

業でして， しかも，実技の発表ということを成績評価に取り入れていますので， これは発

表というのを一種の試験とみなせば， 1に入れたほうがよかったかと思われます｡実質上，

1， 2， 3という形で成績評価が行われております。

人文系の場合，特徴としては，やはりレポートで評価する授業の比重がかなり高い。試

験もかなりありますが， レポートで評価する， あるいは試験とレポートを併用するという

形が一つの特徴であるかと思われます。

細かいところは飛ばしまして， クラスサイズと成績評価の方法ということで，結論的な

ことをまとめてみますと， 11ページになりますが， 11ページの1， 2， 3とあるその次あ

たりからですが，全体として，比較的少人数クラスの場合レポートが多く，比較的大人数

クラスになると期末試験が多くなるという傾向が指摘できると思われます。ただし，期末

試験のみで成績評価するクラスの比率は，必ずしも大規模クラスだと試験のみ多くなると

いう単純なことにはなっておりません。比較的大人数のクラスにおいても，大部分が期末
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試験のみではなく， ほかの小テストなり小レポートなりを併用した評価を行っているとい

う状況であります。

なお，人文系科目の実態から見ますと，この成績評価方法の区分の3としてレポートで

成績評価が行われているものというのがあるのですが， これには， レポートと小テストの

組み合わせと， レポートのみによるものが両方含まれているのですが，やはり期末レポー

トだけのものと，小テストなり小レポートなりと期末レポートを併用しているものとか，

もうちょっと細かく区分していただいたほうが， より有効な分析ができるのではないかと

思われます。

2以下が，今回の必須課題となっています問題に入ってくるのですが，学生アンケート

での理解度と成績評価方法との関係についてです。これについては， 2と3の項目になり

ます。これを14ページの図表でいきますと，まず，理解度と成績平均点の図表が図1， 2，

3とあります。

まず，図1， 2， 3を見ますと，資料では12ページの上のほうになりますが，大ざっぱ

に見ますと，いずれも理解度と成績平均点がプラスの線になっておりまして，成績と理解

度は，ほぼ対応しているということが全体的な傾向としては言えるのではないかと思いま

す。

また，その注目点としまして，大体ほぼその値を示す点が右上の4分の1の範囲に集ま

っている。左下の2.5掛ける2.5のあたりには値の点は全く見られないということで， この

ことから，人文の分野においては，大部分の授業において学生の理解度は一定水準以上で

あり，成績評価もそれに対応して全体としてかなり高水準にあるということが言えるので

はないかと思われます。

3番目に行きまして，折れ線グラフのような図の4， 5， 6の図表についてですが， こ

れを見ますと，図の4と6というのは非常に似たような形をとっていると言えると思いま

す。資料で言うと13ページの上のほうになりますが，成績評価方法1， 3においては，成

績上位者の比率と理解度「高｣，いわば4， 5の比率がかなり近い。ただし，成績中位者は

理解度「中｣， 3をかなり上回っているということが言えるのではないかと思います。

それから図の5ですが， これは若干，図の4や6とは違いまして，成績上位者の比率が

理解度の高い4， 5の比率に比べて高めになっている。すなわち，成績が甘くなっている

可能性があるということが指摘できますので， これは，期末試験一回だけで成績を出すと

いう場合には， このような特徴が出てしまう傾向があると言えるのではないかと思います。

以上のような図表からの読み取りなのですが，人文のFD研究会では，今回の課題である

理解度と成績評価の関係について疑問点などが出されました。つまり，学生の理解度と成

績評価というのが一致するべきものなのかという問題です。 しかも， ここで言う理解度と

は学生が自分でわかったかと思っていることです。それと成績というのは別物なのではな

いかという疑問も出されまして,そこにも書いておきましたが， 「学生の理解度の分布と成

績評価の分布が乖離している場合， これが問題視されているが， これは統計的に誤ったや
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り方である。成績評価の妥当性の基準を学生の理解度自己評定に求めているつもりであろ

うが，それが妥当性の基準になるならば成績評価をする必要はなくなるのではないか」 と

いう意見もありました。私は統計学は全くわかりませんので，統計的な専門知識がないと

そこは判断できないのですが，そのような意見もありました。

理解度というのは，あくまで，わかったかわからなかったかということだと思いますが，

成績は，学生がわかったかどうかということを基準につけるというのも一つの面かもしれ

ませんが，必ずしもそれだけではないと思います。まず，授業の内容がわかった。その上

で， さらにどれだけ何かを自分なりに考えたかという点も成績評価では重要なポイントに

なると思いますので，授業が全くわからなかったというのは問題かもしれませんが,わか

りさえすればいい成績がつくかというのも， また考える必要があるのではないかと思いま

す。そのあたりのことについて，そもそもどうあるべきなのかという根本的な共通理解を

まず確立しておく必要があるのではないかと思います。

それから，最後に予習・復習の時間と成績の関係ということなのですが， これは最後の

図表になっております。ご覧いただければわかると思いますが，図7であります。

これを見ますと，人文科目の場合，予習・復習をしない学生の比率が相当高い。 60％台

半ばでありまして， 30分未満という学生も10％台後半ぐらいありますから， 2つを合わせ

ると80％以上になってしまいます。これは，人文の分野における課題として，学生に十分

時間をかけて予習・復習させることが必要なのではないかと一応考えられます。

ただし， これもFD研究会でいろいろな意見が出されまして，例えば，学生が考える予習・

復習には学期中に出された小レポートもちやんと含まれているのか。学生によっては含ん

だということで回答している学生もいるでしょうが， しかし，そういうのは，いわゆる狭

い意味での予習・復習とは違うように思って，それを含めずに回答している学生もいるか

もしれないという意見とか，それから，人文系の科目の場合，期末レポートがかなり重視

されるということで，ふだんは余り予習・復習しなくても，期末レポートを書くために集

中的に膨大な学習量をすることがあるのではないか。その場合，アンケートというのはレ

ポートを提出するよりも前に，要するに授業の最後の時間ですから， レポートを提出する

よりも前に回答していますので，最後の期末レポートなり， あるいは期末試験のための勉

強ということの，いわゆる自己学習のことが含まれなくなってしまって， このようなアン

ケート結果になっているという点もあるのではないか， という意見が出されました。

それから，科目の性質として，理科系のように毎回習ったことを自宅で次回までに復習

しておかないと次に進めないというのとはちょっと違いますので，やはりこれも今言った

ことと関連しますが，毎回予習・復習をして進めるというよりも，最後に今まで習った学

習内容を全部総合して， レポートのような形で吐き出すという点もあるので，その辺も含

めて,単純ないわゆる「予習・復習」 というアンケートの設問では，人文系の場合非常に

短い時間， あるいはほとんどしていないという回答結果になってしまうのではないかと思

われます，そのあたりのことも考えておく必要があるのではないかということが出されま
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した。

時間を超過してしまいましたので，人文部会からの報告を以上とさせていただきます。

○山中部長

ありがとうございました。

引き続き，社会系基礎教育専門部会，佐川先生お願いします。

○佐川部会長

社会系基礎教育専門部会長の佐川です。

レポート自体は，部会のメンバーの田中泉先生にご尽力いただきましたので， 田中泉さ

んの名前になっておりますが， きょうは責任者ということで私が報告させていただきます。

本日の午前中に，おくればせながらですがFD研究会をやりまして,そこで出されました

レポートに対するコメント等含めて報告させていただきます。

まず， 同じように問題設定の前提のお話でありますが， クラスサイズと成績評価との関

係についてからお話をいたします。

本文というよりは， 22ページからの図表を見ていただきながらお話を進めさせていただ

きたいと思います。

社会系の科目についてのアンケートが実際に実施された科目は全部で61本です。そのう

ち，分類はさっきと同じですので省きますが， 1の成績評価をとっているのが38本。 これ

は事項的には混合型と呼びたいと思いますが，それから， イの方が18本ということで， こ

れは試験一発型という表現をするかもしれませんが〉そういう形です。

そのほかに， レポートによるものが4本， レポートとその他の組み合わせが4本，それ

からシラバスに記載のないものが1本ということになっています。

ここで3， 4というのは， 3が4本と非常に少ないということもありますので， 1と2

を分析の主要な対象とさせていただきます。

それで， このクラスサイズと成績評価の方法との関係なのですが，受講者が80名以上と

いう大きなクラスでも， 7割以上が混合型をとっているということで，決して手抜き等が

行われていることではなく，割と小まめに見ようという意識は教員間で見られるのではな

いかと思われます｡

逆にといいますか， イの方法をとっているクラスのうちの半分が，学生数50人未満ぐら

いで，比較的小さいクラスが試験一発が多いということで， これをどう分析すればいいの

だろうということで部会でも話題になりましたが，ちょっと理由はわかりません。これは，

前提のお話です。

次に，本題の学生の理解度と成績の関係についてお話をさせていただきますが,図1と

図2をまず使います。

図1は，評価方法が1の場合はどうか。それから23ページの上， 図2です。これは評価

方法1という表題になっていますが， 2の誤りですのでご訂正ください。このいずれでも，

非常に5が緩やかではあるのですが，一応は正の相関関係があるとみなせるのではないだ
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ろうかということであります。つまり，部会としては，教員の成績評価の方法に全体とし

て見れば，大きな深刻な問題がある可能性は小さいのではないか。つまり， とんでもない

乖離があるとまでは言えないのではないかという認識を持っております。

ちなみに，学生の理解度は，成績の評価の方法が1でも2でも平均3.0。それから，実際

の成績の平均点は， 1の混合型の場合が2．7， 2の試験一発型が2.4ということで， 1のほ

うが若干高いということからすれば，やはりきめ細かくということでいろいろフォローす

るなりという方策をとったほうが，実際の成績は少しは高くなる傾向があるようにも思え

るということであります。 ；

その次に，その下の図3と図4を用いて，では，学生の理解度の分布と実際の成績分布

はどうかということであります。

図の3が成績評価方法1について,図の4が成績評価の方法2についてです。いずれの

評価の方法でも理解度3が5割を占めているということで，非常に多いということであり

ます。これは，今年だけに限ったことではなくて毎年そうでしょうし， あるいは, ；専門科

目でも同じような傾向が見られるということが議論されました。つまり， 1でも2でも大

差はないということであります。

実際の成績分布について言うと， 2に当たりますAと， 5に当たりますDもしくはEが

どちらも比較的多いということであります｡それから,A+の占める割合については,①

の混合型のほうが高いということでありまして,つまり，試験の素点だけではなく，いろ

いろな小テスト，小レポート等の結果を総合的に合わせると，プラスアルファの部分が働

いて評価が高くなるのかなということであります。逆に, DもしくはEの割合が一発型の

ほうが高いという傾向が見られます。

それよりも部会で問題になったのは， 1でも2でも，成績の分布がAあたりとEあたり

で2つの峰をなしている形に近い傾向があるのではないか。つまり，成績のよい者と悪い

者が2分化している傾向が近年を見るとあるようにも思えるという意見も出されました。

その原因についてはわかりませんが，そのとき出された意見としては，以前から社会の

分野は，比較的ほかの分野に比べて不可の成績をとる者が多い。なぜなのだろうというこ

ともあったのですが，本人は理解はしている， あるいはしているつもりだけれども，それ

を試験なりレポートなりで日本語で表現をするというところで問題があるのかもしれない。

そうであるとすれば，教養の授業全体の中で，それをまたどこかで身につけるようなこと

を考えなければいけないのかどうなのかということもあり得るということであるかと思い

ます。

専門との関係で言えば，主題別ゼミナールがそういう役割を果たすのかもしれませんが，

教養全体ということではどうなのかという問題も少し出されました。

次に，予習・復習の時間と成績との関係についてというもう一つの大きなテーマについ

てですがぅ これも与えられた図5を使ってということでありますが，先ほど人文の分野か

ら出されたのと非常に共通をしているわけですが，全く予習・復習はしていないと答えた
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者が， こちらも6割ということです。逆に1時間以上費やしているというのが1割程度と

いうことで極めてよくない状況であります。

ただ， この与えられたデータからでは，予習・復習の時間と成續との関係が余りよく見

えてこないというのは事実であるかと思います。

それで，部会， あるいはFD研究会での議論では，やはり人文と同じように，学生は一体

何を予習とか復習と認識しているのだろうかということであります｡つまり，毎回の授業

を振り返って， まとめ的な短いものを来週までに書いてきてくださいねという課題を毎回

出しているにもかかわらず，そして，それをほとんどの学生が出しているにもかかわらず，

復習の時間はゼロというのは， どう考えても不自然ではないか。私自身の授業も実はそう

だったのですが，何か脈に落ちないのです6

あるいは，宿題としてこれをやってこい，考えてこいと出されたものについては， これ

は宿題だから予習でも復習でもないとみなしているのではないかとか， あるいは社会科

系の科目の場合は，新聞を読みなさいとかニュース番組を見なさいということも非常に勉

学のきっかけにもなるし，問題関心にもつながっていくわけですが，そういうものは全く

ここの評価には含めていないということも考えられるかと思います。

したがいまして， この項目をこれからもやっていくとすれば，例えば，ここに小レポー

トを含むとか，そういうもう少し解説的なものをアンケートをやる際に一言入れるという

工夫ぐらいは行ってもいいのではないかということが結論的に出されたことであります。

余り深い分析とはなっていないのですが，以上のような報告及び議論を部会及びFD研究

会では行いましたので，報告とさせていただきます。

○山中部長

ありがとうございました。

引き続き， 自然系の曽我先生お願いします。

○曽我部会長

自然系の部会長をしています曽我です。

25ページから4ページにわたって， 自然系の報告があります。実際もう少しあるのです

が，今回のために大分縮小しています。

まず， ここの部会の発表の1枚目を見ていただきたいのですが， 2つの表があります。

この左側が， さっき混合型と言われていた小テストとか期末を混合してやっているという

分で，右側が学期末だけ。それ以外はほとんどなかったので， 自然系の場合は，ほかのは

除外しています。

この数値というのは，例えば理解度が大変よかったと答えた学生を5点として， あと普

通を3点として，回答数の加重平均というのか，それに応じた平均をとって，授業ごとに

その平均値を出して，理解度と成績についても同じように出した値です。

見たところ， 自然系はこういう状態でした。それから，混合型も学期末型も，本数の差

はありません。
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一番目につくのは，理解度が高いのから低いのまで，随分上下差がひどいです。それか

ら，理解度の全体の平均値は2.8です。やはりこれは幾ら何でも低過ぎるのではないかと思

います。

それから，理解度と成績はほとんど相関がないと言える状態です。また，今相関がない

ということですが，先ほどから出ているように，理解度というのが学生の主観によるもの

ということで問題はあるけれども， これほど相関がないのもちょっと問題なのではないか

という感じがします。

アンケートの理解度と成績評価の相関を強く求めることは，そもそもおかしいのではな

いかというのが部会の多くの意見でした。これは，結局どういう意見に乗つかってそうい

うことを言っているかというと， 2ページ目の上なのですが，このアンケートというのは，

学生がそう思ったかということであって，教育効果として内容をどれぐらい理解している

かということとは違うということです。このアンケートからは正確に， どの程度内容を理

解したかということは知ることはできないだろうということです。成績評価と相関を求め

たり考えたりしているときは，むしろ，本当に内容を理解しているかということで，学生

の主観的な思い等ではないだろうということです。 こういうことを考えると，全く無関係

でいいとは言えないだろうけれども，強く相関を求めるような方向で何かやるというのは，

ちょっとまずいのではないかということです。

それから， これは自然系だけの特有な現象かもしれませんが， もう少し違うことを調べ

てみました。

それは，例えば2ページ目の左側の図を見ていただきたいのですが，成績分布の横軸の

1というのは，数字が大きくなると悪いほうに行くのですが，区分分けして，その区分ご

とに授業の数をずっと平均して何％あるかを見たとすると， ちょっと1のところをはずれ

ているのですが，学期末のみという折れ線が上に行っています。 ということは，混合型と

比較して，学期末だけというのは成績が比較的悪い方に多く付いているのですが，そうい

うグラフを同じように理解度の方で右側で見ると，上下が反対になっているのです。これ

はどういうことかというと，学期末だけの授業では比較的成績が悪く付いているにもかか

わらず，学生は主観的にはわかったと言っているのです。だから，小テストがあったりす

ると，何度か勉強する機会が与えられるのだから，学生はよくわかったともっと言ってい

いはずなのに，逆に悪い，理解できていないという認識になっているようなのです。デー

タそのものが1人の学生についての相関度を見ていないので，はっきりしたことは言えな

いですが，どうもそういう傾向が見られるのです。このことにちょっと興味を抱きまして，

結局どう解釈すればいいだろうかと考えました。それは，一応ちやんとした数字的な解析

というのは必要ではあるのでしょうが，小テストとかレポートを組み合わせることによっ

て，学生が自分の理解度というのか， どれぐらいわかっているかというのを自己チェック

する機会が増えて， さらに，そのチェックのもとで， よく勉強したりいろいろなことを，

一発勝負よりはしやすいのではないか。だから，成績はよくなっているけれども，学生の
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思いとしては,何度も，お前はわかっていないということを知らされる機会が多くなった，

ということではないでしょうか。非常に極端な言い方をしていますが， このことは，先ほ

ど言った，学生の主観によるものを余り成績評価と結びつけるのはまずいのではないかと

いうことも同時に示しているのではないだろうかと思うのです｡

それから3ページ目を見ていただきたいのですが， これは予習と成績との関係ですが，

まず，問題のあることは， 自然系の場合43％が予習・復習を全くやっていないです。これ

は，やはりちょっと問題で， もう少しやらせる方向に行くべきではないかということがひ

とつ問題になります。

それから，一応これは肯定的なこととして，予習・復習に時間をかけている学生ほど成

績もおおむねよくなっています。そういう意味では，妥当な成績との相関ということにな

っているのではないかということです。

それで，一応予習・復習はこの程度なのですが，全体を見てのまとめ的な反省を3ペー

ジの中ほどに3つばかり整理しました。 1つは，余りにもばらつきが多過ぎるのではない

かということです。科目の種類に応じたある程度のガイドラインを決めて， ある幅におさ

まるようにすべきだろうと思われます。

それから2番目に，それとよく似たことですが，主観的な意味の理解度とは言いながら

も，相関がなさ過ぎるのではないかということです。ですが， これも妥当な点を出すため

には， もう少し理解度に対する詳しい分析に基づくべきであろうと思います。

3つ目として，予習・復習の少なさを何とかしないといけないのではないかということ

があります。 しかし， これは学生の自習状況の多さとか全体状況を見た何か配盧が要るだ

ろうと思います。ですから， カリキュラムの設計，それから成績評価の方法，総合的な対

策の中でそういうことをやる必要があります。

こういうことが3点なのですが， これを少しでも改善していこうと思った場合，結局ど

ういう努力が要るかというと，やはり担当者任せ， あるいは自習についての学生任せとい

うのでは，基本的にここの改善は無理なのではないかと思います。ある程度のコントロー

ルは必要だし，それは授業設計，点検評価，すべてについてですが，それから予習・復習

させるための工夫。それから，授業についての基準化というか，ガイドラインめいたこと

をつくる必要があります｡

こういうことをやろうと思うと， ちょっと部会の手前みそなのですが，先ほど最初にあ

った微分積分のパイロット授業はかなりヒントになるのではないかということで，その資

料を最後に入れました。一応留意していただきたいことは， まず，学生のレベルに応じて

授業内容とか指導法を用意していこうという発想のもとでやっているということです。そ

れから， このパイロット授業は，一番下位をどう引き上げるか，その中で復習をどうやっ

てやらせるか，そういう意味の工夫が非常にあるということで，参考になるのではないか

と思います。 しかも， これがある程度成功したというか，モデルとして考えていいのでは

ないかと主張する理由は， こういう強制に対して学生がほとんど反発せず，むしろ肯定的
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な反応をしていたということです。

それから，一番最後のところに，理解度と予習のアンケートと，予習。復習の時間のア

ンケートを,通常クラスと特別クラスとの比較をしています。見て一目瞭然に，非常にパ

イロットの方はいい数値になっているということです。

以上で， 自然系の報告を終わります。

○山中部長

ありがとうございました。

引き続き，総合基礎教育専門部会，関先生お願いします。

○関部会長

では，総合科目の動きについて説明します。時間も限られていますので，簡潔にポイン

トだけをお話しできればと思います。

図表を中心にお話しいたします。

29ページからが総合科目の分析になっています。

そこで， まず最初の表に,先ほどから出ております成績評価とクラスのサイズの分布が

どうなっているかというのを示したのが表の1であります。

それで，一番下の行に比率という数字を挙げてありますが，昨年度，平成16年度の成績

のデータについての分析をやったものがありましたので，その数字も参考までに挙げてあ

ります。

成績の評価の方法を見てみると，今回いただいたデータは平成17年の実際のデータをい

ただいて，それについて分析したということなのですが，評価方法1，期末試験プラスそ

の他のものが3割弱でした。次に，期末試験のみというのが12％です。

それから， 3つ目のレポートを中心という。ただ， この中に，先ほどもお話がありまし

たようにレポートだけのところ， さらにレポートに加えてという可能性もあるわけですが，

こういうものが50％になっております。 これが，平成16年度に比べるとかなり増えている

ということです。評価方法の比率としては増えています。

ここが4， 5については，数字が小さいので省いているということです。

次に， クラスのサイズの割合を見ますと，そのページの下の図の1というところです。

80人以上のクラスが全体の4割で，かなり多くの割合を占めています。次に50人から79人

が20何％という状況です。

このクラスのサイズの割合についても，平成16年度も80人以上のクラスが38％というこ

とだったので，常に4割前後の授業がこの科目の場合は80人以上が多いと言っていいかと

思いますが，そういう形になっているということです。

ただ， クラスの人数によって成績評価の方法が大きく変わっているかというと，それは

特にない。上の評価で見ますと，特にこれが影響しているとは言えないということになっ

ています。

次の2ページ目以降なのですが，受講者の理解度と成績評価との関連ということで見て
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いきたいと思いますが， まず最初に図2と書いてあるところ， 30ページの上の図なのです

が， これは総合科目全体，今回73以上のデータが寄せられて，それについて報告しなさい

ということでやったわけですが， この散布図がここに出ているような結果です。横が理解

度のポイント5段階，縦軸が平均点ということです。

この全体について見ると，相関係数0.38でした｡ちなみに,平成16年度のデータは0．44

ということで， 中く､らいから弱い相関があるという結果であります。

次に，評価の方法ごとに見ていきますと，評価方法の1，テストとその他の組み合わせ

というものですが， この場合は，下の図の3というやつで，相関係数は0.34でした。平成

16年のデータだと，これが0.6とかなり高い数字が出ていたのですが，平成17年については，

さほどでもないという結果でした。

次，ページをめくりまして31ページの上のほうは，評価方法の2，期末試験のみです。

相関係数0.42ということなのですが，ただ， これは授業の数が9本と少ないので， この数

字だけでは余り判断はできないと思っています。

その下の図の5， これはレポートを中心にした点ですが，今回この授業が多かったので

すが， この相関係数は0.36ということでした。

以上，平均の評価方法と理解度の関係を見たのですが，概して全体を見ますと，評価方

法による違いというものが平成16年度のデータよりも小さくなっている。相関係数は，い

ずれも0.3から0.4前後に入っているということで，評価方法による違いは平成17年のデー

タでは少なくなっているという結果です。

次に，センターからいただいた成績評価と理解度の分布を重ねた折れ線のグラフという

のがありまして， 32ページ，それからもう一個， 33ページの上のほうにありまして，成績

評価方法別の理解度と成績の分布の折れ線グラフなのですが，ただ， これについての評価

方法によって分布の折れ線グラフの形は余り変わっていない。評価方法による影響は， ど

うもこれで見る限り余り出ていないというのが平成17年の結果です。

最後に，新たに挙げます予習・復習の時間と成績との関連というものが，図の7に折れ

線グラフをつけてあります。この報告の場合も，予習・復習をしていないという生徒で，

これは選択肢5番なのですが， 6割強になっています。 さらに， 30分未満と答えた学生さ

んを合わせると8割になってしまいます｡全体として見ると，この科目の受講者の大半が，

予習・復習時間が少ない， してない，各エリアともというのが現状だということです。

予習・復習の時間と成績との相関というのを見てみたのですが， 0． 15ということで，か

なり小さい結果になっています。

ただ，次のページの図の8というところなのですが， ここで予習・復習の時間と理解度，

アンケートで答えた理解度ですが, この関連をプロットしてみると，予習・復習の時間と

いうのは全体的に少ないのですが，ただ,相関係数としては0.44という結果になりました。

なので，中く､らいの相関はあるという，数字の上からはそのような結果が出ました。

したがって，幾らかの予習。復習を課している授業では，受講者の，彼ら自身が考える
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理解度もある程度高くなっているという傾向はあるかもしれないということです。

ただ， ここで，先ほどから出ていますように予習・復習にどういうものの時間が入って

いるかという，そこの点は確かにあります。

このようなことを踏まえて，簡単に全体の考察をいたしますと，今回分析した平成17年

度の結果では，受講者の理解度と成績評価の関連についての評価方法による違いというの

は，昨年を含めた平成16年度に比べると小さなものになっていました。平成17年度に開講

した科目で今回分析した73本のうち，調べてみますと28本は新規の開講になっていました。

つまり，全体の38％の科目は入れ替わっているということです。特に総合科目の場合は，

毎年同じ人が開講する授業もあるのですが， ほかの分野に比べると，任意開講の授業もあ

りまして，入れ替わりが多いということがあります。

それから，平成16年度までは成績評価に出席を加味， まだできたとき， ということもあ

ったので， この辺もあるいは影響しているのかもしれないということです。平成17年度か

らは，成績に出席の回数を加味，加えてはならないということになりましたので，その点

がひょっとして影響しているかもしれないということであります。

また，今回の授業では， レポートを中心とした評価比率が高かったので，それについて

若干述べますと， レポートの場合は採点でどうやって客観性，公平性を確保するかという

点を考えないといけないという面があるだろうと思います。採点するほうも， レポートを

採点する場合でも，事前に採点の基準，幾つかのポイントを設定して， より公平な評価を

心がけるということが， もちろん必要になってくると思います。

また，そのレポート－発，先ほど試験一発という話がありましたが， レポート1回だけ

ではなくて， ほかのレポートを複数回組み合わせるとか， あるいは小テストも組み合わせ

るとか，そういう意味で組み合わせで総合的に評価するほうが， より望ましいということ

です。

さらに，予習・復習については，それを活用し，知識を積み上げていくタイプの授業は，

比較的予習・復習は課しやすいと思うのですが，ただ，その内容によって課しにくいもの

は当然あると思われますので，すべての授業で一律に予習・復習を課すというのは， どう

も現実的ではない点があるかもしれないということです。

ただ，その場合， これも先ほどから出ています予習・復習といったときに具体的にどう

いうものまで含めるのかということ， この点も含めて考える必要があるだろうと思います。

例えば, レポート等の課題に，各自が調査，学習してくる。それも予習・復習といった時

間に含まれるのであれば含めるという形で小レポートを書くといったようなことで，全体

の学習時間を増やすということは可能になると思います。

とりあえず，総合科目からは以上です。

○山中部長

ありがとうございました。

では， 引き続きまして外国語基礎教育専門部会，青木先生お願いします。

－259－



○青木部会長

成績評価方法1をとる教員が圧倒的に多いわけです。試験，小テスト， レポートの組み

合わせが圧倒的に多いということが， まず基本になっています。外国語ですから当然そう

なると思うのですが， 36ページは一応そういうことを表しています。

3月7日にFD研究会をやりましたので，その結果も踏まえて説明をしております。

37ページの表に行きたいと思うのですが， 37ページの表は評価方法1でして，試験，小

テスト，レポートの組み合わせによるものです。曲線の傾きを見ていただくと，大体45度

で理想的な線になっているわけなのですが，実際のクラス分布を見てみますと，かなりば

らばらであるわけです。

例えば，横に理解度のところで2から3のところまで見ていきますと，縦に見ると，そ

こは1から4の問にばらけているのです。それから，理解度の3と4のところですと， 1

から5までありまして，そこはやはりばらけ方がさらに大きくなっているということで，

各部会長の方からのお話にもありましたように，学生の理解度が主観的であるということ

は当然問題なわけなのですが，一応ある程度そこを考慮するという前提に立つと，教員の

成績評価が甘かったり厳しかったりしてばらけていること，一応そういうことが原因かも

しれません。

理解度が主観的であるということに関しましては， ある先生から，例えば期末テストが

あるわけなのですが，期末テストをやった直後にやったほうが，学生は自分の理解度をも

うちょっと客観的にとらえられるから，そうすると，表ももっと相関性が出るのではない

かという意見もありました。

それでは次のページ， 38ページなのですが， これはサンプルが少ないので，余りグラフ

として有意性があるとは言えないと思うのです。それで， あと，直線なども右肩下がりな

のですが，そこも余り意味があるとは言えないと思います。この38ページの場合，評価方

法の3は，試験なし，小テスト， レポートというやり方で，試験なしというのは語学では

例外的なわけなのですが，そこの場合一応言えるのは，サンプルは少ないのですが，かな

り理解度と平均点の占める位置がばらけているという感じが強いことです。そこが，ばら

けているのは， 37ページの表と近いところがあると思われます。ともかく，サンプル数が

少ないので余り有意性はないと思います。

次のページへ行きまして39ページなのですが， これは， さつきの評価方法1でして，試

験，小テスト， レポートの組み合わせなわけなのですが, この表を見て私が感じたことは，

回の下の方を見ていただきまして，左端の1が大変よくわかったというところと，それか

ら右端で， 5が全くわからなかったというところなのですが，そこの両端を見ますと，学

生の理解度に対して成績が甘くつけてあるということなのです。ですから，両端に関して

は，大変よくわかった学生と全くわからなかった学生に対しては，かなり成績が甘くつけ

てある傾向があって，それで，その両端が甘くなったので，真ん中の部分がそれに引きず

られて， 3のところなのですが， 3のところは理解度のほうが成績よりも高いわけなので

ウ
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すが， 3のところ，そこがやや両端を甘くつけたので，そこは両側に吸収されて，そこが

成績が低くなったのではないか，両側に3の部分の学生が吸収されて低くなったのではな

いかと判断したわけなのです。 しかし， これは単なる憶測でして，余りそれ以上のことは

わかりません。

その次のページ， 40ページなのですが， これは成績評価方法3でして，試験なし，小テ

スト， レポートとなっています。 これは，サンプルが少ない9クラスで， 8クラスが29人

以下の授業なのです。恐らく日本語のクラスが多いのではないかと，未修外国語に日本語

が含まれておりますので，推測なのですが，そういうふうに思われますが， このクラスは

比較的に理解度と成績が対応しているわけなのです。ですから,教員の学生の能力の把握

が，かなりよくできているのではないかと推察されます。

それで， これは学生が少ないせいかもしれませんが，成績の分布が完全に右肩下がりに

なっているのが特徴です。全体的に左側も右側も割と同じぐらいになっているという感じ

ではなくて，右肩下がりに成績と理解度両方ともなっているというのが特徴だと思います。

でも，それはどういう意味なのか。少人数クラスだから割とこういう傾向になっているの

かどうかというのは，いまいち判断ができないところなのですが， とにかく理解度と成績

は対応しているということは認められると思います。

それから，次の41ページなのですが， 41ページのグラフは， これは成績評価方法が5で

して，評価方法が不明なのです。ですから，評価方法が不明なので，図表をとっても余り

意味がないとも言えるわけなのですが，図を見ていただいておわかりのように，横軸を見

ますと， 1と2のところが成績と理解度のずれが大きくなっているわけなのです。これは，

40ページの図と比べますと対応関係が弱く，そこに違いがありますので，やはり評価方法

が小テストとかレポートを多分こまめにケアしていなかったために， 40ページと41ページ

のところは，それで差が出ているのではないかと思われるのですが， とにかく41ページの

場合は評価方法がはっきりしませんので， これもある程度憶測になってしまうということ

なのです。

その次， 42ページなのですが， これは最後のところで，予習・復習と授業アンケートの

関係なのですが， ここで特徴的なのは，横軸を見まして1と2のところ，つまり，勉強を

たくさんしているところに対して成績が甘くつけてあるという感じで，それから勉強を全

然していない4， 5に対して厳しくつけられているということなのです。一番最初に山中

先生から説明がありましたように， 4， 5は， 30分未満の勉強時間では， もともと落ち

るべき学生であるとも言えるのですが，一応そこを除外して考えますと，そういう傾向が

あります。

いずれにせよ， 42ページのグラフに対応が見られないということなので，教員の評価方

法がもしかしたら何か問題があるのかもしれませんが，それ以上はっきりしたことは言え

ません。 とりあえずそこが対応していないことは問題を含んでいると考えられます。

図表の説明は以上なのですが，最後に今後の課題， 42ページの下のほうの説明ですが，
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全般的に見まして，学生の理解度を根拠として考えますと,やはり評価基準が教員それぞ

れで甘かったり厳しかったり一定していないということは， ある程度は言えるかもしれな

いと考えられます。

それから，次に，最後のページに行きます。学生の理解度が主観的であるということな

のですが，その理解度というのは，教師側が学生の理解度をどのぐらい把握しているのか

という問題と，それから，学生自身の理解度が主観的であるか客観的であるかはっきりさ

せられるかどうかという問題の両方があると思うのですが，理解度を双方向的にもつと的

確に把握するために，例えば理解度と成績評価の関係のグラフをつくる時に，それをもう

ちょっとクラスサイズで細かくさらに幾つかに分けるという考え方なのですが,そういう

ことをやるならば， もうちょっと理解度の中味がはっきりするのではないかと考えていま

す。

外国語のような演習科目の場合は，特にクラスサイズと理解度の関係は深いと考えられ

るので，クラスサイズを9人以下とか10人～19人とか, 20人～29人とか10人単位で分けて，

そういう刻みで分けて理解度と成績評価の関係をつくると， もうちょっと正確な把握がで

きるのではないかと思われます。

それから， 日本語なのですが， 日本語のクラスサイズは，大体10人前後く、らいのクラス

サイズだと思うのです。それで，未修外国語とはちょっと性質が違いますので，既にある

程度日本語を勉強しているわけなのです。ですから， 日本語と未修外国語を分けてグラフ

をつくって分析したほうがもうちょっと検討が正確になるのではないかと思いました。

以上です。

○山中部長

ありがとうございました。

次，総合英語専門部会の小林先生お願いします。

○小林部会長

それでは，総合英語教育専門部会からご報告させていただきたいと思います。

まず，資料に従いまして説明をさせていただきたいと思うのですが， この統計分析につ

きましては，専門部会の専門家であります斉田先生に主に統計分析をやっていただいたと

いうことで， まず私から，特に今回のテーマのところにポイントを絞ってお話しさせてい

ただければと思います。

まず初めに， この191クラスについての分析なのですが，英語について言いますと，大き

く総合英語と従来型の英語がすべて含められたものの統計になっている。総合英語は， さ

らに4技能のバランス型の授業と，それから学術英語(EAP) というものに分かれておりま

す｡その中で,一番中心になっているのが4技能バランス型,全部で約150クラスですので，

主にそこに焦点を当ててお話しさせていただければと思います。

4技能バランス型のクラスは，まず特徴といたしまして，習熟度別のクラス編成により，

各レベルとも到達目標を設定し，共通シラバス，共通テキスト，共通の評価システムとい
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うものを導入しております。それに基づきまして，今回の理解度と実際成績の相関はどう

なっているかということで分析を試みたわけです。まず，総合英語の4技能バランス型の

場合はγ先ほど申しましたように評価システムは統一されております。各レベルとも， ま

ず試験が40％，パフォーマンス40％， 自律的学習と呼ばれるものが20％という区分で，い

わゆる，すべてが成績評価システムで言いますと1番に該当すると考えていただければと

思います。

その結果なのですが， 2ページを見ていただくと，相関なのですが， これは4技能バラ

ンス型以外も混ざっているわけですが，相関係数が0.46ということで， 中程度の相関であ

るという分析結果が出ております。 さらに，その各成績ごとに理解度との乖離を見てみる

と， 46ページの下の左側の図になるのですが，成績と理解度の差がそこにあらわれている

ということです。

一番の問題であります理解度の乖離が生じる原因につきまして， 47ページを開けていた

だきますと，先ほど出ております，果たして教育効果とか学習効果がこのアンケートの理

解度という部分だけで，果たしてどれだけ適正に評価されているだろうか。 ここが， まず

一番大きなポイントになるかと思います。

ご承知のように，語学教育と考えた場合，英語能力というのは一番単純な分け方をしま

すと，読む，書く，聞く，話すという4技能という考え方， あるいは知識と技能という考

え方， あるいはもうちょっと専門的に細かく分析していきますと，いろいろ言語能力とか

攻略能力とか， あるいは心理生理能力とかいろいろ細かく分けていけるわけですが，特に

ここでは単純に分けると，例えば知識と技能と考えた場合には， まず理解度というアンケ

ートであらわれている結果というのは，知識の部分はある程度ははかれるとは思うのです

が，技能という部分で，学生が一体どこまで知識度のところにポイントを入れているかど

うかというのは大きな疑問である。

一つそういった点から考えられますし， あるいはreceptive,いわゆる受容する能力，聞

いたり， あるいは読んだりする能力に対して，話したり， あるいは書いたりする発信する

能力，そういった観点から考えても，やはり読んだりというもの， あるいは間いたりとい

う部分に関しては理解と学生は認知すると思われるのですが，発信する能力は，授業の中

でも非常に4技能などの場合には重視しております。

先ほど申しましたように，評価の中の40％はパフォーマンスと呼ばれる，いわゆる主に

発信する，話したり書いたりする能力を評価に取り入れていますので，そこから乖離が出

てくるというのは， ある意味当然の結果ではないかという分析がされると思います。

まず，その点につきまして，今後のアンケートの項目内容につきましては，ぜひそうい

った面からも見識といいますか，そういったものを含めていただければと考えているので

す。次に，予習・復習と成績という部分につきましては， 47ページの下半分になっていく

わけですが， ここで相関係数というのは非常に低いという， 0．13というものが出てきてい

るわけですが， これも先ほど来出ております予習・復習イコール学生自身のいわゆる自習
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というのですか， 自分の学習，家庭学習とか，一体どの程度のものが含まれているのかど

うか。

基本的に， 4技能型の総合英語の場合は，週2時間の授業プラス1時間の自律的学習は

カリキュラムに入っております｡CALL教室を使いまして,PCのTOEICの自習プログラムとか，

そういったものもすべて授業のカリキュラムに含まれ，評価の対象になっております。で

すので，それで，そういった時間が果たして予習・復習に入っているかどうか。あるいは，

プレゼンテーションというのも授業にあるわけですが，そのための準備というのは，かな

りいろいろインターネットから資料を収集したり， あるいは文献から調査をしたり，それ

から自分のプレゼンテーションを組み上げていく｡授業はあくまでも発表の場ですので，

そういった準備の時間が果たして予習・復習という表現の中に学生は答えているのかどう

かという部分です。その辺が明確に出ていないので，やはりそういった部分もはっきりと

わかるような形で，アンケートの今後の改善という部分では，そういった科目の特性とい

う部分を生かしていただければということを強く望みながら，反面，評価に関しては，や

はり総合英語まだまだいわゆる受容能力，読んだり間いたりという部分の評価に関して

は，かなり蓄積されたものがあるわけですが，発信していく能力，話したり書いたりする

部分の評価をいかに客観的に適正に行っていくかという制度的なものを， より的確なもの

を早く確立していきたいということで，今現在専門部会でも取り組んでいるところでござ

います。

以上です。

○山中部長

ありがとうございました。

続きまして，情報基礎教育専門部会，羽渕先生お願いします。

○羽渕部会長

情報基礎教育専門部会の羽渕です。

情報関連科目の目的ということで3つほど考えられるのですが， 1つは読み書きそろば

んである。 コンピューターとしてのハウツーものというスキルの部分，それから，その能

力，情報を活用する力というものと， もう一つは情報倫理と呼ばれる情報を活用する上で

の道徳， この3つをうまく授業の中で取り入れて行っていくことが重要だと思うのですが，

平成17年度のシラバスを見てみますと，情報倫理にかかわる部分というのが全体の3分の

1程度しか触れられていないということで， ほとんどの授業は，一番上の読み書きそろば

んのハウツーの部分に依存しているということになります。

ハウツーの部分だけを教えてしまうと，常に技術は進歩していますから， どんどん取り

入れていかなくてはいけないということが考えられるので，それをもとに，考える力であ

るとか道徳というのが忘れ去られているという今状況です。

平成19年度，今度ですが，情報倫理の部分をもう少し深めようということで，情報倫理

のテキストを書きかえました。そのテキストについては, IT基盤センターのホームページ
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に今アップロードしている状態であります。

成績評価の方法についてなのですが，平成16年度の段階では3つの方法に分けられてい

ました。 1つはレポートだけで評価する。 もう一つはレポートと試験です。 もう一つは毎

回の授業の状況によって成績を評価する。 これは，期末試験もレポートの課題もなかった

ということです。平成17年度では, 3番目のところはゼロ％ということで， この評価の仕

方はなくなるということになります。ですから，上の2つの部分だけの評価です。特に，

レポートのみの方法が80％，それから試験を加えたものが20％で評価が行われているとい

うことになります。

この評価を行う場合には， レポートの場合には課題の設定の基準と評価の基準を明確に

しなくてはいけないのですが，難しいのは，授業内容では基本的にスキルを教えたりして

いるわけなのですが，実際評価をしようとすると技術的な部分ですとか，情報の活用して

いく力ですとか，そういったところを評価しようとしてしまうので， どうしても課題の設

定基準と評価の基準というのを見直さなくてはいけないのではないかと考えています。

それからあと， 当然コンピューターを使いますので， レポートの丸写しということが非

常に多いということで，他人のレポートの差異を判定するということが必要になってきま

す｡情報工学科では，専門のところではプログラムの差異を判定するプログラムを作成し

て，それを見て，何％違っているかというような話をしたりしているようです。それが教

養科目のほうにどれだけ当てはまるかというのは問題があるのですが，いずれにしても，

この4部分は考えなくてはいけないのではないかと考えています。

それから， クラスサイズについて見てみますと， このクラスサイズについては，基本的

にIT基盤センターの教室のサイズに限定されてしまいます。今，水戸キャンパスでは81と

いうところが最大のキャパシティになっていますので，その81以下の人数でしか授業は行

えない。 日立キャンパスでは101ということになりますから, 100人ぐらいのクラスサイズ

も存在しているということです。ですから， 90人から100人というクラスサイズというのは

工学部。

それから》 さらに， ここにゼロから9というクラスサイズがあります。これは，実際に

もう少し中身を見てみると， 3人とか4人というクラスなのですが， これは，実は専門科

目とコードをシェアしていまして，専門科目の中に教養科目が割り振られている。2つが

同居している状態なので，専門を教えながら教養に振りかえている人がいるということに

なります◎

こういうことをしてしまうと，教養の部分，先ほど申しました情報倫理の部分といった

ところが全部省けてしまって，つまり，専門に必要なスキルの部分しか教えないというこ

とになってしまうので， この部分は非常に問題があるということになります。平成19年度

からは， この部分については解消していただいて， なくなってしまったということです。

そういうクラスはなくして， また別のその人たち用のクラスを設定していただいたという

ことになります。
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高いほうは，基本的に工学部でのみ存在しているクラスということになります。平均ク

ラスサイズは60人程度となります。

それで， このクラスサイズもそうなのですが， 60人く、らいのクラスサイズなので，基本

計画では大体20名に1人ぐらいのTAをつければ何とかなるのではないかということでお願

いをしていたのですが，なかなかそのTAがきっちり確保されない状況で, 60人ぐらいです

が，大体1人とか2人しかTAがつかないということで,先生方が皆さん走り回っている状

態が続いているということになります。

それから，成績評価点と理解度についてはこのような形になっていて，このピンク色と

いうか赤色のほうがレポートと試験のほうです。それから， これは逆でした。レポートの

ほうがピンク色でした。逆を書いてしまいまして申しわけございませんが， このような形

になっていて，これでいうと，理解度は3か4をつける学生が非常に多いということです。

基本的には，学生は， よくわからないのは普通をつけておけという場合が多くて，普通

をつける学生が非常に多い。ですから，3が一番多いです。ですが,成績のほうはきちっ

とつけられているのかわからないのですが， 当然1から5までという,AからDまでバラ

エティーに富むということになっています。

これは，基本的には先ほど言いましたように，理解度は普通の中に学生はマークしがち

であるということなので， この普通というのは非常に学生にとって，先ほどから問題にな

っているように主観的な問題があって，何をもって普通というのかということになってし

まうのです。ですから，例えば，授業の20％が理解できましたかとか’ 40％が理解できま

したかとある程度数値を与えると，何とか学生もそれにつられて書くのではないかという

気はいたします。

それから，先ほど申しましたが，授業内容はスキルを教えている，ハウツーを教えてい

るのですが，評価は活用能力で評価してしまうということで，実は教えている内容と評価

している基準が違っている可能性もあるのではないかと考えています。ですから， この辺

のところを少し調査をして， もう少しこの辺のところを合わせられるようにできればと考

えています。

これは，縦軸にパーセントで，横軸にこういう成績であるとか， 図も右に行けば行くほ

ど悪い,左へ行けば行くほどよいと考えています｡理解度と成績のところを見てもらうと,

これは平均値ですので，そうすると，理解度のほうは先ほども言いましたように3がつけ

やすい。普通の部分をつけやすいということになります。

成績のほうは， 当然この辺のAクラスは，学生が申告しているものよりもよく出ている

わけです｡ですので，学生自身は3のほうに引きずられた形で自分の評価をしている。先

生方のほうはA+をつけている人数からしても，いいよと考えている部分と，それから，

Eというのが割と出ている。Dよりも多くEが出ているということで，そちらから考えな

くてはいけないと考えます。

予習時間を見てみますと，予習時間のほうは45％の人が何もしていません。全く何もし
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ていない状態が45％の人がいます。 4と書いてあるのは30分未満の人なので，大体50％以

上の人が，ほとんどしていないとみなすことができます。30分と言っているのは， 4講目，

5講目の授業が終わってから，次の少しの30分， 40分の時間を延長していたというぐらい

の程度ではないかと考えます。

なので，予習時間の部分と成績，理解度との関係はほとんどない。これは，予習時間が

全体的に不足しているので， こういうふうにまた関係のない状態になっているということ

と，学生が思っているほとんど， もともと学生が持っているスキルに依存してしまってい

る部分が多いので，予習と余り関係がなくなってしまっているのではないかと考えます。

それから, IT基盤センターのほうの教室の利用が全学生が使い始めるとちょっと難しい。

台数的に少し足らないという状況があるので，学生が足らないのだったらということでや

らなくなってしまうおそれもあるということで，少しその辺のところを考える必要が出て

くるということになります。

ですから，最後に，コンピューターが身近に使える環境にあるか否かというのは，学生，

これは予習・復習との関係が非常に大きいのですが，その部分が非常に大きな。 IT基盤セ

ンターのほうは，今度の4月から台数は3割増しになっていますので，去年やおととしに

比べると使えるシステムは増えてきているということになっています。

先ほどから言っておりますように， まとめてみますと， レポートの課題の設定基準と成

績評価の基準について調査をする。特に， レポート課題はどのようなものが出されている

かということを調査をして， どういうふうに成績が評価されているかということも調査を

して，基準について検討していきたいと考えています。

それから，予習・復習時間の確保ということでは，基本的にカリキュラム的な問題から，

どの部分が．あいているとか， あいていないとかという，そういったものを明示するような

ものについて少し考えていきたい。

あとは授業スタイルなのですが，授業スタイルは，基本的に先生方によろしくお願いし

ますといった形でしかしていないので，授業スタイルがどういったものがいいのかという

ことについても，今後専門部会で考えていきたいと思います。

習熟度別クラス編制については，括弧書きにさせていただいて， まだ手が全くついてい

ない状況で， どうすればいいのかというのが， まだわからない状況です。

以上です。

○山中部長

ありがとうございました。

では最後，健康・スポーツ基礎教育専門部会，勝本先生お願いします。

○勝本部会長

それでは，健康・スポーツ基礎教育部会の発表に入りたいと思います。

発表内容は， この3つです。

基本的に，今先生方のお話がありましたが》アンケート調査についてということと， あ
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と， ほかに3月19日に専門部会のFTをやりましたので，そのときの内容をご報告しておき

たいと思います。

まず， クラスサイズと評価です。 これにつきましては，健康・スポーツの中では，基本

的にはレポートと日ごろの授業内容の活動ということで評価をしようということが共通理

解になっているのですが， これが評価方法4番の部分が出てきてしまっているので， ここ

が改善の余地があるということです。文章にも書きましたが，昨年より若干増えてきてい

るのが反省材料です。

評価方法1につきましては去年はちょっと多かったのですが，今回，平成17年度は減っ

てしまいました。 1か3かという形での評価に最終的には健康・スポーツ部会は統一して

いきたいという形で今話を進めています。

クラスサイズについては，非常勤の削減問題がありますので，できるだけ中規模程度の

クラスサイズにしていきたいのですが，やはり施設等の問題がありますので， どうしても

ここの部分との兼ね合いが問題になるということです。これは，今後ずっと続く問題です

が，徐々に改善していきたいと思っています。

理解と評価との問題です。 これは評価3の部分です。基本的に， これは昨年度とほぼ同

じような評価内容でした。極端に， ここの部分だけが入れかわっているだけで， ほぼ同じ

ような形で評価されています。結局，ずれているのはここの評価方法4でした。やはりレ

ポートを課題,評価していないと,やはりちょっとずれが出ているということで，特にこ

この部分が例年より低く下がっていたので， よく見た結果，アンケートに1つしか回答し

ていないデータが入っていました。そうすると，そのデータを省くと， この評価がブルー

だったのですが，それを省くとオレンジになって， これが例年どおりの形になったわけで

す。ですから，データが多い少ないで，かなり影響があるのかなと理解しました。

評価方法3の方も，幾つかアンケートが少ないデータがあったので，それを省いて計算

し直しましたが，それにつきましては，ほとんどセンターからいただいたデータとほぼ変

わりはありませんでしたので，それは従来どおりの評価ということで説明しました。

予習・復習に関してはここに載せていませんが，そちらの先生方のページでは56ページ

に載っています。それでいくと， とにかく体育，健康・スポーツだけがずば抜けて予習・

復習をやっていない。 85％やっていないことになっています。つまり， これは，今のアン

ケート調査ではまず評価できないということで，例えば学生がいろいろな授業を通して，

実は学校に来るとき，一つ手前のバス停でおりて歩くようになってきましたとか，散歩を

必ずするようになってきました。つまり，生活が少しずつ変わってきましたという授業で

の話はよく聞くのですが，それは予習・復習には絶対に入ってこない。つまり，体育のい

ろいろな経験が自分の生活を変える一つのポイントとなってくれれば，それなりの成果が

あるとは考えられるのですが，それは予習･復習時間には絶対に入ってこないということ

ですので， これでは，今の段階では評価等の比較はできないのではないかということで実

は省かせていただきました。ですから，余りにもデータが偏り過ぎて評価できないという
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ことです。

続きまして，乖離度のことをやってみました。図表の最後のほうに，各評価点と満足度，

理解度，向上度のところです。ゼロを中心に0.5刻みにしましたが， ちょうど真ん中に理解

度が来ていて，満足度と向上度が若干シフトしているということですが，健康・スポーツ

に関しては，それぞれの観点の中での大きな乖離はそれほどないのではないか。一応ゼロ

を中心に集まってきているので， 当然ここの端の部分はこれから検討していかなければい

けないのですが，今のところ大きな問題にはなっていないかなというところで，両端をこ

れからどう改善するかという形に動いていこうと思っています。

次， これがアンケートの話が終わりまして，実はFDの中身をご報告しておこうと思いま

す。

一応，健康・スポーツとしては，今後どう対応するかという話し合いもしました。

現状把握としては，平成14年から非常勤時間と開講本数がこういうふうに変化をしてい

るのが現状です。 これから先どう維持しながら，授業の中身を落とさないように頑張って

いくかということなのですが，非常勤は当然，オレンジの部分で下がってきます｡来年度

は， たまたまセンター長を初め皆さんのご協力で下がらないのですが，それをどうにか本

数は増やしました。

その一つの要因としては， これは今年度から導入しましたが，専任の先生が非常勤の先

生の分を少し賄うような形で，全体の講義を1本分やると1回で負担する。そうすること

によって1時間分の時間が余ってきますから，それをうまく活用すると，開講本数が何本

か出てくるということを今年度導入しました。

来年度は， またそれをほぼ応用した形で，今度は一番最初のガイダンスの授業を，専任

の先生がまた出ていって，細かいガイダンス資料を提出しながら学生に徹底するというこ

とを行う。それで，実は時間数は変わらないけれども，開講本数は増えるということを実

施するということをやりました。 こういうことをいろいろ試しながら, とにかく現状を維

持する形を考えていこうという形で講義しております。

次に，新しい授業形態の検討ということを行っています。評価方法の検討です。これは

FDの中でも，先生が，評価方法1, 2, 3, 4とありますが， この評価方法を体育独自で，

いろいろな形でもう少し応用できないかという話が出てきました。体育の授業では， よく

学習カードというのを高校とか中学校では使ったりもするのですが，そういうのも含めて，

いろいろな形での評価， あるいは授業形態を考えていけないかということが出ました。

もう一つ，最後は体力測定の導入を考えています。今年，実は後期，試験的にやってみ

ました。 これが，やったことの一部ですが， 当然すべてのデータはとれませんが，体育の

先生の協力を得て， ある項目を測定すると体力年齢が出る。それに基づいて学生にフィー

ドバックをして，各学生に自分の健康状態をチェックしてもらうようなことも考えていま

す。できれば来年度には本格導入を考えているのですが， これは予算等の関係もあります

のでどうなるかわかりません。
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最後は， これで私は専門部会を終わりますので，一言お礼を申し上げたいと思います。

皆さん方に多大なご迷惑とご協力をいただいて,本当にどうにか2年間終わりましたの

で， ここで感謝いたします。どうもありがとうございました。

以上です。

○山中部長

ありがとうございました。

一通り終わったのですが，各専門部会が相当の努力をされて，そこで得られた成果を発

表するのに，わずか10分ずつというかなりむちやな時間配分をしたということにつきまし

ては，運営委員会で承認を得たこととはいえ，反省しなければならないかと思っておりま

す。

これで討論の時間が，予定どおり行きますと本当に数分しかないのですが，せっかくで

すから少し延長させていただいて討論したいと思うのですが， ご了承いただきたいと思い

ます。

討論の前に，かみ合った議論をするために2点ほど基礎的なところを確認させていただ

きたいのですが， 1点は， ここで学生の理解度と言っているものの意味なのですが， これ

は，学生がアンケートに書いた理解度をもって学生の本当の意味の，客観的な意味の理解

度とすることを前提に,理解度と成績評価の関係を議論しようとしているのではないとい

うことをご理解いただきたいと思います。つまり，学生がアンケートに書いた理解度は客

観的な理解度とどういう関係にあるかということは， ここの場の議論の外にあるというこ

とで，つまり，学生のアンケートの理解度をもって客観的な理解度としていいかどうかと

いう問題は， ここでは考えないことにしたいと思います。つまり，例えば，学生の理解度

は高いのに成績は悪いという場合に，それをどう考えるかというと，学生が理解している

のに悪い成績がつくのは，成績の評価の仕方が悪いという議論ではなく，成績評価が悪い

学生に， 自分では理解していると思わせてしまうことが問題だというような議論にしてい

ただけたらと思います。

それから， もう1点は統計のとり方なのですが，各部会で分布の図と，相関を示すサン

プルがプロットされた図がありますが，サンプルがプロットされた図は， 1つの点は学生

一人一人ではなくて， 1つのクラスが1つの点に対応するということでよろしいでしょう

か。それから，分布の図については，それぞれの人文とか社会とか自然というくくりの，

その科目の中でのあらゆるクラスのサンプルを統計処理したということでよろしいですね。

では，そういうことでデイスカッションをしたいと思います。

○福田

今のお話で，私がちやんと理解しているかどうかが不安になったのですが，学生の理解

度と成績の評価の乖離について， 2点ほど気がついたことを申し述べさせていただきたい

と思います。

ある意味，先ほどから成績評価と理解度が乖離しているというのは問題だとか， あるい
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は，それは余り相関が強く望まれるのは教育効果としては理解度であるというお話があり

ましたが， これはある意味当然で， というのは， 1人の学習者を中心として見た場合に，

学生がどういう学習者に育ってもらいたいかと私たちが望んでいるかというと， 自立的な

学習者だと思うのです。つまり， 自分で自分のことをコントロールして， どんどん先へ勉

強していけるという自立的学習者を目指して学習を助けていくと，だんだん自分のセルフ

モニタリングができるようになってきて，できる学生ほどできないと感じるものです。経

験的に言って今までのデータから見ても。それは当たり前で， どこまで自分がわかってい

て， どこから先がわかっていないかが明確になるので，モチベーションの高い学生は，そ

のわからないというところばかりが気になって，わからない，わからない，だからもっと

勉強しなくてはとなるので，そのこと自体は私は悪いこととは別に思っておりません。で

すので， 当然そのできる学生， ある意味テストなんかをやるとできる学生が， 自分がわか

っていないと自分で納得してしまうというケースは多々あると思います。

もう1点は，いい授業は何かということとかかわりがあると思うのですが， もし，いい

授業が，透明性があって一貫性があるものであるとすると，到達目標が明快になっていて，

その到達目標に合った授業を行って，それを評価するシステムが備わっているということ

がいい授業だとすると，学生の主観的な思いとは別に，その到達目標に到達していれば，

だれでもAにならなくてはいけないわけですので，それは， ある意味重要なのは， 自分が

理解できていると思っているかどうかではなく，到達目標が明快で，それに達しているか

どうかというのが教育評価をする側の視点になると思うのです。

ですから， この2点で，その2つの乖離という問題は，私はそんなに困った問題だとは

理解しておりません。 もし，それが学生がわかったと思う， 自分で理解したと思うという

ことと自分の成績が一致しなければいけないという前提に立つなら，学生の自己申告で成

績を決めればいいわけで， こちらが成績を決める必要はなくなってしまうわけですので，

今まで何人もの先生方が乖離のことをおつしやっていましたが，それぞれの先生方がご指

摘なさっているのは，そのとおりだと思いますし， また，それは大きな問題ではないので

はないかと，今の2点の意味でそう思います。

○山中部長

ありがとうございました。

復習しますと，乖離の問題は，成績がいいのに学生が理解していないと認識することは

問題ない。むしろ好ましいことである。ただ，逆の場合になるといかがでしょうか。成績

は悪いのに， 自分では理解していると思っている。その乖離は問題ではないでしょうか。

○意見

自己満足度がどこにあるかというか， 自分に対して期待しているのがどこにあるかとい

うことによるのだと思うのですが，私たちから見ていて， もう少し頑張ってほしいなと思

う学生が，わかったとかできたと思っている学生は実際にいます。それを， どう解釈する

かは別の問題だと思います。
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○山中部長

ほかに何か。できれば， これに関連したことでご意見をお願いできたらと思います。

○意見

私の個人的意見と厳密には考えていただいたらいいと思うのですが， さっきから，乖離

ということがメーンテーマではない，すべきではないかというのは私もそう思います｡

部会でもそうだったのですが，成績評価ということに対して， もう少し分析と，それを

どう考えてつけていったらいいか。 これは， あらゆる科目一律にやるということはできな

いと思うのです。科目の特質を見て，そこではどうあるのが標準かという考え方で考えな

いといけないと思うのですが，そういうことの考察が今まで余りにもなさ過ぎたのではな

いかというのが私の感想であり， こういうことをもう少しやるべきではないかというのが

私の意見です。

○山中部長

それは，おつしやるとおりだと思います。ただ，そういうことを取り上げてやるなら，

またそのような作業の仕方もあるかと思うのですが,先ほどのご意見にありましたように，

到達度に照らしてどうかという成績評価が好ましいであろう，恐らく学生も到達度が理解

できる形で明示されていれば，それに照らして自分の理解度をはかれば，そんなに乖離は

生じないだろうということもあるだろうと思いますので，理解度との相関ということがい

いか悪いかということはありますが， とにかく何かあらわれることは間違いないだろうと

いう気はします。きょうのテーマとして取り上げている理解度と成績の相関ということに

ついては，乖離があるからいけないとか，乖離がないのがいいということではなく，乖離

があるのは逆にいいということもあり得るし，乖離がないと逆に問題だということもあろ

うと思いますので，そういう客観的な観点から，もう少し議論をいただければと思います。

○発言

成績評価のつけ方が，そもそも担当者によってかなり発想が違って行われているのが今

の現状ではないでしょうか。そういうばらつきがそのままになっていて，それで乖離がど

ういう場合に生じたり，あるいは， このケースはこうだということを考察しても余り意味

がないような気がするのです。

○山中部長

その点について，ほかに何かご意見ありますでしょうか。

恐らくその問題は，相関の図でもって1つのプロットが，つまり， 1つのサンプルが学

生でないということにも関連があるかと思うのですが。

○曽我部会長

部会で議論したときに，数年前に， ほとんどがAだとか，余りに厳しくて不合格者が非

常に多い授業というのも見受けられる。それを問題として取り上げて， どうしてなのだろ

うか｡それは改善すべきではないのかという問題関心で，全体としてこのようなテーマが

設定をされてきたという経緯があるとも伺ったのですが，それを同じような感じで, こう
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やって授業を数年間やってこられて，センターとして，そういう問題は解消されてきてい

る成果だとみなすのであれば，そういうことでしょうしjやはり以前と変わらない問題が

あるという認識から出発されているのか，そのあたりの問題関心について言及していただ

かないと，議論のしょうがないところがあると思うのです。

○山中部長

多分， 曽我先生のご意見とも関連すると思うのですが1要するにこういう形で，例えば

今一番問題になっているのは学生の理解度と成績評価の乖離ということなのですが，それ

を観測することで， フィードバックしても授業の改善につながらない， あるいは，つなが

るのかつながらないのかという問題からやるべきだということでしょうか。

○曽我部会長

どう言えばいいのかわからない。つまり， このテーマが数年来設定されているのと同じ

もので理解しているわけですよね。その問題関心の出発点は，学生の理解度が高いのに，

すごく不合格が多いとか，あるいはその逆だという極端な例が比較的多くあった。それで，

それはなぜなのだろうということで出発をしたのだけれども，乖離はあるのはあるという

ことは， きょうの議論でも当然といえば当然であり，むしろ余りにも極端な例というのは

余り見受けられないようにも，今のグラフをずっと見ていても思うのです。

○山中部長

しかし，それが今議論になっているということではないのでしょうか｡ですから，そう

いうところにもしご意見があるなら，それをおつしやっていただければ， またディスカッ

ションの種になるかと思います。

○発言

理解できない。

○山中部長

逆にこちらのほうから言うと，ご意見の意味するところを,理解しかねているのですが。

○発言

私の理解が間違っていなければ，今,先生がおつしやったのは， この3年間なり何年間

かこういうことをしてきた結果，著しく乖離があって，だれが見ても問題であろうという

科目は減ったのかどうなのか， まだそういうものが存在しているのかどうなのかというこ

とを検討して。

○佐川部会長

私も今年度からですので，昨年もこの会合に出ておりませんのでよくわからないのです

が，以前からやってこられた先生からすれば,そういう問題があって, このテーマが取り

上げられるようになったという経緯はあります。そういうことから今回の社会部会の結果

を見ても，著しいというのはなくなってきていると判断していいのではないでしょうかと

いうご意見もあったということなのです｡

もちろん，何らかの想定される回答をセンター側が持っておられるとは思わないのです
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が，問題関心が，実際部会で分析をしなさいと言われていることと，起こっている事象と

の現実に発生している問題との兼ね合いがうまく理解できなくて，それで何かを議論して

くれと言われても， どう議論していいのかわからない。そこで,何らか表面的なことをな

ぞってしまったような報告になってしまって申しわけございませんということです。

○山中部長

実は，私も今年度の途中から参加しているものですから過去のことはよくわからないの

ですが， この乖離が，改善という言葉はいいかどうかわかりませんが，乖離が少なくなっ

たらいいという問題ではないように，少なくともきょうの雰囲気からすると思うのですが，

前から知っておられる先生で，その辺はどうなのですか。乖離が減ってきたという傾向を

お感じになって，それをいいと思うか悪いと思うかについて， どなたかご存じの方いらっ

しやいませんでしょうか。

○羽渕部会長

情報関連部会でも，私はことしからなので今までのことはよくわからないのですが，今

までのデータを見てみると，先ほど説明しましたが，今まで評価として，成績をつけると

きに，授業態度だけで成績をつけているというのは非常に乖離が大きいということで，そ

れは極端な乖離があったということで，その評価方法はやめていただくということをした

ようです。

もう一つは，成績のつけ方として，非常に窓意的な部分があるといった人についても指

導されたという経緯があるのです。そういった部分は理解度との乖離を少し減らしたよう

なというか，情報関連部会では，そういったものを平成16年度ではあったものが平成17年

度では少し改善されたというところはある。それが全体として平均として見ると微々たる

ものかもしれないのですが，個々としては高くなっている部分もあるということです。

○山中部長

あと，ほかにいかがでしょうか。

○佐々木

成績と理解度の問題は，ここ数年来センターで取り上げてきたことなのですが，当初は,

私の覚えている範囲ですと，乖離があるものの中で特に成績が甘い授業が問題だろうとい

うことで，たしか，その洗い出しをやったと思います。理解度がそれほどでもなく，成績

が例えばA+とAしかないとか，そのような授業を多少洗い出して，それに対して対応し

たという覚えがあります。

乖離に関しては， 当初は恐らく，やはり乖離があるというのは問題だろうというところ

から出発したと思うのですが， きょうの議論などを参考にさせていただきますと,その乖

離の持つ意味をもう一度改めて考え直さなくてはならない｡例えば学生の理解度にしても，

当初考えていたこととは異なって，学生の理解度というのは， あくまでも主観的である。

3年ほど前には，そういう議論は余り出てこなかったのです。

確かに，最初からそういう部分を批判的にされていた方もありましたが，今回かなり体
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制的な形で理解度というのが余り客観性を持っていないというのが今回のFDで明らかにな

ったと思うのです。ですから，そういうことも含めて，今後，学生アンケートの項目の見

直しをセンターとしては進めていくべきだと思うのです。

ですから，経緯としましては，今申し上げましたように乖離という部分に対してj 当初

はやはり問題があるだろうと思って進めたわけですが，その乖離の意味自体が， まだ実の

ところ判明していないというのが実情ではないかと思うのです。ですから，場合によって

は,乖離自体がそれほど大きな問題でもないということであってもいいのですが，その結

論は，多分まだ出ていないのではないかというところが実情ではないかと思います。

○山中部長

ありがとうございました。

そういうことがあっても，お聞きしているとだんだんわかってきたのですが，つまり，

成績評価の正当性のほうがテーマとしてあって，それをどこで見るかということで，例え

ば理解度の乖離から出てきたというのがあったと今思いましたが，そうだとすれば，成績

評価について， どこを見れば成績評価が正しくなされているのかということをもうちょっ

と研究して，それで，少なくともコンセンサスが得られた段階でそういうことをやるべき

であろうと思います。

私としては，先ほど申し上げましたように途中から加わったので， これは現象をとにか

く見て，そこから何がわかるか，虚心で考えて何がわかるかということをディスカッショ

ンする会ならいいのかなと思ってここに臨んだのですが， どうもそうではなかったみたい

で，不手際をおわびいたしますが，問題点はかなり明らかになってきたと思います。授業

アンケートのとり方とも関係します。それから，それをどう使うかということも一応関係

しますので，その点は，今センターのほうでいろいろ検討していますので，できるだけ早

い時期に何らかの考え方をお諮りするようにしたいと思っております。

そういうわけで， 当方の不手際で，必ずしも実り多いディスカッションにはならなかっ

たかもしれませんが，時間も大分過ぎましたので，本日のFD報告を閉じさせていただきま

す。

最後に閉会の辞を，副センター長で企画実施部長の佐々木寛司から申し上げます。

○佐々木

本日は， 1時から4時間以上にわたって，皆様に出席していただきましてありがとうご

ざいました｡

今日のFDは2部構成になっておりまして, 1つは推奨授業の受賞式と同時に，受賞され

た先生方の授業に対するいろいろな工夫や努力の一端をご紹介していただきました。受賞

された先生方のユニークな工夫やご努力といったものが，私どもに強く伝わってまいりま

した。

また，後半は各専門部会からのFD報告を取り上げましたが，先ほどの点検評価担当の副

センター長のお話しにもありましたように，時間が短過ぎて十分な報告をいただけなかっ
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たということで， この不備はおわびしたいと思います。

それでも，今回の報告の中で，いろいろな問題が浮かび上がってきたように思われます。

例えば1つは，先ほどから出てきた学生の授業理解度という問題です。 これは，改めても

う一度考え直す必要があるかと思います。

また，学生アンケート項目を検討場合にでも，何らかのコメントを付してこれを考える

必要があるでしょうし， また，予習・復習というのが余りになされていないということが

実態としてわかったわけですが，ただ，それも，実は期末試験の準備時間やレポートの時

間， あるいは健康・スポーツなら散歩の時間も含めて，果たしてこれを学生はどう認識し

ているのかわからないということで， これも改めて項目として使うのであれば， こちらで

何らかのコメントをつけて学生に伝える必要があるということがわかりましたし, また，

今日は, FDでいろいろやっていただいて分かったことは，結局は教養教育の実態把握と，

予測を踏まえての，いわば授業の質の向上と， さらに成續評価の基準化ということが課題

になっているということでした。理解度と成續の問題も含めて，成績評価の基準化という

ことが，やはり大きな課題として今日の議論の中から浮かび上がってきたように思われま

す。

そのためには，授業のガイドラインを設定するとか，成績評価の基準が一定でないとい

うことも今日の議論で随分わかりましたので， この辺のことも改めて再検討する課題にな

ってくるかと思います。

以上のことに加えて， さらに成績評価に関しては，到達目標に照らしてやっていったら

どうかというたいへん貴重なご意見もいただきましたので，今後改めて，センターでも実

態把握をしながら，そこから一体何を我々は受け取って分析し，次につなげていくかとい

うことを検討したいと思います。また，改めて皆さんのご協力をお願いしたいと思います。

どうも，本日はありがとうございました。

○山中部長

では, これで平成18年度の教養教育FD研究会を閉じさせていただきます。どうもご協力

ありがとうございました。
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教養教育FD研究会

平成19年3月27日

平成17年度後学期開講教養授業

実用書式を学ぶ

教育学部齋木久美

本授業の目標

この授業は、いろいろな実用書式について学び、習得した知識や技能を生かして書式に

応じた書き方ができるようになることを目標としている。

授業の目標を達成するために配慮したこと

’ 授業の基本的な時間配分をふまえ、丁寧に書くことに集中させる

整った文字の書き方を身につけ、実用的なものに応用できるようになるには、単に時間

をかければよいのではなく、文字の整え方を学び、効率のよい練習方法を取り入れて書く

ことが大事である。文字を整えて書くという活動に集中させるためには、履修者自身が授

業の流れといった時間配分をつかんで活動に臨むことが必要である｡初回および第2回の

授業はこの点に配慮し授業を行った。

2履修者自身が自分の取り組みを評価していく

ただ書くのではなく書いた結果を履修者自身が評価し、改善していこうという意欲をも

たせないと、継続した取り組みにつながっていかない。小さな変化であっても、それを認

め、次週の取り組みつながるよう、毎時の取り組みをふりかえるような時間を設定するこ

とにした。

授業を進めていく上で工夫したことなど

①履修者の質問や感想に対し、授業者側のコメントを伝えるようにする。

②日常の耆字活動に本授業の取り組みを生かそうというこう意識をもたせる。

③進行状況と計画をつき合わせ、適宜修正する。

実際の授業について

履修者の実態

1 履修者数 教室収容人数89名このうち単位取得者85名

（農学部8名人文学部24名教育学部39名理学部6名工学部8名）

2意欲や技能面の実態
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実技面に関しては多様な実態がうかがえたが､ほとんどの受講生が、手紙や履歴書など

日常必要とされるものをきちんと書けるようになりたいという意欲を持っていることがう

かがえた。

平成17年度後学期の授業の内容

以下の内容を中心にし、基本的には授業開始の10～15分程度を市販のペン字帳に取り組

む時間、終わりの10～15分を小テストと授業の感想を丁寧に書く時間を設定して進めた。

第1回はじめに（硬筆書写の基本と本授業の進め方）

第2～3回用具の取り扱いについて履歴書の書き方

第4～5回書体について基本的な行書の書き方

第6～7回速耆と写経

第8回 手紙文の書き出し（時候のあいさつ）

第9回 はがきや手紙の表書き

第10回 芳名録の書き方

第11回 年賀状や手書きのカード

第12~13回目録や掲示物の書き方

第14回試験（目録を書く）

第15回おわりに（授業での取り組みをふりかえる）

授業を終えて

意欲的に取り組む履修生ばかりで、非常にやりやすかった。

実際には限られた時間であるから、十分な技能を身につけるのはむずかしいが、本授業

をきっかけとして、履修生が今後様々な書式に触れる際、それに適した書体や文字の大き

さなどを考えて整えて書くことを実践してほしいと願っている。ふりかえってみると、そ

の手ごたえを感じた授業であった。

今後の課題 一教養の授業としてめざしたいこと－

本授業では、手書き文字を通して､実用書式の書き方を中心にしたが､教養教育の目的

「豊かな人間性を酒養し、人間や自然との共生および学問と社会との開かれた関係を築き

うる能力を育成すること」をふまえるならば、活字や印字された文字についても触れるよ

うにし、 「社会生活と文字」 といった広い視点で捉え、考えさせるような場面を作っていき

たいと考えている。今後の課題である6
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授業の工夫2007/3/27

｢こころの科学」

黒田浩司人文学部

K5010/K5210人間と心

I.はじめに． ・ ・ ・特に何か目新しいことをしているわけではない

目新しい工夫をしたくてもできない。いつも大人数で大教室（いつも150～300名）なので。2006

年度は珍しく130名ほどで、教室にも余裕があった。

パワーポイントを使っても見えないらしい、ディスカッションもコントロールできない、小テスト

や感想を書かせるのも大変

本当は50人程度でゆったりといろいろな機器を使ったり､ディスカッションさせたりしたいのであ

るが。 ・ ・ ・ ．

Ⅱ． この講義の際に大切にしていること

(1） 歪められている｢心理学という学問のイメージ｣を、正しいものにすること。

①雑誌やテレビの心理ゲームのイメージ

②プロファイリングや犯罪心理学のイメージ

③カウンセリング･臨床心理士のイメージ

「心理学」を身近な実例を通して知ってもらうこと。

①受講生が今まで知らなかった領域の心理学を知ってもらう

②ただ知るだけでなく、身近な例から考察し、実験・実習を通して知る

③学んだことを他者に伝えることができ、社会に貢献できる可能性を与える。

(2）

Ⅲ工夫のいろいろ

(a) 大量の板書とノートをとらなければいけない学生

期末試験は『直筆のノートのみ持ち込み可』

ノートをとらざるを得ない状況に→板書させ試験前に復習させることで学習を促進

学生の関心が多いテーマを盛り込む

性格、心理テスト、カウンセリング、縛申障害、摂食障害、ひきこもり、など、学生の関心が

高いテーマをなるべく盛り込む。

ガイダンスの際に「どのような講義内容を期待するか？」を書いてもらい市場調査

犯罪心理などについても一応は触れる＝＞偏見・先入観を是正するように

膨大な酉肺資料

資料はなるべく視覚に訴えるものを多く用意し、配布する。

見やすいように大きな判で、通し番号をつけて。 この授業ではB4判で39枚6

(b)

(c)
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基礎から身近な事例へ、そして自己･社会を今までと異なった視点で展望する。

基礎的概念やオリジナルの研究は重要。それを身近な現象に広げ、心理学の観点から自己や社

会を再検討することを促す6

〔例：学習心理学の場合〕

●古典的条件付けの角蹴

●身近な条件付けの例（ペットの行動、嫌悪・恐怖の条件付け、虐待児の話、など）

●自己や社会現象を再検討(学習性無力感、 うつ･無気力者の認知、PI'SD状態、など）

＊道具的条件付けや効果的な学習に関する研究でも同様の展開を。

実験･実習

なるべく多くのことを教室の中で実践する。実際に体験してみることを通して理解し、考察を

深める。

〔実施した実験･実習の数々〕

◆知覚：盲点、錯覚（幾何学的錯視)、図時反転図形､多義図形

◆心理テスト①：エゴグラム（質問紙法）

◆心理テスト②：バウムテスト （投影法） →臨床事例の紹介

◆この授業では実施しなかったが、記憶や思考の実験実習を

心理学を学び､社会に貢献する

これは今年度さらに工夫をしたもの。糊申障害（統合失調症）に関する心理教育を授業の中で

行い、 さらにそれを自分の身近な人に広めて、それをレポートにまとめることを求めた。

＜1>統合失調症の心理教育の資料を印刷して酉日布、 目を通す

く2>統合失調症の家族の心理教育のためにビデオを見る。心理学の授業内容と対応させ、

理解を深めることができるように、識而の方で補足説明する。

＜3>身近な人（授業をとっているとったことがある人以外） 3人に資料を読んでもらい、

質問（わからないこと）や感想を聞いてくる。

＜4>これらの内容をまとめてレポートにまとめて提出する。 自身の考えたことや感想も含

める

＊この謝證は成績評価の30％を占める。レポートが問題なく提出されていれば30点は榴呆

される。

この謝誼は思いのほか学生に好評b精神障害に関する調騨と偏見を解き、正しい知識を広める

ことに貢献したことが自己評価を高めることに貢献しているかもしれない。

(d)

(e)

(f)

W.謝證:できていないこと、ほとんどできていないこと

予習、復習を促進させること

受講生の意見の発表、ディスカッションをさせ、コメント返すこと

効果的なプレゼンテーションの活用
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微分積分入門／微分積分基礎

千葉康生

大学教育センター（理系基礎教育部）

27/03/07

1授業の内容

1.1方法

微分積分の基礎テスト （プレースメントテスト） ：工学部新入生対象

履修者：上記テストの下位約50名を1クラスとする （平成17年度は1クラス, 18年度は2
クラス）

・週2回授業（前半15回が「微分積分入門」 ’後半15回が「微分積分基礎｣）

･教材は大学教育センター理系基礎教育部が独自に開発

･終了時には通常の学生の学力レベルに追いつくようにする

oEラーニングを使って復習を（強制的に）させる

12授業のねらい及び到達目標

｢微分積分入門」

ねらい:高等学校で学んだ初等関数･微分･積分について,それらに関する初歩的な計算や意
味を再確認し，この科目に続く 「微分積分基礎」において必要な計算力・論理的思考力・記述

力・主体的に学習できる能力を身につける．

到達目標：

(a) 初等関数・微分・積分の初歩的な計算が的確に出来る．

(b) 初等関数・微分・積分の本質的な意味を理解することが出来る．

(c) (a)(b)の過程で的確な論理的思考・主体的な学習が出来る．

概要：三角関数・指数関数・対数関数の定義や有効性を確認し，それらの基本的な性質を習得

させる．また,微分・積分に関する本質的意味や有効性を確認し，それらの基本的な計算を習得
させる．

｢微分積分基礎」

ねらい：工学を学ぶ上で必要とされる微分積分の基礎事項について，その意味の理解と必要な
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計算力を得る． さらに，その基礎事項を簡単な現象の分析に活用できる能力を身につける

到達目標：

(a) 微分・積分の基礎的な計算が的確に出来る．

(b) 微分・積分の基礎的な定理の意味を理解することが出来る．

(c) 簡単な物理現象の分析を、微分・積分を使って出来る

概要：前半で学んだ微分・積分の初歩的な内容が習得できていることを前提として,合成関数

の微分,置換積分,逆関数の微分,ﾃｲﾗｰ展開などの微分･積分の基本公式を解説し,それら

が使えるようにする．また,簡単な物理現象の分析も行う．

1.3授業および自習の流れ

・復習小テスト （前回の復習． 10分程度.マーク式問題はEラーニング教材に準ずる． ）

･講義

。 （講義外)自習用の問題をRENANDI上で解く （毎回簡単な計算4間程度）

。 （講義外)全15回の授業のうち,3，4回程度論述式の宿題を課す．

2学生アンケートの意見

。ほとんどの学生が下位クラスに入れられることに抵抗感がない．むしろ自分にとってよ

かったと思っている （週2回も授業があるのに！ ） ．

oEラーニング教材は各講義に分かれており，どこに何があるか復習しやすいのがメリット

o論述宿題の評判は悪い． しかし,今年度は肯定的な意見も多々あった．

3結果

平成17年度（1クラス約50名）

． 「微分積分の基礎テスト」の平均点

8月

79.3点

85.8点

4月

46.9点

80.7点

入門クラス

通常クラス

この授業を履修して、全体としてよかったですか→大変よかった

入門クラス 59％

通常クラス16％

あなたはこの授業を友人や後輩等に受講することを薦めますか→薦める

入門クラス 66％

通常クラス 26％
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平成18年度（2クラス計約100名）

． 「微分積分の基礎テスト」の平均点

4月

47.5点

76.1点

8月

72.0点

80.6点

入門クラス

通常クラス

4意識していること

計算のテクニックとは関係のないこと．高校の復習？小学校の復習？数学とは？

o指数関数の話から数字について…2汀とは？汀とは？数字とは？

o三角関数の話から面積について…定義から得られる証明の矛盾について．円の面積はな

ぜ汀×(半径)×(半径）？

・微分の定義の話から微分方程式について…世の中の現象を方程式で記述

参考文献

[1］ 理系基礎教育(教養科目)の充実に向けて,茨城大学大学教育研究開発センター(理系基礎
教育部),報告書,2005年9月．

[2］ 理系基礎教育(教養科目)の充実に向けて資料編一微分積分学の初年次教育一,茨城大学
大学教育研究開発センター(理系基礎教育部),報告書2006年2月．

(3) 榊原暢久・栗原和美・曽我日出夫・千葉康生・藤原高徳・堀内利郎, “理系基礎教育の充

実に向けての試み～茨城大学における「1変数微分積分」パイロット授業～",nansac-

tionsofMathematicalEducationfOrCollegeandUniversityl3(2006),JapanSociety

ofMathematicalEducation,DivisionfbrCollegeandUniversity,pp.41-52.

[4］ 理系基礎教育(教養科目)の充実に向けてII)茨城大学大学教育センター(理系基礎教育部),
報告書2007年1月.
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人文科目の点検評価

人文系基礎教育専門部会長堀口育男

ここで行う点検評価作業は、平成17年度に開講された人文の分野の科目について、特

に｢成績評価方法｣と「クラスサイズ｣､ 「学生アンケート｣に基づく｢理解度｣、及び｢予習・

復習｣の時間と実際の成績との相関関係について、大教センターで作成したデータベース

に基づいて分析・検討するものである。なお、平成17年度に開講された人文の分野の授

業は、全部で66本であり、すべての授業で学生アンケートが実施された。

1、クラスサイズと成績評価方法との関係について

本章では、人文の分野の授業におけるクラスサイズと成績評価の方法とに何らかの関

係が見出せるか、 という視点から検討する。

表1はクラスサイズと成績評価の方法についてまとめたものである。

表1

クラスサイズは、 1 ：29人以下（小規模クラス)、 2 ：30人以上49人以下（中規模小

さめ)、 3 ： 50人以上79人以下（中規模大きめ)、 4 ：80人以上（大規模クラス） とい

うふうに4区分する。

成績評価方法は、シラバスの記載にもとづいて次のように区分する。

1 ：期末試験と何らかの小テスト、レポート等の組み合わせによる成績評価

2 ：期末試験のみでの成績評価

3 ：期末試験は行われず、 レポートで成績評価が行われているもの。 レポートと小テ

スト等との組み合わせによるものやレポートのみによるものが、 これに区分され

る。

4 ：毎回の授業での状況のみによって成績評価が行われるもの。期末試験もレポート

も行われていないものが、ここに区分される。

5 ：シラバスに成績評価方法の記載がないもの。

まず、全体の状況について把握しておきたい。
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クラスサイズは、全66本のうち、小規模クラスが5本（7.6％)、中規模小さめクラス

が11本(16.7％)､中規模大きめクラスが23本(34.8％)､大規模クラスが27本(40.9％)、

となっており、中規模大きめクラスと大規模クラスを併せると全体の75.8％を占める。

なお、全体の平均クラスサイズは79．8人である。

一方、成績評価方法についてみると、最も多いのが評価方法3で29本（43.9％)、次

が評価方法1で26本（39.4％）更にその次が評価方法2で10本（15.2％）である。評

価方法4は1本(1.5％）のみであった。またぐ評価方法5に該当したものは1本もなか

った。以上から、人文科目においては、評価方法3と評価方法1が主流をなし、それに

比べればやや少ないものの、評価方法2が一定程度存在する、 と概括することができる

であろう。

なお、評価方法4に分類されている1本は、 「芸術（合唱） 」の授業であり、合唱の実

技を内容としている。シラバスには、 「評価方法｣について｢授業への貢献度、授業態度、

発表｣で評価するとしており、 「発表｣は｢アンサンブルの演奏会形式｣とある。その授業の

特性に基づいて、このような評価方法をとっているものと理解できる。 「発表｣を｢実技試

験｣と理解すれば、評価方法1に分類するのが適当だったかもしれない。

では、 これを、クラスサイズと成績評価方法との相関という観点から見るとどうなる

であろうか。

まず、小規模クラスでは、 5本中3本（60.0％）が評価方法3をとっており、残りの2

本は、評価方法1と評価方法2とが各1本ずつ（各20.0％） となっている。評価方法4

をとるものはない。中規模小さめクラスでは、評価方法3が11本中8本（72.7％） と大

半を占め、評価方法1をとるものが2本（18.2％)、評価方法4が1本(9.1％)となってお

り、評価方法2をとるものはない。中規模大きめのクラスでは、 23本中、評価方法1を

とるものが9本（39.1％)、評価方法3が8本（34.8％） と伯仲し、これに評価方法2が

6本（26.1％）で続いている。評価方法4をとるものはない。大規模クラスでは、評価方

法1が14本（51.9％） と過半を占めて最も多く、次いで評価方法3が10本（37.0％)、

更に評価方法2が3本（11.1％） となっている。評価方法4をとるものはない。

常識的に考えると、成績評価方法の4類型のうち、最も手間がかからないのは評価方

法2であると思われる。成績評価に関するデータを1回で集められ、かつ、それのみを

対象に成績評価をすればよいからである。また、 レポートと比べた場合、一般的には、

試験の答案の方がレポートより分量的に少ないのが普通であり、1人あたりの採点時間も

少なくてすむと思われる。一方、評価方法1， 3， 4については、 3つのうち、どれが手

間がかかるかということは、一概には言えないと思われるが（小レポート・小テスト等

の形式、頻度などをもう少しきめ細かく区分し分析する必要があるであろう｡）少なくと

も、評価方法2よりは、労力が大きいと見てよいであろう。 とすると、 クラスサイズが

大きくなるほど評価方法2をとる授業が多くな叺逆にクラスサイズが小さいと評価方

法4をとる授業がふえるのではないかと予想される。では、実際の調査結果から、その
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ような傾向が読み取れるであろうか。

実際のデータから読み取れることをまとめるとすれば、

1．小規模クラスと中規模小さめクラスでは、評価方法3の比率が際立って高い。

2． 中規模大きめクラスでは、評価方法1をとるものが最多となり、評価方法3は2位

となる。大規模クラスでは､この傾向は更に顕著になる。

3．評価方法2をとるものの比率は、中規模大きめクラスで最も多く、大規模クラスで

これに次く、が、評価方法1や評価方法3に比べれば、少数である。

といったことになろう。 したがって、全体としては、比較的少人数クラスの場合、 レポ

ートが多く、比較的大人数クラスになると、 「期末試験」 （単独、小レポート ・小テスト

併用含む）が多くなる、 という傾向は指摘できると思われる。ただし、 「期末試験のみ」

の比率は中規模大きめクラスよりも大規模クラスの方で低くなっており、単純ではない。

しかし、比較的大人数のクラスにおいても、大部分（大規模クラスでは9割近く）が、

期末試験のみによるのではない評価を行っていることは、高く評価してよいことであろ

う。

なお、この調査データに関して、若干、問題提起として付言しておきたいことがある。

その1つは、成績評価方法の区分のことである。すなわち、成績評価方法3には、 ｢レポ

ートと小テスト等との組み合わせによるもの｣と「レポートのみによるもの｣が含まれて

いるが、 この二つは、区別して分析する必要があるのではなかろうか。

付言したいことの第2は、人文科目の場合、内容が（たとえば、語学系の授業に比べ

て）極めて多様多彩なことを特徴としており、 このため、その内容の特性に応じた評価

方法で評価することが必要であるということである。実際、担当教員の多くは、 自分の

担当する授業の内容や教育理念に基づいて、それに最もふさわしい評価方法を採用して

いるのであり、同じ人文科目だからといって、安易な画一化を図るのは望ましいことで

はないと思われる。

2，学生アンケート結果と成績評価方法との関係について

本章では、成績評価方法の違いによって、学生アンケート結果との間に違いがあるか

どうかについて、散布図をもとに検討する。

図1～3は、成績評価方法の1～3類型（前章参照）によって、学生の授業の理解度

と成績評価の平均値との分布にどのような関係があるかを示したものである。 （評価方法

4は事例が1点しかないため、図は作成されていない｡）

X軸の「理解度」は、 1 ： 「全く分からなかった｣、 2 ： 「よく分からなかった｣、 3 ： 「普

通｣、 4 ： 「よく分かった｣、 5 ： ｢大変よく分かった」であり、Y軸の「成績平均点」は、

1 : ｢D」及び「E｣、 2 : ｢C｣、 3 : ｢B｣、 4 : ｢A｣、 5& ｢A+」である。

なお、直線は、最小二乗法による線形近似である。評価方法1～3について、図をく

らべてみると、いずれも似た傾向の分布を示しているといえる。若干の差ではあるが、
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評価方法1の線形近似の直線の傾きが係数1に最も近いということが指摘でき、従って

｢学生の理解度｣と｢教員の評価｣とが、最も一致している、 ということができる。また、

ばらつきは評価方法2が最も大きいようである。

さて、以上のことから、図1～3によって読み取れることとしては、成績評価方法1

は、最も｢学生の理解度｣と｢教員の評価｣との相関性が高い、 ということである。 したが

って、成績評価方法としては、できうる限り、期末テストのみでなく、小テスト、小レ

ポートなどを加え、複数の成績評価手段を用いるのが望ましい、 と一応考えられる。 し

かし、その差異は極めて僅かであり、 これだけから結論を出すのは、かなり慎重にする

べきであるとも思われる。 （評価方法2は事例が評価方法1や評価方法3に比べて著しく

少ない点にも注意する必要があると思われる｡）

なお、図1～3において、特に注目したいのは、ばらつきがあるとはいえ、価をしめ

す点の大半が、ほぼ右上の4分の1の範囲に集まっていることである。逆に､左下2.5×

2.5以下の範囲には、値の点が全く見られない。このことは、人文の分野の大部分の授業

において、学生の理解度は一定水準以上であり、成續評価もそれに対応して、全体とし

て、かなり高水準にある、 ということを示すものであり、このことは、特筆するに価す

ると思われる。

3，成績評価方法の違いによる学生アンケート結果と実際の成績分布との関係

図4～6は、成績評価方法1～4のそれぞれについて、学生アンケート結果と実際の

成績分布との関係について作図したものである。数値は、各成績評価方法ごとの実数（成

績がついた学生の数）を総数（成績がついた学生の総数）で除したものである。

図のX軸において、学生アンケートの場合、 「1｣は｢大変良く分かった｣、 「2｣は｢よく分

かった｣、 「3｣は｢普通｣、 「4｣は｢よく分からなかった｣、 「5｣は｢全く分からなかった｣であ

り、成績の場合、 「1｣は｢A+｣、 「2｣は｢A｣、 「3｣は｢B｣、 「4｣は｢C｣、 「5｣は｢D｣と｢E｣であ

る。

図4～6について、まず、理解度について見てみると、図4と図6とは非常によく似

た傾向を示しているといえるであろう。即ち、理解度3が最高値で40％半ばを占め、こ

れに理解度2が30％半ばで続き、この2つで75％から80％近くを占めている。図5は最

高値が理解度3で40％代前半であるという点は、図4，図6と同じであるが、理解度2

が20％代後半で、図4、図6よりやや低い点が異なっている。

一方、成績について見てみると、やはり、図4と図6が非常によく似た傾向を示して

いる。即ち、成績2が30％代半ばから40％近くで最高値を占め、成績3が20％半ばか

ら30％近くで、これに続いており、この2つでほぼ60％を占めている。図5は最高値が

2(34％)で、これに1(32％)が続いており､ 3 （22％）がく、っと少なくなっている点、図

4、図6と顕著な違いがある。すなわち、成績上位者の比率が高くなっている。しかし、

理解度の比率は、それに対応した形になっていない。
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図4、図6からは、成績評価方法1， 3においては、成績上位者(A・A+)の比率と

理解度｢高」 （4． 5）の比率はかなり近いが、成績中位者(B)は理解度｢中」 (3)をか

なり上回っている、 ということが読み取れる。

図5からは､成績評価方法2において、成績上位者(A･A+)の比率が理解度｢高」 (4･

5）の比率に比べて、著しく高くなっていることが読み取れる。すなわち、成績が甘く

なっている可能性がある。

なお、人文科目のFD研究会においては、 「例えば、レポートを課す場合、学生個々人の

努力ということも評価の内容に入るのであり、 よく調べて書かれたレポートは当然高く評

価される。従って、学生アンケートの理解度の結果（学生の自己判断） と教員の成績評価

（試験・レポートの総合成績） とを過度に関連付けようとするのは、分析方法として問題

があるのではないか｡」 といった意見や、 「学生の理解度の分布と成績評価の分布が乖離し

ている場合、 これが問題視されているが、 これは統計的に誤ったやり方である。成績評価

の妥当性の基準を学生の理解度自己評定に求めているつもりであろうが、それが妥当性の

基準になるならば成績評価をする必要はなくなるのではないか｡ 」という意見も出された。

そもそも、学生アンケートにおける自らの理解度と成績評価とに相関関係があるべきか否

か、 という根本の点を再確認しておく必要もあるのではなかろうか。

4，予習・復習の時間と成績

図7は、人文科目における予習・復習の時間と成績との関係を表したものである。

予習・復習時間は、学生アンケートによって、 1 ：2時間以上、 2 ： 1~2時間、 3：30分

～1時間、 4， 30分未満、 5 ：まったくしなかった、 とする。成績のほうは、 1 :A+、

2 :A、 3 :B、 4 :C、 5 :DとEである。

これを見ると、人文科目の場合、まったく予習・復習をしない学生の比率が60％代半

ばに達しており、これに30分未満が10％代後半であるから、この2つをあわせると80％

以上になる。この結果からは、学生に十分時間をかけて予習・復習させるような授業を

工夫するということは、人文科目の大きな課題であるように思われる。

ただしこれについて、 FD研究会で提起された問題として次の二点に留意して置きた

い。ひとつは、 ここでいう 「予習・復習」に学期中の課題や小レポート作成の時間がふ

くまれているか、 ということである。学生はそのような時間を「予習・復習」 と認識し

て回答しているのか、ということを確認しておく必要があると思われる。もうひとつは、

一般に人文科目の場合、理系科目とは違い、毎回、予習・復習をするというよりも、学

期末の試験やレポート作成のために集中的に自分での学習をする傾向が強いと思われる

ことである。 しかも、 これはアンケート回収時期とも関係で、アンケート結果に現れな

いと思われる。この点は、人文科目の特性として理解してもよいのではなかろうか。
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教養分野別科目／社会の分野の点検評価

社会系基礎教育専門部会

田中泉（人文学部）

ここでは，平成17年度の前期・後期に開講された社会の分野に属する科目について，

大学教育センターが学生アンケートおよび成績評価のデータに基づいて作成した幾つかの

図表を分析し，社会科学分野の特性を考慮しつつ注釈を加える。大学教育センターが作成

した図表は,大学教育センターによって作成された図表は,クラスサイズ,学生の理解度，

実際の成績分布が成績評価方法と如何なる関係があるのか，学生の授業に対する予習復習

と実際の成績との間には相関関係があるのか， という問題意識に基づいて，平成17年度

前期/後期に開講された教養分野別科目／社会の分野に属する61本の実際の成績のデータ，

学生アンケート実施科目 （61本） とシラバスに成績評価方法が記載されている科目 （61

本）のデータに基づいて作成されている。 したがって，以下ではこのような問題意識を踏

まえて，図表から読み取れる傾向や問題点などについて社会科学分野からの検討を試みる

ことにする。

（1）クラスサイズと成績評価方法との関係

表1 「クラスサイズと成績評価方法」では，成績評価方法をシラバスの記載内容に基づ

いて以下のように5つに分類している。

①：期末試験と何らかの小テスト， レポート等の組み合わせによる成績評価。

②：期末試験のみでの成績評価。

③：期末試験は行われず， レポートで成績評価が行われているもの。レポートと小テス

トの組み合わせによるもの， あるいはレポートのみによるものを含む。

④：毎回の授業での状況のみによって成績評価が行われるもの。期末試験もレポートも

行われていないもの。

⑤：シラバスに成績評価方法の記載のないもの。

社会科目ではシラバスに成績評価方法の記載のない1本を除くすべての授業（60本）にお

いて期末試験かあるいはレポートが課されており，そのうち，期末試験が行われている割

合は9割を超えている（56本)。 さらに，期末試験が行われている56本の中で，期末試

験のみで成績評価が行われているケース②はむしろ少数派（18本）であり，何らかの小テ

スト， レポート等と組み合わされているケース①が7割近く （38本）を占めている。

社会科目ではクラスサイズが大きい（受講生80人以上）授業が全体の半数以上（33本）

を占めているが， これらの授業でも期末試験以外に何らかの小テストかレポートを組み合

わせて成績評価を行っているケース①の割合が7割を越えている（24本)。クラスサイズ

が極端に大きい場合には，学生とのコミュニケーションによるモチベーションの向上や頻

繁なミニテストの実施による学生の理解度・到達度の確認には非常に大きな労力が必要と

されるが，社会科目ではクラスサイズが大きい場合でも担当教員が手間を!'昔しまずにきめ

細やかな指導を行おうと努力している姿が垣間見られる。

成績評価が期末試験のみで行われているケース②(18本）のうち半数が受講生の数が
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50人未満の比較的クラスサイズの小さい授業（9本）である。この結果が， クラスサイズ

が小さい授業では小テスト等を行わなくても通常の授業の中で学生の理解度・到達度を把

握しやすいことを反映しているのか， あるいは，学生の理解度・到達度に配盧しない授業

であるから受講生が少ないことを意味しているのか，俄には判断しがたい。これらの授業

に対する学生アンケート結果を個別に調べてみても，学生の満足度，理解度，向上度が比

較的高い授業と比較的低い授業が混在しているのである。

（2）学生アンケート結果と成績評価との間の成績評価方法別対応関係

図1と図2は各授業における学生の理解度（最高点5点）の平均値と成績評価点（最高

点5点）の平均値との対応関係を散布図で表したものである。図1は成績評価方法①（期

末試験と小テスト等の組み合わせによる評価）を採用しているクラス，図2は成績評価方

法②（期末試験のみによる評価）を採用しているクラスの集計結果である。その他の成績

評価方法についてはサンプル数が少ないので省略した。図の直線（線形回帰直線）の傾き

が45度に近いほど「学生の理解度」 と 「教員の評価」が一致していることを意味し，傾

きがマイナスであれば教員の評価方法に何らかの問題がある可能性を示唆していると解釈

できる。

いずれの成績評価方法についても全体としては学生の理解度と教員の評価の間には緩や

かな正の相関関係があり，教員の評価方法全体に深刻な問題点がある可能性は小さい。ま

た,評価方法を比較すると,期末試験以外に小テストやレポートを課す評価方法①の方が，

期末試験のみによる評価方法②よりも「学生の理解度」 と 「教員の評価」の一致度が高い

ように思われる。学生アンケートは期末試験前に実施されるため，期末試験のみによる評

価方法を採用している授業では，アンケート実施時における学生の理解度が学生自身の主

観に大きく左右されるが，期末試験以外に小テストやレポートが課されている授業では，

学生側にも自己の理解度を客観的に確認できる機会がある程度与えられているからである

と推測される。

各授業における学生の理解度の平均値に関して成績評価方法別にさらに平均値を計算す

ると，いずれの評価方法でもその値は3．0であり，ほとんど差がない6 ところが，各授業

における教員の評価点の平均値に関して成績評価方法別にさらに平均値を計算すると，期

末試験のみによる評価方法②の場合（平均値2.4）よりも期末試験以外に小テストやレポ

ートを課す評価方法①の場合（平均値2.7）の方が高い。やや強引な解釈であるが，学生

の理解度は評価方法の違いによって大きな差は生じないが，教員の評価は期末試験のみの

場合よりも，小テストやレポートを併用する場合の方が若干甘めになる傾向がある。この

ことは，学生が与えられた小テストやレポート:などの課題に真面目に取り組めば，教員か

らプラスに評価されることを反映しているのかもしれない。

（3）学生アンケート結果と実際の成績分布との間の成績評価方法別対応関係

図3と図4は各授業における学生の理解度の分布と実際の成績分布との対応関係を成績

評価方法ごとにグラフ化したものである｡横軸のポイント （数字）は，学生の理解度の場

合には， 1 ：大変よく分かった， 2：よく分かった， 3：普通，4：よく分からなかった， 5：

全く分からなかった， にそれぞれ対応しており，成績の場合には, 1 :A+, 2:A, 3:B,
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4:C, ,5:DあるいはE,をそれぞれ表している。学生の理解度および成績に関して上述

のそれぞれのポイントが占める割合を算出して， さらに各授業で採用されている成績評価

方法ごとに単純平均した結果が図の折れ線グラフである。図3は成績評価方法①（期末試

験と小テスト等の組み合わせによる評価）を採用しているクラス，図4は成績評価方法②

（期末試験のみによる評価）を採用しているクラスの集計結果である。その他の成績評価

方法についてはサンプル数が少ないので省略した。

いずれの成績評価方法においても学生の理解度の分布はほぼ同一の釣り鐘型であり，理

解度は「3：普通」 と回答した学生がほぼ5割を占めている。学生の理解度の分布に関し

ては成績評価方法の違いによる差は認められない｡実際の成績の分布に関しては, ｢2:A」

と 「5:DあるいはE」の占める割合が比較的高いという点がいずれの成績評価方法にも

共通しており，成績評価A, B, Cのパーセンテージには成績評価方法によって大きな差

は見られない。 ところが，最高位の成績A+の占める割合は評価方法①（期末試験と小テ

スト等の組み合わせによる評価）の方が成績評価方法②（期末試験のみによる評価） より

も高く，逆に最低位の成績DあるいはEの占める割合は成績評価方法①よりも成績評価方

法②の方が高い。 この結果は，教員の評価は期末試験のみの場合よりも，小テストやレポ

ートを併用する場合の方が若干甘めになる傾向があるという前節の推論と整合的である。

また，分析目的からは少々はずれるが， この分布表から観察される興味深い点は，いず

れの成績評価方法においても，成績分布は双峰型に近く，成績のよい者と成績の悪い者と

の2分化が進展している可能性があるということである。この原因が社会に対する関心度

の相違に基づくものか，大学における専門・専攻の違いに基づくものか， あるいは，高校

段階における履修科目の相違に基づくものかは早急には判断できない。 しかし，今後の社

会分野における教養授業科目の在り方を考えていく上で,重要な論点になる可能性がある。

（4） 学生の授業に対する予習・復習と実際の成績との対応関係

図5は学生が予習・復習に費やしている時間の分布と実際の成績の分布の対応関係を表

したグラフである。横軸のポイント （数値）は，成績に関しては図3および図4と同一の

内容を表しており，予習復習時間に関しては， 1 ：2時間以上， 2： 1～2時間， 3：30分～

1時間， 4：30分未満， 5：まったくしなかった，にそれぞれ対応している。成績，および

予習復習時間ぞれに関して,各授業ごとにポイント1～5までのパーセンテージを算出し，

さらに全授業に関して単純平均した結果が図の折れ線グラフである。

一般的に言えば，予習復習時間が少ないのに成績が極めてよい場合や予習復習時間が多

いにもかかわらず成績が極めて悪い場合が過剰に発生している授業においては，授業内容

や試験などの成績評価方法が学生のレベルに対応していない可能性があることは否めない。

図5は個々の学生の予習復習時間と成績の対応を表しているものではなく，個々の授業に

おける学生の予習復習時間の分布と成績分布の対応を表しているものでもないので，その

評価は慎重に行わなければならない。

まず，図5からすぐに分かることは，全く予習復習をしていない学生の割合が平均的に

見て6割に近く， 1時間以上を予習復習に費やしている学生の割合は1割程度しか存在し

ないということである。 したがって，最低位の成績（ポイント5:DあるいはE)が占め

る割合が高いのは当然であると解釈することもできよう。むしろ，予習復習時間の短さに
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比べて成績が比較的よい者（ポイント2:A)の割合が高すぎるのではないかという批判

もあり得る。ただし， この点に関してはいくつかの反論も考えられる。まず，授業担当教

員が受講生に対する相対評価に基づいて成績評価を行っている可能性があるということで

ある。成績のよい者，あるいは悪い者のどちらか一方の割合が極端に高いことは望ましく

ないと考えられる場合には，受講生のある一定割合は評価点A+あるいはAがを与えられ

ることになる。また，社会科学の初歩的な学習の場合には「新聞を読む｣, ｢TV等のニュ

ース解説番組を視聴する」 ということが，予習・復習と同等の効果を持つことがあり得る

が,これらの時間が予習復習時間として認識されていない可能性もあるということである。

しかし，期末試験以外に何らかの小テストやレポートを課すことで学生の自主的な学習

を促す努力をしている教員が多いにもかかわらず，学生アンケートでの予習・復習時間に

その結果が反映されていないという事実は，今後の社会分野における教養授業科目の在り

方を考えていく上で重要な課題を提示しているということは否定できない。
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(図4）

戎績目平1面方法2の場合C P』

(図5）
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2007.3.27

平成17年度実施の自然系教養科目の点検評価について

自然系基礎教育専門部会

1．理解度のアンケート結果と成績評価について

成績評価方法を次の3つに分類する。

ｊ
ｊ
ｊ

ｌ
２
３

期末試験と何らかの小テスト、レポート等の組み合わせで評価
学期末試験で評価

評価方法が不明

下図の左が評価方法1）の場合､右が評価方法2)の場合である。理解度は､大変よく分かった
5点、よく分かった：4点、普通：3点､よく分からなかった：2点、全く分からなかった: 1
点の回答数による加重平均である。成績は、A+:5点、A:4点、 B: 3点、 C: 2点、DI
1点、 E: 0点の回答数による加重平均である。

評価方法1）と2)の両方とも理解度と成績の相関はほとんど見られない(それぞれの相関係
数は、 0． 169および0.049)。

理解度と成績の相関とは違う問題であるが、科目全体の理解度の平均は｢普通(3)｣を下回る
2． 8程度であり、全体傾向としてやや低すぎるように思われる。

また、授業個別には、理解度の点数が2前後の極めて低い授業が存在することや、理解度と
無関係に成績の平均が極めて高い（または低い）授業が存在することは、かなり問題があると
言えるだろう。

しかし、アンケートの理解度と成績評価の相関を強く求めることについては、次の理由から
不適当と考えられる。
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①現在の授業アンケートの理解度調査は、学生の主観的なものであり、この数値から教育効
果としての理解度を正確に知ることはできない

②成績評価が理解度と相関することが強く望まれるのは、教育効果としての理解度である

上述の成績評価方法1）および2)のそれぞれについて、理解度のアンケート結果を、 5 ：大
変よく分かった、 4 ：よく分かった、 3 ：普通、 2 ：よく分からなかった、 1 ：全く分からな
かった、成績を、 5 :A+， 4 :A、 3 :B、 2 :C、 1 :D、 0 :Eと 「欠」 と 「止」の合

計、の区分ごとにパーセンテージを算出し、平均すると下図のようになる。

理解度分布成績分布
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まず全体的なこととして、理解度の分布は概ね正規分布に近いものになっているのに対して、

成績の分布は、Dや｢E、欠、止｣の合計の比率が大きくなっている。このような傾向の背後に

は、何か根本的な検討すべき問題があるように思えるが、今回のアンケート結果のみからはこ

れ以上を行うことは難しい。

成績評価方法1） （期末試験と小テスト等の組み合わせ）は、成績評価方法2） （学期末試験

のみ）に比べて、成績の分布においては、B、Cの比率の合計を約5％押し下げ、A+とAの

比率の合計を約6％押し上げている。そして「E+欠十止」の比率の合計を約3%下げ、 Dの

比率を約2％上げている。一方、学生アンケートの理解度の分布においては、逆に、 「よく分

かった」 「普通」の比率の合計を約5％押し下げ、よく分からなかった」 「まったくわからなか

った」の比率の合計を約7％押し上げている。すなわち、小テストやレポート等を組み合わせ

ることで成績の下位グループが減少したと考えられる一方､理解度は逆に悪くなっているので

ある。

この現象は、第2節で述べた｢現在の授業アンケートの理解度調査は、学生の主観的なもの

であり、 この数値から教育効果としての理解度を正確に知ることはできない｣こと想起すると

うなずける。 「小テスト｣、 「レポート」等を組み合わせることによって、学生に対して履修中

の授業を自分が理解しているか否かの認識を正確化するとともに、自己学習を促して教育効果

としての理解度が向上し、成績の下位グループが減少したと思われる｡

2．予習・復習と成績評価の関係について

予習・復習の時間を、 1 ：2時間以上、 2 ： 1～2時間、 3 :30分～1時間、4 : 30分未満、
5 ：まったくしなかった、で区分し、授業ごとに1～5のパーセンテージを算出後、単純平均

し、同様に、成績について、 1 :A+、 2 :A、 3 :B、 2 :C、 1 :D、 0 :Eとして、 1

～5のパーセンテージを算出後、単純平均すると次のようなグラフが得られる。

－304－

畷 、
＝

、
凌 畷 園 糸' 目

r
篭

『 ､、



まず全体として、約43％の履修者が予習・復習をまったくやっていないことに留意すべき
である。本来は、一定程度の予習・復習が前提となる授業であるべきであるしザ予習・復習が
あってはじめて単位取得が可能になるべきであろう。

予習･復習と成績のデータがどこまで相関があるべきなのが､明確にはできないであろうが、
全体の傾向としては、予習･復習に時間をかけている学生は、それに応じて成績もよくなって
いかなくてはならないだろう。その意味では上図のグラフは期待されるものになっている。さ
らに、詳しいことを調べると、予習．復習を短時間でも行っている学生約57％と成績がB以
上の学生59％の比率がほぼ同率である。

3．改善に向けてのまとめ

①理解度や成績評価のデータが、授業によってあまりにもバラルキが大きすぎるのではない
だろうか。明確な範囲を決めるのは困難であろうが、科目の種類に応じたガイドラインを定め
て、一定の範囲に収まるよう何らかの対策を考える必要があるだろう。

②各授業において、成績評価の分布とアンケート調査による理解度を強く相関させることに
は問題があるが、今回の状況はあまりにも相関がなさ過ぎるように思われる。何らかの対応を

考える必要があるだろう。そのためには、教科の種類ごとに望ましい成績評価方法を検討し、
一定程度のガイドランを定めること、もう少し理解度に対する詳しい調査分析を行うことが必
要であろう。

③予習･復習の時間があまりにも少ない。ある程度の予習･復習が前提となる授業レベルであ
るべきだし、予習･復習を促す工夫を積極的に考える必要があるだろう。 しかし、 これは学生

の履修状況を全体的に配慮しながら、カリキュラム設計、成績評価方法などとともに総合的な
対策の中で行う必要がある。

4．微分積分のパイロット授業について

上記の｢改善へのまとめ｣①～③への具体的な対策を考えるとき、平成17年度に実施した微
分積分のパイロット授業は、極めて示唆的な結果を提供している。この授業は、工学部新入生
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を対象として、微分積分の基礎が不十分な学生を、 1年次の前期に標準グループのレベルにま
で引き上げようとしたパイロット授業である。 この授業の概略と点検評価結果を説明したい。
工学部新入生をプレースメントテストにより3つのグループ

0型：高校レベルの内容が相当量修得できていない。 (15～20%)

1型：高校レベルの内容は概ね修得できているが自信はない。 （60～70％）

2型：高校レベルを越えた内容の修得に興味がありそれに耐える。 (15～20%)

に分け、グループに応じた授業内容や指導法を用意していこうという考え方のもとで、平成1
7年度のパイロット授業は、下位グループ(0型)を週2回の講義で標準グループ(1型)に追い
つかせることを意図したものである。また、 この授業は次のことを基本方針とした。

・復習重視の自習を授業の一部として予定に入れる

・自習にはEラーニングを活用する

・小テスト等についてIT機器・システムを最大限活用する

・単なる計算術の習得でなく、意味や論理の理解を得させるように配慮する

このパイロット授業の教育効果をみるため、4月に行った基礎テストと同じものを8月に工

学部生全員に再び実施した。その結果およびアンケート調査結果は次の通りであった。

(a)パイロット授業の履修生は、次の通り基礎テストの成績が飛躍的に上昇し、通常クラスに

ほぼ追いついた。

4月 8月

パイロットクラス 46．9点 77．8点

通常クラス 80．7点 85．8点

(b)テストによるクラス分けや(自習用の)CD教材による（かなり押し付けがましい）宿題に

対する反発はほとんどなく、むしろ基礎から徹底して学習できることで、これらを肯定的に

受け入れていた。

(c)学生のアンケート調査では、通常クラスと比べて非常に高い評価を得た｡

、この授業を履修して、全体としてよかったですか→大変よかった

パイロットクラス 59％

通常クラス 16％

・あなたはこの授業を友人や後輩等に受講することを薦めますか→薦める

パイロットクラス 66％

通常クラス 26％

(d)理解度と予習.復習に関するアンケート結果を、パイロット授業と通常授業と比較すると

次の通りであった。
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総合科目・成績評価の分析(H17年のデータより)

総合基礎教育専門部会長関友作

1． クラスサイズと成績評価方法

各授業の成績評価方法を下のように分類すると、クラスサイズとの関連でみた、それぞれ

の授業数の分布は、表1のとおりである。

【成績評価方法の分類】

1．期末試験と小テスト

2．期末試験のみ

3． レポートを中心

4．毎回の授業状況のみ

5．シラバスに記載なし

レポート等

表1 クラスサイズと成績評価方法

成績評価方法

クラスサイズ

～29人

30～49人

50～79人

80人～

計

比率

H16年度

1 計2 3 4 5

３
３
４
皿

４
１
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１
’
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Ｗ

０
０
１
１
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２

1

1

1

1
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ｕ
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別
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28.8％ 12．3 50.7

37.5％ 20．8 33．3
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４

H16年にくらべると、期末試験によるものが減り、 レポートを用いる科目が増えている。

また、今回、分析の対象にした73科目のクラスサイズの割合は、図1のとおりである。

41

<
90

27％

図1 クラスサイズの割合
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2． 受講者の理解度と成績評価との関連

つぎに､授業アンケート結果にもとづく受講者の理解度と、成績評価との関連を見ていく。

図2は、総合科目の全授業について、成績評価の平均点と理解度の関係をプロットした、

散布図である。

5

ロ

ロ ロ
ロ

ロ ロ

ロ8 ロ
ロ

ロ

ロロロロ
ロ ロ

ロ ロロ ロロ

配 ロ｡翌 ロ ロ

ロf ロ町ロロ ロロ
ロ

ロロロ ' ロ
ロ

ロ ロー
ロ
ロ

ロ

ロ品ロ ロ

ロ

ロ誤
ロ

ロ

ロ

4

3

2

１

平
均
点 ロ

5.04．03.01.0 2．0

理解度のポイント

図2成績平均点と理解度（総合科目全体）

総合科目全体で､受講者の理解度と成績評価との相関係数は0．38であった(H16は0.44)。

以下、成績の評価方法ごとに見ていく。

評価方法1 （期末試験と小テスト等）では、図3のようであり、相関係数は0．34であった

(H16は0.60)。

5.0

4.0

3.0

2．0

０

平
均
点

5．04．03．01.0 20

理解度のポイント

図3成績平均点と理解度（評価方法1）
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評価方法2 (期末試験のみ）では、図4のようである。相関係数は0．42であった(H16は

0.33)。

5.0

4.0

3.0

2.0

０１

平
均
点

1.0 ． 2．0

理解度のポイント

3.0 4．0 5.0

図4成績平均点と理解度（評価方法2）

また、評価方法3 （レポート）では、図5のようである。相関係数は0．36であった(H16

は0.09)。

5

4

3

2

１

平
均
点

1.0 2．0

理解度のポイント

3．0 4.0 5．0

図5成績平均点と理解度（評価方法3）

以上のように、評価方法による違いは前年より小さくなり、相関係数はいずれも0．3から

0.4前後となっている。

つぎに、成績評価と理解度の分布を、評価方法ごとに比べて示したものが、図6である。

ここでも、評価方法による違いは小さくなっている。全体的に、成績ではAに山があり、

－309－



理解度では「ふつう」に山がみられる。
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加万孟3の場合の持

図6成績と理解度の分布

3. 予習・復習時間と成績との関連

予習・復習時間と成績との関係を示したものが図7である。

図7予習・復習時間と成績

今回、 6割強の受講者が、予習・復習をまったくしていないと回答している。予習・復習

時間が30分未満の受講者とあわせれば、 8割になる。このように、総合科目の受講者の

大半は、予習・復習時間が少ないのが現状である｡

また、予習・復習時間と成績には、 とくに関連がみられない。 じっさい、予習・復習時間

と成績平均点との相関係数は0．15と、ごく小さいものであった。
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ここで、予習・復習時間と理解度との関連をプロットしてみると、図8のようになった。
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図8予習・復習時間と理解度

両者の相関係数は0．44で、中程度の相関がみられた。したがって、いくらかの予習・復習

を課している授業では、受講者の理解度も、ある程度、高くなる,傾向があるといえる。

4．考察

今回のデータ (H17年度の授業）では、受講者の理解度と成績評価との関連について、評

価方法による違いは、前年度にくらべて小さいものであった。

H17年度に開講した73本のうち、 28本は、新規開講の科目である。つまり、 38%の科

目が入れ替わっている。そのため、今回の分析も異なる結果になったと思われる。また、

H16年度までは、成績評価に出席を加味する科目が多数あった。この点も、影響している

かもしれない。

成績評価方法の区分については、 レポートを中心とした方法の比率が5割であった。ただ

し、 レポートは試験にくらべて、客観的な評価をしにくい面がある。そのため、どれだけ

受講者の理解状況を正しく把握できるかにより、成績評価の適切さは変わってくる。レポ

ートの場合は、事前に採点基準を設定するなどして、より公平な評価を心がけることが必

要になる（池田ほか、 2001)。また、 1回のレポートだけではなく、他の方法も組み合わせ

て評価することが望ましいと考えられる。

さらに、予習・復習については、授業の内容により、それらを課しやすいものと、課しに

くいものがあると考えられる。そのため、すべての授業で一律に、毎回の予習・復習を課

すことを求めるのは、現実的ではないだろう。

そこで､毎回の予習・復習を課すのがむずかしい授業では、たとえば、 レポート等の課題
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を、ある程度の学習や調査を要するものにし、複数回、課するといった工夫により、全体

の学習時間を増やすことが可能であろう。

このような点も配慮することにより、授業の到達目標にそった内容の理解と、それを適切

に評価することへ、近づけるのではないかと考える。

【文献】

・池田ほか（2001） 「成長するティップス先生」玉川大学出版部
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教養授業科目点検評価く未修外国語＞

外国語基礎教育専門部会長青木研二

1． クラスサイズと成績評価方法

まず、成績評価方法は次の5つに分類されている。

1 ：期末試験と何らかの小テスト、 レポート等の組み合わせによる成績評価。

2 ：期末試験のみでの成績評価。

3 ：期末試験は行われずレポートで成績評価が行われているもの。 レポートと小テスト

等との組み合わせによるものやレポートのみによるものが「3」に区分される。

4 ：毎回での状況のみによって成績評価が行われるもの。期末試験もレポートも行われ

ていないものが「4」に区分される。

5 ：シラバスに成績評価の記載のないもの。

この評価方法とクラスサイズとの関係を示したものが、以下の表である。

成績評価

方法

クラスサイズ

29人以下

30=49人

50－79人

80人以上

１
０
２
３
０
５

８
７
３
８１

２
０
２
０
０
２

３
８
１
０
０
９

４
０
０
０
０
０

５
７
０
０
０
７

95

75

33

0

203

未修外国語の場合、成績評価方法1をとる授業が圧倒的に多い。成績評価方法3ないし

5にもとづく授業は、ごく一部のクラスサイズの小さい授業（29人以下のクラス）で行

われているだけである。

2年生向けの未修外国語（独仏、中､露、朝鮮、スペイン）Ⅲ、Ⅳは44本、留学生

向けの日本語は16本たっており、あわせて60本となる。 これらの授業は大部分がクラ

スサイズ29人以下の授業に該当する。表によれば、 クラスサイズ29人以下の授業は9

5本あることになるが、上記のクラスを勘案すれば、 1年生向けの未修外国語I、Ⅱの授

業は、 35本十アルフア程度の開講本数であり、 1年生向けに関しては少人数の授業の比

率は高くない。

2．授業アンケート （理解度） と成績（評価方法1）

学生アンケートによる授業の理解度を、 1 ：全くわからなかった、 2 ：よくわからなか
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った、 3 ：普通、 4 ：よくわかった、 5 ：大変よくわかった、の5段階に分け、成績評価

を、 1 :DおよびE, 2 :C, 3 :B, 4 :A, 5 :A+、の5段階に分け、両者の関係

を示したものが以下の図である。

図1

平均的な直線の傾きだけを見れば、ほぼ45．に近い。 しかしながら、両者の関係はク

ラスによってまちまちで分散性が高い。

45。の傾きの平均的な直線から離れているクラスが、 この直線の上部にも下部にもか

なり存在する。直線より上部にあるものは理解度のわりに成績評価が高く、より下部にあ

るものは理解度のわりに成績評価が厳しいことになるが、 ともかく、理解度と成績のギャ

ップがある程度大きいクラスが相当数あることが見てとれる。

視点を変えて、理解度を中心に眺めてみると、理解度2～3の升目では、成績評価に1

から4までのばらつきがあり、理解度3～4の升目では実に1から5までのばらつきがあ

る。学生の理解度との関係から見るかぎり、教員の成績評価の厳しさ、甘さに相当幅の広

いばらつきがあることは否定できない。

3．授業アンケート （理解度） と成績（評価方法3）

図2
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この評価方法をとるクラスのサンプル数は、 9しかない。

2と同様に、 459の平均的な直線との遠近関係に着目すると、そこからかなり離れて

いるクラスが2つほどある｡そのうち1つは理解度のわりに成績評価が高いクラスであり、

もう1つは理解度のわりに成績評価がぐっと低いクラス'である。

単なる推測ではあるが､クラスサイズが1つを除いて29人以下のクラスであり、また

語学の授業において評価方法3をとっていることからすれば、実際はかなり少人数のクラ

ス群であるのかもしれない。

平均的な直線はやや右肩下がりであるが、サンプル数が少ないので、 とくに何らかの意

味をそこから引き出すことは困難である。

4．成績評価方法1の場合の授業アンケート （理解度） と成績

学生アンケートによる授業の理解度を、 1 ：大変よくわかった、 2 ：よくわかった、 3 ：

普通4 ：よくわからなかった、 5：全くわからなかった、の5段階に分け、成績を、 1 ：

A+， 2 :A, 3 :B, 4 :C, 5 :DおよびEの5段階に分け、クラスごとに1～5の

パーセンテージを算出し、単純平均した結果が、図3にある折れ線グラフである。

図3
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而方法1の場合0 瞳 ！

~まず、理解度1と成績1の部分、および理解度5と成績5の部分で､成績評価のパーセ

ンテージが学生の理解度のパーセンテージを上回っているのが目につく。評者の憶測にす

ぎないが、教師の側に、試験の成績の悪い学生にやや甘めの評価を:し｛それと連動して試

験の成績の良い学生にやはりやや甘めの評価をするという対応傾向が存在する-のかもしれ

ない。また、理解度3と成績3の部分では、逆に前者のパーセンテージが後者を上回って

いる。理解度5と成績5の部分、および理解度1と成績1の部分を甘めに評価したやり方

にひきずられて、理解度3の突出した山形の部分が平準化されて、成績1～5のパーセン

テージのグラフがなだらかなものとなって行ったとも考えられるが､これも単なる憶測の

域を出ない。

5.成績評価方法3の場合の授業アンケート （理解度) と成績

図4 ：
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面方法3の場合@

ここで対象となっているクラス群は、 3で扱われているものと同じである(サンプル数

が9クラスで､そのう‘ち8クラスが29人以下の授業)。

理解度のグラフと成績のグラフの関係がかなり対応しているのが、このクラス群の特徴

である。教師側が、学生の学習能力をよく把握しているといえるかもしれない。よく把握

できているのは､おそらくかなり少人数のクラスだからであろうと推測される。

また、両者のグラフがともに右肩下がりであるのも特徴的である。つまり、学生の理解

度も教員の評価も高い学生が大きな比率を占め、それらの低い学生の比率は逆比例的に少

なくなって行く。 こうした状況は、成績評価方法3にもとづくよりも、学生数の少なさに

もとづいているようにも思われるが､：ここではこれ以上くわしいことはわからない6

（

6．成績評価方法5の場合の授業アンケート （理解度） と成績

図5
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m方法5の場合の損

理解度と成績の3～5の部分では、ほぼ一致した対応関係が見られるが、理解度と成績

の1～2の部分では、両者の開きが大きく、成績のパーセンテージが理解度のそれをはる

かに上回っている。つまり、理解度の高い学生の比率が少ないわりには、評価の高い学生

が多いことになる。

前項の5のグループとの共通点として、成績評価が右肩下がりであり、成績の高い学生

から低い学生へと逆比例的な比率になっていることを指摘できる。また5のグループに似

て、 6のグループは7クラスのすべてが29人以下の授業であるので、 5のグループと同

じく、やはり実際はかなり少人数の授業であるのかもしれない。 しかしこれも推測の域を

出ない。

ともあれ、このグループはそもそも成績評価の方法が不明であること、またサンプル数

が少ないことから、評価方法と理解度の相関関係について何らかの判断を下すのは困難で

ある。

7．授業アンケート （予習復習） と成績

学生アンケートによって予習復習の時間を、 1 ： 2時間以上、 2 ： 1～2時間、 3 ： 3

0分～1時間、 4 ： 30分未満、 5 ：全くしなかった、の5段階に分け、それと成績との

関係を示したものが以下の図である。

図6
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予習復習1～2と成績1～2の部分，予習復習4～5と成績4～5の部分をそれぞれ比

較すると、前者からは、勉強時間のわりには成績評価が高い学生の比率が多いこと、後者

からは、勉強しない学生には厳しい成績評価の比率が高いことが読みとれる。 しかし、予

習復習1～2と成績1～2の間の落差、予習復習4～5と成績4～5の間の落差を見てみ

ると、前者の方が後者よりも落差が大きいので、成績評価を甘くつける比率の方が、厳し

くつける比率よりも高いといえるかもしれない。

予習復習の時間を5段階に分けるやり方はかなり窓意的なものであるから、成績のグラ

フと緊密に対応はしないであろうが、両者の折れ線グラフの曲がり具合に関してはある程

度対応していないと不自然であろう。その意味で、図7はあまり対応しているとはいいが

たいので、教員の評価方法に何らかの問題があるのかもしれない。

8．今後の課題

図1で、比較的明確に表われていることだが、学生の理解度のそれぞれのレベルにおい

て、成績評価の平均点が高かったり低かったりかなりのばらつきが見られる。学生の理解

度が獲得した能力と直結しないにしても､評価基準が教員それぞれによって甘かったり厳

しかったり一定していないとはいえるかもしれない。 この点、今後何らかの調査手段の検

討が望まれる。

図1から図5まで、学生の理解度が重要なファクターとしてとりあげられている。そも

－321－



そもこの理解度にはかなり学生の主観性が入り込みやすいと考えられるのだが、理解度を

もっと的確に把握するために、たとえば理解度とクラスサイズの相関関係を示すグラフを

作ってみてはどうだろうか。外国語のような演習科目の場合、 とりわけクラスサイズと理

解度の関係性は深いと考えられる（この場合、クラスサイズは、 9人以下、 10～19人、

20～29人……といったように、 10人刻みで分けた方がよい)。

日本語のクラスサイズは、すべて29人以下のクラスであり、 しかもかなり少人数の授

業である。また、他の未修外国語とは違い、履修学生にとって日本語は初めて学ぶ未知の

言語ではない。 したがって現在のやり方を維持するのであれば、 日本語に関しては、別に

分けて点検評価を行った方がよいのではないだろうか｡そうすれば、未修外国語と日本語

それぞれの検討に関する正確さも増すように思われる。

－322－



教養授業科目点検評価く英語＞

小林邦彦（総合英語教育専門部会長）

1．はじめに

国立大学の独立行政法人への以降に従い，大学評価政策も，点検評価型から第三者評価

型へと，重点が移ってきている。そこで「大学の個性の伸張」 と 「教育研究の内容・方法

の改善」という視点に立った,大学教育プログラムの再設計が求められている。この点で，
大学教育センターが主導し，教養教育のプログラムの評価方法改善についての指針を提示
することは，意義深いことである。

本稿では，学生アンケートを活用した教養授業科目の点検評価を行うために，大学教育

センターから提供された「学生アンケート及び実際の成績評価」に関する4種類の図表と

データベースを活用して， 2005年度総合英語の点検評価を行う。

大学教育センターから依頼されている点検評価は，以下の2点についてである。
①センターが作成した図表に対してのコメント

②各専門部会独自の分析

2．①センターが作成した4種類の図表に対してのコメント

2.1 クラスサイズと成績評価方法との関係

成績評価方法
合計

クラスサイズ 1 2 3 4 5

人
人

下
９
９
上

以
４
７
以

人
一
一
人

９
０
０
０

２
３
５
８

９
６
６
０

８
７

０
４
２
０

４
６
０
０

０
０
０
０

３
１
０
０

６
７
８
０

９
８

合計 171 6 10 0 4 191

総合英語科目は，成績評価方法1 （期末試験と何らかの小テスト， レポート等の組み合

わせによる成績評価）が171クラスと最も多く，全体の89%を占めている。成績評価方法

2 （期末試験のみでの成績評価）は6クラスで3%，成績評価方法3 （期末試験は行われず

レポートのみで成績評価が行われているもの）は10クラスで5%,成績評価方法4 (毎回

の授業での状況のみによって成績席評価が行われるもの）は0クラス，成績評価方法5（シ

ラバスに成績評価方法の記載のないもの)は4クラスで2%であった。

クラスサイズ（受講生の人数）は， 29人以下が52%， 30～49人は44%と，比較的小さ

い。 クラスサイズが小さいことが，総合英語科目においては，多面的な成績評価を容易に

しているといえよう。
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成績評価方法2については，傾きが1に

近く, 「学生の理解度」と「教員の評価」が

一致する傾向にあるようである。成績評価

方法3と5については’両者にはあまり関

係がなさそうである。

そこで，成績評価方法2， 3， 5につい

ても，成績評価方法1と同様に相関係数と

回帰式を求めた｡結果は以下の通りであっ

た。

成績評価方法5

成績評価方法2

成績評価方法3

成績評価方法5

成績

成績

成績

×｢理解度」

×; ｢理解度」

×「理解度」

(相関係数

(相関係数

(相関係数

ｊ
ｊ
ｊ

５
１
９

３
０
０

０
０
０

数
数
数

係
係
係

定
定
定

決
決
決

↑
０

兜
肥
０

●

Ｑ
Ｑ
Ｏ

十
十
十

７
２
８

２
９
５

－
‐
●
“
ｏ

Ｑ
２
３

0．59，

0．10，

0．30〉

成績評価方法2の， 「理解度」と成績平均点の間には， 0．59の相関が見られる。成績評

価方法3では,両者にほとんど関係が見られない6成績評価は, 「理解度」とはあまり関係

なく行われたことが推察される6成績評価方法5では, 「理解度」に関わらず, AかBの成

績が学生に与えられたといえよう。 しかし,成績評価方法2 35についてはクラス：

数も少なく，得られたいずれの数値も，統計的に有意な値ではないために，確定的なこと

をいうことはできない。

学生の「理解度」が成績評価により強く反映されるような，テストや課題の工夫等の改

善が必要であろう。

2.3成績評価方法の違いによる学生アンケート結果と実際の成績分布との関係

面方法1の堀合の授亜アンケート(理解盾

成績評価方法1 成績評価方法2
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成績評価方法5成績評価方法3

総合英語科目における成績分布は，いずれの成績評価方法においても, Aの割合が最も

多いことがわかる。また，学生の「理解度」は，普通の3の割合が最も多いことがわかる。

学生の多くが， 「理解度」は普通と思っているところに，成績Aが最も多いという乖離は，

総合英語での成績評価が「受容面学生の自己評価が理解面のみに基づいている事に対し

､は「知識」 と 「技能」の両面から判断され(receptive)」 と 「生産面(productive)｣,或レ

学生の自己意識より比較的高い評価になっていると考えていると考えられる。その結果

しかしながら生産面(productive)でのより適切な評価方法の開発と学生の自己評られる。

価と成績評価を近づけることが検討課題といえよう。

2.4学生の授業に対する「予習復習」 と実際の成績との相関関係

「予習復習」では， 3 「30分～1時間」の割合が最も高いのに対して，成績はAの割合

が最も高くなっている。このことから， 「予習復習」にかける時間に対して，成績評価は甘

めであるといえる。

データベースをもとに，同じ学生の成績

と 「予習復習」 との関係を調べた。成績と

「予習復習」の相関係数は，成績評価方法

1で0．13，成績評価方法2で-0.24,成績

評価方法3で－0．02，成績評価方法5で

0．48であった。成續評価方法2の「予習復

習」 と成績の間の負の関係は， どのような

成績評価が行われたかの検討が必要なこと

を示唆している。 しかし，いずれの相関係

数も，統計的に有意ではない｡

成績評価方法1は，定期試験と小テスト

であり，授業外学習が多く求められると考やレポート等の組み合わせによる成績評価方法であり，授業外学習が多く求められると考

えられる。従って，成績と 「予習復習」の間には，ほとんど関係が見られないという結果

は，意外であった。 「予習復習」時間が成績評価に反映されることが，学生の意欲向上にも

つながり，望ましいだろう。一方で， 「予習復習」に関する学生アンケートにおいて,学生

が「予習復習」時間に, レポート等作成にかかる時間を含めて答えていたかどうかという

点についても，再検討が必要であろう。
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3②専門部会独自の分析

3. 1重回帰分析

データファイルには，センターが分析に用いた「理解度」 「予習復習｣，成績の情報に加

えて， 「満足度」 「向上度」の情報も含まれている。そこで，成績を説明する要因として，
「理解度」 「予習復習」 「満足度」 「向上度」の4つの変数を取り上げ，各変数から成績がど
の程度説明されるかを検討した。

まず，成績評価方法1の166のクラスについて，成績平均点， 「満足度｣， 「理解度｣， 「向
上度｣， 「予習復習」の相関関係を調べたのが，以下の表である。

成績平均点 「満足度」 「理解度」 「向上度」 「予習復習」
成績平均点

「満足度」

「理解度」

「向上度」

「予習復習」

l.00

0．50

0．46

0．36

0. 12

1．00

0．83

0．84

0．07

1．00

0．84

0．08

l.00

0．14 1．00

「予習復習」を除く， 3つの変数については，成績平均点と中程度の相関がある。 「理解

度」 と 「満足度｣， 「向上度」 と 「理解度」 との間には， 0．8以上の高い相関関係がある。

しかし， 「予習復習」については，いずれの変数とも， あまり相関はみられない。

各変数が成績平均点をどの程度説明できるかを示す，標準偏回帰係数は， 「満足度」が

0.56, 「理解度」が0.34, 「向上度」が-0.41, 「予習復習」が0. 12であった。 「予習復習」

以外は統計的に有意な値であった(p<.01)。 「満足度」や「理解度」が上がれば，成績平均

点が上がるが， 「向上度」は逆に成績を下げる要因として働き， 「予習復習」は，成績には

あまり影響がないという結果になった。 「向上度」については，相関係数が正で，各標準偏

回帰係数が負で，いずれも統計的に有意であるため，多重共線性が疑われる。 4つの説明

変数全体が，成績平均点を説明する程度（重相関係数）は， 0．31とあまり高くなく， これ

らの変数で，成績平均点が十分に説明できているとはいえない。成績平均点に影響を及ぼ

す別の要因を考える必要がある。 あるいは,成績評価方法1の総合英語科目において, 「理

解度」や「向上度」 「満足度」 「予習復習」が反映されるような成績評価の工夫が求められ

ているということもできる。他の成績評価方法についても，同様の分析を行ったが，統計
的に有意な結果は得られなかった。

3.2多変量回帰分析

成績と 「満足度」は，授業の結果得られるものであると考えて，成績と 「満足度」 とを

目的変数， 「理解度｣， 「向上度｣， 「予習復習」を説明変数とする多変量回帰分析を行った。

分析には，成績評価方法1， 2， 3， 5の全191クラスを対象とした。結果を，下図に示

した。係数の***はp<.001, **はp<.01, *はp<.05, n.s.は有意でないことを表す。

「理解度」は，成績と 「満足度」に中程度の影響を及ぼしている。 「向上度」は，成績に

有意な関係はなく， 「満足度」には中程度の影響を及ぼしている。 「予習復習」は，成績に

は関係ないといっていいが， 「満足度」には負の弱い影響を及ぼしている。 「予習復習」を

すれば， 「満足度」が下がるということか。 「理解度」 と 「向上度」の間には強い相関， 「向
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上度」と「予習復習｣， 「理解度」と「予習復習」 との間には,正の弱い相関が認められた。

誤差1

38*＊0

誤差2

4°まとめ､と今後の改善方向

2005年度成績評価と授業アンケートに基づき，センターが作成した4種類の図表と，専

門部会独自の分析結果から， 2005年度総合英語科目の点検評価を行った。

総合英語科目は，成績評価方法1が89%と最も多い。クラスサイズも半数以上が29名以

下，多くても30～49名である。クラスサイズの小ささが，総合英語科目の多面的な成績評

価を容易にしているといえる。授業アンケートによる「理解度」 と成績の関係は，成績評

価方法1では，中程度の関係が見られた。 「理解度」と成績の関係がより強まるような成績

評価の工夫が今後必要であろう。 「理解度」の分布と成績分布は，いずれの成績評価方法に

おいても， 「理解度｣では｢普通」と答えた割合が最も多く，成績評価はAが最も多かった。

生産面(productive)でのより適切な評価方法の開発と学生の自己評価と成績評価を近づけ

ることが検討課題である。また，学生の「予習復習」 と成績との間には，明らかな関係は

見られなかった。 「予習復習」が反映されるような成績評価の工夫が求められている。同時

に，学生アンケートの「予習復習」に関するアンケートのとり方についても，検討が必要

であろう。

専門部会独自の分析として，データベースをもとに，成績を目的変数， 「理解度」 「向上

度」 「満足度」 「予習復習」の4つを説明変数とする重回帰分析と，成績と 「満足度」を目

的変数， 「理解度」 「向上度」 「予習復習」の3つを説明変数とする多変量回帰分析とを行っ

た。重回帰分析においては，成績に及ぼす影響は， 「満足度」 「理解度」 「予習復習」 「向上

度」の順で小さくなることがわかった。 「向上度」 と 「理解度」 との間に，強い関係がある

ために「向上度」の扱いに注意する必要がある。多変量回帰分析においては， 「理解度」が

上がれば，成績や「満足度」が上がり， 「向上度」が上がれば「満足度」が上がり， 「予習

復習」は，成績にはほとんど関係がなく， 「満足度」に負の影響を及ぼしているという結果

が得られた。 「理解度」 「向上度」 「予習復習」の間には，正の相関関係が見られた。以上か

ら， 「理解度」を上げるような分かりやすい授業や，学生のやる気を引き出すような課題設

定， 「予習復習」が成績に反映されるような成績評価の工夫等が，課題として挙げられる。
（分析担当：斉田智里）
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教養授業科目点検評価く情報関連科目＞

情報基礎教育専門部会長羽渕裕真

く成績評価法について＞

レポートのみの方法、 レポート＋試験の方法の2種類に分類される。 80％以上はレポ

ートのみの方法であるため、情報処理関連科目についてはレポート評価が中心であるこ

とが分かる。レポート課題の評価の場合、

・課題の設定基準(授業中での理解のみで解答可能か否か、アドバンスした問題を解答

可能か否か）

・評価基準の設定（レポートの書き方などの体裁、課題解答案、何を基準とするのかを

明確にする必要がある）

・他人のレポートとの差異の判定

など注意すべき点がある。これらのことについては、シラバスに明記することは困難で

あるが、授業初回のガイダンス等で説明する必要があろう。

同一学科（または学部）において、クラス間の成績にばらつきがある。これは学生にと

っては不公平感が残るのではと思われる。また、クラスによって到達レベルが異なると

き、学生にとっては安易な方に流れやすいと思われるが、その点を十分考慮してクラス

分けをする必要があろう。また、大学における情報処理の授業を受ける前の学生のレベ

ルはかなり幅があるものと思われ、 レベル分けも学生自身の申告によるものと聞いてい

ますので、 この点からも何を到達目標にするのかを考慮してクラス分けをする必要があ

ると考えられる。

2004年度までは、成績評価として「毎回の授業での状況によって成績評価が行われ

る（期末試験もレポート課題もない)」科目が存在していたが、 2005年度では存在し

ていないようである。これは、昨年の解析をみれば「レポート課題によって評価する方

法」や「レポート課題と試験によって評価する方法」よりも理解度と成績の分布に差が

あり、学生の理解度を十分に測ることができていないと考えられることから、 この方法

は無くなったものと考えられる。ただ、毎回の授業での状況を成績に加味することはで

きるであろう。

＜クラスサイズについて＞

●クラスサイズについては、 コンピュータ教室のキャパシティおよび教室数に依存し

ている。

●情報処理演習を実

施可能な教室とし

ては、水戸キャン

パスではMM1

（81人） とMM

2 （76人）の2

教室、 日立キャン

パスでは第1演習
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成績評価方法 ﾚポート

＋試験

レポート

クラスサイズ 1 2 3 4 5

29人以下 2 0 2 0 0 4

30－49人 1 0 5 0 0 6

50－79人 3 0 18 0 0 21

80人以上 1 0 2 0 0 3

7 0 27 0 0 34



室（101人） と第2演習室（66人）の2教室、阿見キャンパスでは情報処理教

室（61人）の1教室のみである。

●水戸キャンパスでは80人以上のクラスサイズは存在しない。 80人以上のクラス

サイズは日立キャンパスでの開講である。

●平均受講者数は59． 4人である。

●最も多いクラスサイズは50～79人で60％を占めている。

●29人以下のクラスサイズは4つ存在するが、そのうち3つは4人以下のクラスで

ある。すべて工学部開講である。

クラスサイズについては小さいほど目が行き届き、良いと思われるが、授業スタイルに

よって大きく異なるものと思われる。今回の調査では、 50～79人のクラスサイズが

60％を占め、現在の設備からはTAをきちんと確保できれば適切なサイズであると思

われる。また、このクラスサイズであれば受講者全員とのコミュニケーションを図り理

解度を確認しながら授業を進めるのは難しく、適時のレポート課題により理解度を確認

しながら進めることは可能であろうと考えられる。

＜成績評価点と理解度について＞

●理解度は3． 0～4． 0に

集中しているが、成績平均

は1． 37～4． 72とば

らつきがある。

●乖離度が±1を超える科目

が5つある。また、＋1を

超える科目も存在している。

－2程度の科目も存在する。

このような大きな乖離度が

存在する理由は、採点方法

などや評価項目に依存する

と考えられるが、理由を調

査した方が良いと思われる。

●成績評価方法（レポートの

みの方法、レポート＋試験

の方法の2種類）による差

は見られない。

●学生の理解度の基準と担当

教員の成績判定基準が異な

っているため差が現れるの

は当然である。理解度は「3．

普通」あたりにマークしが

ちであると思われる。
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＜成績評価点と予習復習について＞

●予習復習を行っていない割合が45％程度ある。

●予習復習時間の平均は30分程度である。

●成績評価点と予習復習の閨●成績評価点と予習復習の関

係は見られなかった。 これ

は予習復習時間量が絶対的

に少ないことと、 もともと

学生自身が持っているスキ

ルに依存する部分が高いと

思われることが要因であろ

う。

情報処理科目は、基本的に予習

が必要な科目であり、各科目の

シラバスでも予習復習が重要で

あることが調われているにもか

かわらず、予習復習の平均ポイ

ントが2． 2であり30分程度

である。集中講義形式の科目に

ついては、予習復習の時間はと

れないことは十分考えられるが、

通常の授業形式では予習復習時

間があまりにも少ないように思

える。これは情報処理科目の特

質上、コンピュータ教室での予

習復習となるが、 4講時までは

授業のため利用困難であること

や5講時以降は端末数の不足か

ら利用が困難などの理由が考え

られるかもしれない。

また、課題をこなしたり、予習

復習する時間は、コンピュータ

が身近に使える環境にあるか

どうかに依存している可能性が

ある。

江組酔ドイ曲方法1の潮合C
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｢健康・スポーツ科目」の点検評価について

健康・スポーツ基礎教育専門部会長勝本 真

本報告は平成17年度に行われた健康・スポーツ科目98本(Bコースの授業2本を含

む）について分析した。

1 ． センターが作成した図表に対してのコメント

「健康・スポーツ科目」の評価に関しては、毎時間の活動評価とレポートを中心に行う

こと(評価方法3)が全体での共通理解となっている。 しかし表1から、授業の状況のみ

で期末試験やレポートなどを行っていない評価方法をとっている授業(評価方法4)が16

本あり、前年度に比較しても5本増加していた。非常勤担当が13本、常勤担当が3本

になっており、成績評価方法の統一化に向けて、 より一層の努力が必要であることがわ

かった。今年度から各曜日講時の中で、 1時間だけ学生全体を集めて教科書を使った講

義を行い、 レポートの内容を説明した成果が見られなかったのが残念であった。また期

末試験をすでに導入している授業(評価方法1)の1本であり、前年度からは6本減る結

果となった。期末試験の導入のために評価の基準化を行うことを試みているが、 まだ意

見をまとめる段階には至らなかったので、今後も継続して行っていく予定である。 また

クラスサイズに関しては、29人以下のクラスが、前年度35本あったのが25本になり、

30～49人のクラスが59本から61本、 50～79人のクラスが7本から8本に変わってい

る。 この変化は、非常勤時間削減にともない開講本数を削減した分、種目の変更を実施

しクラスサイズの調整を行うことで、今年度は対応することができた表れである。 しか

し今後も、非常講師時間の変更、施設老朽化、指導体制の見直し、学生のニーズなど様々

な要因がからみ、簡単に解決できるような状況ではないが、計画的に点検評価を行いな

がら改善を図って行きたい。

表1 クラスサイズと成績評価方法

成績評価方法

クラスサイズ

29人以下

30～49人

50～79人

80人以上

合計１
１
０
０
０
１

２
０
０
０
０
０

３
２
７
８
０
７

２
４
７

４
２
４
０
０
６

１

１

５
０
０
０
０
０

５
１
８
０
４

２
６
９

図1から評価方法3における授業アンケートの理解度のポイントと成績平均点の関連

を見ると、前年度に比べばらつきが少なく、直線の周辺に集まっていることが分かる。

直線の傾きが小さい分、理解度よりは成績の点数が少し高いことが読み取れるが、前年

度と比較してそれほど大きな変化も見られずに安定している。図2から評価方法4にお

ける授業アンケートの理解度のポイントと成績平均点の関連を見ると、おおむね直線の

周辺に集まっており評価も極端にばらついていない。ただ前年度同様にばらつきが少し
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いクラスのデータが含まれていたので、それを除外して再計算を行ったデータが、図5

の理解度のグラフである。全体のデータ数が16個だったために、 1個のデータの影響が

大きく表れたようだ。修正したデータによるグラフの形は、ほぼ昨年と同様であったが、

評価方法3と同じように、回答4における成績との乖離が昨年より大きくなっていた。

評価方法4では、回答1， 2において理解度と成績の乖離が大きく見られたが、データ

数が16個と少ないことが影響したのではないかと思う。ただ全体的には、 1～3のレベ

ルで理解度と成績の波形がほぼ一致しており、おおむね適切な評価をしていると考えら

れる。回答4に関して、成績の基準を含めた詳しい分析が必要であろう。

◆－理解届

騒－－歳糸晉

図3 成績評価方法3の授業アンケート （理解度） と成績の分布

面方法4の場合0 里躍匿）ル月瞳結@

図4 成績評価方法4の授業アンケート （理解度） と成績の分布
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理解度の回答率の修正

50.0

45.0

40.0

35.0

30.0

25.0

20.0

15．0

10．0

5．0

0．0

息…●一元データ

ー吟修正データ

4 52 31

図5 理解度の解答率の修正

図6 授業アンケート （'予習復習） と成績の分布

次に、予習・復習に関するデータを見ると、健康・スポーツ科目では、 「予習・復習はし

ない」 という回答が77.5％を占めており、成績との関連を見ることができなかった。健

康・スポーツ科目は、現在自分が持っている身体能力を活用し、授業内の身体活動を通

して学習する授業であり、そのために特別な予習や復習が必要ではない授業形態である。
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従って今の段階では、予習・復習の項目で関連を見ることは、かなり難しい状態である。

しかし授業内の運動経験を通して、自分の学生生活の中に予習・復習的な意味合いとして、

自発的に身体活動を取り入れるようになることが理想的な姿であり、そのような調査が
できるように、内容項目を検討していきたい。

各専門部会独自の分析

○成績評価の分布

表2に健康・スポーツ科目の成績分布を示した。全体の「A+」の割合は27.8%であ

り、 「A」の割合が43．1％と最も高く 「B、 C， D」 と順にその割合が低下し「不可」

は0．2％であった。 「A+」 と 「A」 をあわせた割合は70.9%になり、成績としてよい評

価の割合が多く、 「不可」が少ない傾向が今年も同じように見られた。 しかし前年度より

「A+」 と 「A」をあわせた割合は7.3%減少しており、 「C」の割合が3.8%増加してい

た。理解度については、A+」 と 「A」をあわせた割合は昨年とほぼ同じ70%を維持し

ており、満足度や向上度も同じく87％、 65％とほぼ同じ結果であった。授業に関する学

生の評価は、ほぼ例年通りの評価であり、大きな変動は見られなかった。

○成績評価と理解度の乖離

今回から新しく評価と理解度、満足度、 向上度の乖離を求めたデータが算出されたの

で、そのデータをもとに分析した。

図7は、評価と3観点の乖離度の分布を表したものである。評価と理解度の乖離度で

は、 0～0．49までに35本、 0．5～0．99までに29本の授業が含まれ、評価の方が少し高

い0～0．99までに64本（68．8％）の授業が含まれた。また評価の方がわずかに低い－0．5

～0までの15本(16．1％)を含むと、 79本（84.9％） の授業が－0．5～0．99までの範囲に含

まれた。理解度の曲線が示しているように、 0を中心として正規分布のグラフに近い形

になっており、おおむね良好な状態になっていると考えられる。ただこの範囲外の授業

を詳しく見たところ、評価方法4で行った授業の16本の内9本が、 この範囲外になっ

ており、やはり評価方法の問題があると考えられる。 この点については、今後改善して

いきたいと考えている。

また図7に示すように、満足度のグラフは、理解度に比べ左側にシフトしており、 向

上度は右側にシフトしている。従って、学生の満足度と評価の関係では、満足度に比べ

わずかに低く評価される傾向にあり、逆に向上度と評価では、わずかに高く評価されて

いる傾向にあった。今後、 このデータを継続的に活用して、評価と学生の観点を比較す

る貴重なデータとして使って行きたい。
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健康； ・スポーツ科目の成績分布状況と学生アンゲートの結果（平成17年度）表2

表3評価と3観点の乖離度の基本統計データ
－←理解度,･ ･･g- -満足度一鑓一一向上度

０
５
．
０
５
０
５
０
５
０
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《
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釦
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《
叩
室
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）
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”
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』
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』
卜
皇
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印
。
‐
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司
’
０
８
１

… I■■■ I■■■

-2 －1．5 －1 －0．5 0 0．5 1 1．5 1.5＜

図7評価と3観点の乖離度の度数分布
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評価の目的と茨城大学をとりまく評価について

TheOIJectivesofSelfLStudyandanExternalEvalua廿onforlbarakiUniv

嶌田敏行（評価室） ・田切美智雄（評価室・学長特別補佐）

ToshiyukiSImIADA(OfficeofhlstitutionalResearch)

MichioTAGml (Officeoflns廿tutionalResearch/VicePresidemExtraordinary)

1 ．はじめに

本学が関係する評価は、大きく分けて国立大学法人

法に定められた中期目標・中期計画（年度計画）に関

するものと、学校教育法に定められた機関別認証評価

がある。それら第三者評価に対する本学の取組（自己

点検評価活動）は嶌田・田切（2005,2006）などで報

告を行ってきた。平成18年度には、中期目標・中期

計画の評価の枠組みが一定程度明らかになった。その

なかでは、教育・研究の質の確保、向上にむけて、実

質的な取組を行っているかどうか、また、その水準は

どうか、 という観点が明示されるようになった。そこ

で、文部科学省（国立大学法人評価委員会)から示さ

れた考え方を踏まえ、これまでの本学の評価について

振り返りながら、平成19年度、 20年度に向けた本学

の評価への取組を考えていきたいと思う｡その中では、

政策科学研究所(2006）などを参考にしながら、 「評

価」の意味を整理し、大学にとって最も有益な評価の

ありかたについて考えてみたい。

あわせて、特に平成18年度における評価活動を振

り返り、前半で整理した評価のあり方を踏まえた課題

の整理を行う。

業務実績報告書の作成以外について、記載内容のガイ

ドラインが示され、加えて、提出すべき根拠資料が具

体的に示された（文部科学省,2007MS[配付資料])。

第1期中期目標期間は､平成16年度から平成21年

度の6年間であり、そこでの達成度評価は平成20年

度中に行う暫定評価（と称されていたもの） と、平成

22年度に行;う本評価（終了評価）が予定されていた。

しかし、平成18年度中に、 「平成20年度のいわゆる

『プレ終了評価」で中期目標の達成度は評価する」 と

いう方針が文部科学省から示された。また、この評価

においては、中期目標の達成度を見るために､教育や

研究の『水準」について評価を行うことになった。達

成度の評価のためには､水準の検証無しにはできない《

からである。

水準の評価は主に教育・研究について実施される。

それらは国立大学法人評価委員会の指示を受けた大学

評価・学位授与機構が行う。この教育・研究の水準に

関する評価については、基準および観点が示されてお

り (大学評価・学位授与機構2007MS)、訪問調査を

含めた第三者評価が実施される。水準の評価では、よ

り明確なアウトカム指向が示されている。つまり、外

形的な取組状況よりも、それらによって教育・研究の

質がどうなったのか、そこが問われる。また、平成20

年度以降の実績については、基本的には考慮しないこ

とになっている。即ち、実質的に4年分の取組で、次

期中期目標期間の運営費交付金などに影響する評価を

受けることになる。

一方で、機関別認証評価については、平成18年度

中に基準・観点に求められる教育の質の確保を行い、

平成19年度にはその土台の上に中期目標・中期計画

を用いた特色の上乗せを行った上で平成20年度に受

2.大学における評価の枠組み

○中期目標・中期計画の評価

中期目標・中期計画に関する評価は、毎年度の終了

後に年度計画の実績報告を作成し、国立大学法人評価

委員会の評価を受ける「年度計画評価」 と中期目標期

間終了時に受ける「中期目標･中期計画評価｣がある。

年度計画の評価については、基本的な実施方法などに

変更はないが、教育・研究以外の部分に於いて、より

画一的な評価フォーマットが整備されてきた｡つまり、
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教育や研究などの業務を実施し、社会に期待された役

割を適切にこなしているか｣､それを見せることを目的

としている。このように、内向き、外向きの評価は、

目的も異なれば、何を以てよい評価とするかというこ

とが異なる｡評価はその目的に応じて行うべきであり、

二重帳簿のように実施してもよいのである。

○評価の意味

ここまで評価の意味を自明のものとして使ってきた

が、評価という言葉自体について整理してみよう。

評価というと一般的に、評定的な意味合い一優れてい

る．優れていない、良い．悪い等々－と解釈される場

合が多い。しかし、評価とは､狭い意味では現在の状

況をつまびらかにする、 ということであるし、広い意

味では､その後の意志決定を含んだ一連の活動を指す。

評価活動というと、意志決定の部分まで使われている

ことも少なくないが、評価という行為自体に注目した

場合、評価とは、本来、意図した目的にたいして、現

状はどうなのか、を適切に把握する行為のみを指す。

従って、その評価を以て、では次にどうするのか、そ

の改善（意志決定）を計画するわけである。本学が例

年1月から6月にかけて行っている自己点検評価とは、

まさにそれである。

評価活動に於いて、その取組の善し悪しとは、意図

した目的にたいしてどうなのか、 という判断である。

つまり、意図した目的が暖昧であると、どうしても主

観的な判断に走ってしまい、 自分たちはこれだけがん

ばった、よそに比べてがんばっているだろう、みたい

なものになってしまう。

ひとえに評価といっても用いられる場合によって

意味がかなり異なるのが、混乱を生じさせる一因にな

っている。PDCAサイクルで言えば、 C(Check)の

部分が評価、A(Act)を経たP(Plan)の部分が意志

決定に当たる。少し整理すると、大学が大学の教育・

研究・運営の改善を意図し、現状を認識するために行

う作業の部分が評価であり、その後の改善は本来、意

志決定に属する。

○評価における3つの理念

ここで少し理念的なものに立ち返ってみよう。評価

の3大理念とは、①非排除的・双方向的、②支援的、

③明示的であると考えられる （政策科学研究所，

審というスケジュールで動いていた。しかし、このよ

うに重要な第三者評価が入ってきたこと、機関別認証

評価の基準、観点は原則的にこの中期目標・中期計画

の評価に内包されることから、平成21年度受審に変

更した。

本学では、これらの組織評価以外に、教員個人を対

象とする評価を実施している。教育改善を目的とした

「教育改善評価」 と業務全般の質的向上を目的とする

「教員業務評価（試行)」である。これらは、平成18

年2月から学長の下に「教員の業務活動に関する評価

システムタスクフォース」を設置し、議論を行ってき

た｡本来ならば、組織レベルでの『質」の組み込みに

は個々のレベルでのQualityManagementが必須で

ある。従って、組織評価と個人評価は一体的に議論さ

れなくてはならないが､本学ではまだその段階に達し

ていない。本小論でも、個人レベルの評価については

原則的に触れず､‘ これらの評価結果が出そろい、一定

程度の分析が完了する次年度に再度まとめたいと思う。

このように大学をとりまく評価の体制に変化があ

った－または､決まっていなかった部分が示された－。

では、本学はそれに対してどのように向き合うのか｡

○内向きの評価と外向きの評価

大学の評価は、その役割に、大きく分けて2つの種

類がある。制度的、そして説明のために視点を外向き

に設定した評価と､大学が自由に制度設計できる改善、

そしてその意志決定のための内向きの評価である。も

ちろん外向きの評価にも改善の視点はあるし、内向き

の評価についても、何らかの説明という要素はある。

別の見方をすれば、外向き、内向きを問わず､一連の

評価活動には広報・広聴の要素もある。

ワークフローとして、外向きの評価は内向きの評価

の上に成り立つものである。つまり、内向きの自己点

検評価がまずあって、それらをもとに外向きの評価が

実施されるのが一般的である。実際の取組は1つしか

ないわけだが、2つの評価は視点が異なる。それが『向

き」の違いである。即ち、内向きの評価は、特筆すべ

き点や課題の整理を行いつつ、大学の個性化や質の高

い教育の実施のために、 「我々として次に何をすべき

か」 ということを知ることを目的とした評価である。

それに対して､外向きの評価では、 「我々がどのように
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2007MS)。これらの理念は、評価というものは評価者

と被評価者が協力して行い、それを以てマネジメント

の向上を目指すものである、 という考えに立脚してい

る。非排除的・双方向的は日本語にすると意味が取り

づらいが、 InclusiVe、 Interactiveであるかどうか、

ということである。ある目的のためにある取組が実施

される。その活動を報告するだけ、もしくは提出され

た活動実績について、何らかの批評や査定を行うだけ

など｛一方通行的な評価ではだめで、そのことについ

て議論をしっかり行う､状況を関係者全員が適切に理

解する必要があるということである。支援的というの

は、例えば、被評価者からみて、評価を受けることで

評価者から有益なサジェスチョンやコメントや実際の

支援などを受け、 自分が担当するマネジメントの質的

向上が図れることである。また、より上位のマネジメ

ントを担当する者は、下位のマネジメント担当者の自

己点検評価結果を自らのマネジメントに活かすことは

比較的容易であろう。明示的というのは、これらのプ

ロセスの透明性を確保し、適切な根拠資料を踏まえる

ことで、公正さを担保するだけでなく、なれ合いにな

ることを防ぐということである。

○大学の目的と評価

では､実際に大学で自己点検評価を行うことを考え

てみよう。これらの内向きの評価を行うためには、ま

ず、大学や組織の目的とは何か、 ということを明確で

ある必要があり、もしそうでないなら整理する必要で

ある。大学全体でも各学部でもその目的（教育目標な

ども目的の一部を構成する）を打ち出しているが、一

部で暖昧かつ崇高なものになっている感は否めない。

しかし、大学の諸活動というものは、教員が多ければ

多いほど、広がるものである。成果も一般企業のよう

に利益の確保という一定程度明確な指標で考えること

もできず、広がりがある。しかし、大学の究極的な目

的の1つが「いい学生」を育てることである、 という

ことは論を待たないわけであり、そこから種々の活動

をブレイクダウンしていけば、比較的容易に大学の諸

活動を把握していくことができるのではないだろうか。

「いい学生」 とは何か、 ということはそれこそ人それ

ぞれかもしれないが、学生にとって「茨城大学で学ぶ

ことができて良かった｣、就職した企業にとって「いい

学生を育ててもらって良かった」 と思ってもらえるも

のであることだけは確かだろう6そのようにすぐに思

ってもらえるか、卒業後何年か経ってから思ってもら

えるかは別として、そう思ってもらえるために、我々

は何らかの活動を行っているわけである｡その目的に

照らして、または期待されるものに対して現在の状況

を知るために評価を行うわけである。

「いい学生を育てること」は、継続的に行っている

ことではあるが｢究極的な目的」 (DesiredObjectives)

であるbそれに対して、ある期限を設け、ここまでは

やるという 「意図した目的」 (IntendedObjectives)

に照らして「意図した実績」が得られているか、それ

が評価である。本学では、その期限が1年のものは年

度計画であり、 6年というものは中期計画である。計

画自体は目的ではない｡ただし、究極の目的に向かっ

て建てている計画であるわけだから、そこには目的の

一部がすでに内包されている。

○アウトプットとアウトカム

評価は､意図した目的に照らして現在（もしくは評

価対象時点で）どうなのか､を把握する行為であるこ

とは述べた。その現状、即ち、評価実施時点での実績

には、アウトプットとアウトカムという2つの側面が

ある。それらはそれぞれ外形的な側面と本質的な側面

に対応する。

何らかの目的のために、あれをやったこれをやった、

その現象論的な部分、それがアウトプットである。そ

の結果、 目的に照らして、何がどうなったのか、その

部分がアウトカムである。例えば、教育の質的向上を

図るという目的の下に、 HDを5回やった、参加者は

のべ300人だった、そこで教育改善について実例を発

表してもらいみんなで議論した、 というのは､アウト

プットである。その結果、どのように教育改善が図ら

れたか､即ち､実際に教育の質的向上が図られた部分、

そこがアウトカムである6しかしながら、どのような

教育改善が図られたか、 ということについては、すぐﾞ

にその結果が見えない場合の方が多い。これは教育全

般に言えることだが､どれだけ良い教育になったのか、

その結果を調べることは容易ではない。そこで何を点

検すべきか、であるが、そこはプロセスの部分、つま

り、どのようなやり方に変えたか、制度はどうか､体
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ければ、計画進行が芳しくなかった場合の責任は、実

施レベルに持たせる設計である。上位の者も知らなけ

れば対処できない。ただし、報告の上$学部の課題と

して認識してもらえば、その課題の部分に関しては免

責されるわけであり、計画運営上の責任の所在につい

て、一定程度の明確化を図る仕組みを導入したわけで

ある。

制はどうか､などの部分に注目するのである｡加えて、

プロセスの主要な局面でのデータが根拠資料となる。

例えば、、で各教員間の連携が上手くいっていない

部分があることが分かったので、 自主的に教育プロフ

ラムの担当者同士で打ち合わせるようになった｡その

結果、授業間の連携がよ‘くなり､学生からの授業アン

ケートの評価が高くなっ《た、理解度(成績）も向上し

た、 という事例の場合、アウトプット、アウトカムは

以下のように整理することができる。

（｢教育の質的向上を図る」 という目的に照らして）

アウトプット:FDの実施､課題の把握（一部はアウ

トカム)、プロセス改善（担当者間の連携強化）

アウトカム：プロセス改善(担当者間の連携強化)、授

業間の連携がよくなったこと(教育の質が上がった

こと)､学生の理解度（成績)が上がったこと

実績には、ただ単に結果がどうだったのか、 という

ことだけでなく、プロセスが必ず含まれる。外形的な

取組から、本質的な成果へ、これは平成20年度中に

実施される評価［国立大学法人の中期目標期間の業務

実績評価］も考え方は基本的には同じである｡

表平成18年度の自己点検評価と平成19年度計画に

おける自己点検評価の観点

CA1 [活動の記載] (評価1)

・今年度の活動結果について記載してください。

CA2 [自己点検評価] (評価2)

・成果（実績）が計画を達成できたものかどうか､ 自

己点検評価を行ってください｡

CA3 [課題の整理] (評価3)

･意図された実績が得られなかった場合の課題整理と、

改善策について記載してください。

AP1 [計画の必要性] (計画1)

．この計画の必要性について、これまでの経緯等を踏

まえ、記載してください。

･中期計画に照らして、今年度は何をするのかを確認

してください。

AP2 [実施計画] (計画2)

・実際に誰が、何をいつやるのかについて記載してく

ださい6

AP3 [計画実施上の課題] (計画3)

・前年度のCA3以外で認識された課題について、 「憂

い」 （懸念される点）等があれば、記載してください。

（担当委員会レベルで予想される障害は［抱え込まず

に］学部レベルにあげてください｡）

3．茨城大学評価室の取組

3. 1自己点検評価システムの整備

平成18年度の自己点検評価と平成19年度計画の立

案について、前章にまとめたことを踏まえ、 自己点検

評価用ワークシートの記載形式を一部変更した（表)。

昨年度の改正では、重複する記載を減らす目的で、記

載項目数を減らしたが、記載目的があいまいになって

しまった感があったからである。AP3については、本

学の水戸キャンパス、阿見キャンパスで運用している

安全衛生のリスクコントロールの考え方を一部採用し

た（嶌田ほか,2007)。つまり、実施担当の委員会レベ

ルで解決できない課題がある場合は、学部長へ速やか

に伝達し対応を考えてもらう。学部レベルで解決でき

ないものは、学長・理事に速やかに伝達し対応を考え

てもらう必要があるからである。つまり、委員会レベ

ルの課題は学部長に報告することによって学部レベル

の課題となり、学部レベルの課題は学長・理事に報告

することで全学レベルの課題になる。逆に言えば、実

施上の課題をより上位のレベルに適切に報告していな

記載内容の改善に加え､情報共有についてwebアプ

リケーションシステムを導入し、改善を行った。これ

は、経営戦略情報システムという仰々しい名称を持っ

ているが、これまでのワークシートをweb上で操作で

きるようにしたものである。これまで年度計画の自己

点検評価の際には、年度計画ごとのワークシートとし
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てMS-Wordのファイルを各学部等に配付し、そこで

点検評価委員の教員が各計画を実際に担当している委

員会の委員長向けに再配布､回収､吟味を行っていた。

また､この方法では､オリジナルは1部しかないので、

最新版が一体どれなのかなど、 リビジョン管理などで

課題があった。情報共有という意味では､各学部等か

ら記載済みのワークシートが評価室に到着してから、

手作業でhtmlファイルに編集し､その上で別に送ら

れてきた根拠資料の関連づけを行っていたために、公

開作業がリアルタイムにできないことがほとんどだっ

たd

そこで、ワークシートのwebアプリケーション化を

行い､計画の立案から評価までが実施可能な簡易業務

システムを評価室において開発し､運用している(図)。

点検評価に関する情報が学内で公開されていることに

よって、明示性の確保が一つ前進したと考えられる。

どの学部でも、点検評価を担当する委員が手分けをし

て、各ワークシートの内容を吟味しているが、特に教

育学部と工学部おいては、システム上に設置した連絡

欄を活用して議論していただいた。一定程度、

InclusiveでInteractiveな評価を支援することができ

たと考えている。

月から12月にかけて実施した｡非排除的･双方向的、

支援的な評価の実施そのものである。ただし、－部組

織との意見交換が日程の都合でできなかったので、ス

ケジュールの組み方は今後の課題である。

この意見交換会は、特筆すべき成果と課題について

議論を行っている。また、評価が悪かったから、何ら

かのペナルテイなどということが全くないために、各

参加組織からは、特に課題について実態に近い意見が

伺えた。つま叺計画ができていない部分について、

ほとんどの組織がc評価（意見交換会時点の中間報告

はabc3段階評価である）をきちんとつけて、大学執

行部とその組織執行部との間で､「どうにもな;らないか

ら、なんとかしてくれ」 「いや、それはまだ努力の余地

がある」など､活発な議論を行うことができた｡また、

中期計画の進行に直接影響する議論であるので、改善

できる点は大学執行部においても、速やかに対応でき

たのではないだろうか｡このような広聴機能について

は、ワークシートの観点AP3として、全体のシステム

の中に組み込んだ。 ：

加えて、 5月中旬から6月上旬にかけて学長が参加

した意見交換会を実施することも決まっている｡秋の

意見交換会は、 1時間から2時間かけてじっくりと年

度計画の進行状況を議論していくが、春の意見交換会

では､対象は5学部のみで、1学部30分で‘コンパクト

に平成18年度の特筆すべき成果と平成19年度の課題

について議論を行う。この意見交換会の設定によって、

昨年1年を振り返ってどうなのか、という総括した議

論や、秋から手を打ったのでは間に合わないような改

善、支援についても年度初めということで余裕を持っ

て実施できることが期待される。 ‘

このような意見交換は、すでに学部レベルで実施し

ているところもあり、例えば、人文学部では、年度計

画の自‘己点検評価作業において学部長と各委員長との

間で、その年度の計画の実施状況と次年度の計画につ

いての意見交換を行い、 InclusiveでInteractiveな評

価作業を行っている。

J・丹腫のロックは3月1E

た､ l平価室による内容ヂェ

す.平成20年度の法人岬1

合を鋤､<チヱ､ソクしており】

図点検評価ワークシートのweb共有

3.2意見交換会

今年度も昨年に引き続いて理事・評価室長と各部局、

センター、事務局各部との意見交換会を平成18年11

3.3その他

今年度は、教育研究評議会、経営協議会、部局長会

などの管理運営部門の点検評価を行った。各会議委員
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確認は定期的にチームとしても実施する必要があるだ

ろう。本学の教育は各教育プログラムに沿って、教員

がチームとして行っている。改善する権利と義務は教

育プログラムの実施責任者だけでなく、チーム構成員

すべてにあると言える。教育の改善について、組織で

の評価を行う一方で、個人が適切に取り組んでいるか

どうかの評価もこのような意味から必要であるし、基

本的には不可分であろう。構造としては、教員評価も

組織評価もあまり変わらない。評価のユニットが異な

るだけである。

このような個人レベルの評価と組織レベルの評価

は対応づけて考えていくことも今後の課題である｡即

ち、本学において､このように個人レベルから大学レ

ベルまで、業務の質的向上というプロセスが含まれた

マネジメントを行うためには、適切な評価活動が必須

である。

長（議長）から各委員にアンケート用紙を配付し、意

見を集める。寄せられた意見は、議長が一定程度とり

まとめた上で、議題の1つにして、全員で議論（点検

評価）を行った。この成果については別の機会で報告

しようと考えているが、 InclusiveでInteractiveな評

価ができたと考えている。

4．まとめと課題整理

評価室のミツションは、学内での評価作業が円滑に

進むための支援が第一である。小湊・中井（2006)が

行った主要国立大における凪オフイス(Institutional

ResearchO$ce)調査結果を参考に、本学評価室の業

務活動を見てみると、本学ではデータ分析機能が弱い

と考えられる。また、データ分析以前にデータ収集に

ついてもあまり力を入れていなかった。平成19年度

に供用開始する大学評価・学位授与機構の大学情報デ

ータベースへの参加を踏まえ、学内での情報の収集、

管理体制について整理を行う必要がある。

一方で、評価の支援については、手探りで始まった

自己点検評価の手順について、一定程度の方向性が見

えてきたと思われる｡,ただし、マネジメントの中に評

価が適切に組み込まれ運用されているか、 ということ

については、まだ、切り離されて動いている感が否め

ないのが事実である。従って、評価・改善を計画にフ

ィードバックするという作業をある一時期のイベント

としてではなく、マネジメントとして行えるようなシ

ステム作りへの支援が必要だろう。

その中で、どこまでを学部の取組に任せ、どこまで

評価室が指示､依頼を出すべきか､という課題もある。

目的、もしくは方向性さえきちんと整っていれば、改

善を含めた諸活動の実施について一定程度、個々の教

員に任せておいた方が大学という場の特性を活かせる

ことになるだろうdあまり画一的なやり方を強制して

教員を縛るのは、 自由な発想を阻害する一因であるだ

ろうし、そういう環境の中で新しいことはなかなか生

まれてこなくなってしまうだろう。 自由さ、 というの

はアカデミックなものを担保する必要な要素である。

ただし、質の高い教育のバックボーンとなる研究につ

いては、 自由にやってもらうべきであろうが､教育に

ついては、教育プログラム単位での成果とプロセスの
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係の委員のみなさま、各ワークシートの記載担当者の

みなさまに実際使っていただき、多くのご意見をいた

だきました。また、田中裕二大学改革係長をはじめと

する、学術企画部企画課のみなさまにも大変お世話に

なりました。

質的評価やプロセス適切性の考え方については、文

部科学省主催の平成18年度研究開発評価研修会での

東京大学名誉教授平澤冷先生の講義とその後の議論や、

平澤先生が主査を務められた政策科学研究所の文部科

学省研究開発評価研修プログラム専門委員会(｢研究開

発評価の質の向上のための調査・分析」 ［平成18年度

文部科学省委託調査])での議論のなかで多くの着想を

得ることができました。記して討憶を表します。

参考文献

小湊卓夫， 中井俊樹，国立大学法人におけるインステ

ィテューショナル・リサーチ組織の特質と課題,大

学の諸活動に関する測定指標の調査研究報告書大

学評価・学位授与機構， 235字253, 2006.
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嶌田敏行，長谷川照晃，宮川八平， 中里光信，茨

城大学におけるリスクコントロール体制一水戸事

業場における学生･教職員の安全衛生環境向上を目

指して－,茨城大学保健管理センター,17,32-38,

2007．

嶌田敏行， 田切美智雄茨城大学における自己点検評

価システムの構築-PDCAサイクルとTQM-,茨

城大学大学教育研究開発センター年報9, 51-60,

2005．

嶌田敏行， 田切美智雄，茨城大学の認証評価への対応

と教育への質の組み込み－平成17年度の自己点検

評価一,茨城大学大学教育研究開発センター年報，

10, 119-125, 2006．

政策科学研究所， 「研究開発のアウトカム・インパクト

評価体系」調査研究報告書, pp234, 2006.

政策科学研究所, ｢研究開発評価の質の向上のための調

杳・分析」研究開発評価研修ワークショップ＜基

礎編＞テキスト, pp40, 2007MS.

文部科学省,年度評価実施要領，国立大学法人評価実

務担当者連絡会配付資料, 2007.2.19 (MS).

大学評価・学位授与機構，機構が実施する教育研究の

務担当者連絡会凹｡付資料, 2007.2.19 (MS).

芦評価・学位授与機構，機構が実施する教育研究の

状況の評価,国立大学法人評価実務担当者連絡会配

付資料, 2007.2.19 (MS).
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教養教育に関する授業の実践報告







「いや～それは無理でしよ」の世界だったのですが、おかげさまで10万語も夢ではない1

の世界へ。次回は是非娘（中1）と共に参加したいです。図書館カード3月まで使わせて

いただこうとおもっています。ありがとうございました。 （社2）

○こういう機会があれば又参加したいです。続けていきたいです。 （社3）

4.今後の課題

上記のアンケートを見るとわかるように、受講者が「手応え」を感じ、以前

には読めなかった本が読めるようになり、より多く、複雑な本を短い時間で読

めるようになったと自覚していることがこの授業の大きな特徴であると思う。

また、多くの受講者が記述しているように、英語に対する苦手感や抵抗感が減

っていることも認められる。ただ抵抗感がなくなっただけでなく、 より積極的

な学習者になっている自分に気づいていることも一部の記述からうかがわれる。

このような学習者の手応えや意識の変化は多くの多読のクラスの報告でもな

されているものであるが、まずは学習者自身が変わるという事実が教員にとっ

ても喜ばしい体験であると言うべきであろう。

今後の課題とし考慮すべきは、 10回でも受講者の間に大きな開きが出て来て

しまうことである。学習者は個々の力の差や興味の違い〈体調などがあるから

差ができること自体がいけないわけではない。 しかし、観察していると、 目を

輝かせて本を読んでいる学生が多くいるなかで、今ひとつ調子に乗れていない

学生がちらほらいるのも事実である。この学生たちをどのように導いて行くか。

また、今後この講座を続けていくなかで、マンネリを防止するための対策など

も講じなければならないであろうと予測される。それらについては、 19年度の

課題となるであろう。

参考文献

酒井邦秀・神田みなみ（2005)． 『教室で読む英語100万語多読授業のすすめ」

東京：大修館

Grabe,William.andFredrisckaL.Stoller (2001). ReadingibrAcademic

Puleposes;GuidelinesfbrmeBSZMEFLTbachezlnTbachingEngliShasa

Second or' Fbr℃ign Languag℃ TYlird Edi"on. Edited byM.

Celce-Murcia・Boston,MA:Heinle&Hemle.

DayjRichardR. andJulianBamfbrd(1998). ExtensiveReadinginthe

SecondLanguageClassroom.Cambridge:CambridgeUniversityPress.
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○超楽しかったです。なのに休んでごめんなさい（ ;ー;） （堂8）;

○絵本も英文も久しぶりで、新鮮でした。総合英語でも授業があれば受講してみたい（2

単位足りていなくて、来春とる予定なので｡） （学9）

○今まで､高校のときに読んできた英語の本とは違って、とても気軽に読めて楽しかった。

自分がどれだけ読んだか目に見えてわかるので､続けたいと思う。大学の図書館以外でも、

本を探してみようと思います。（学11）

○今回の集中期間では、授業以外で英語を読む機会ができず、上達しなかったと反省して

います。でも、楽しく英語を読めるようになりたいので（せっかく本も買ったので)、でき

る限り目指せ100万語を頑張りたいと思います。楽しい授業と心強いアドバイスをあり

がとうございました！ ! ． （学12)

○英語の本なのに物語を楽しんで読めました。前より英語が気楽に読めるようになってよ

かったです。これからも自分のペースで続けていけたらいいなぁと思います。ありがとう

ございました。 （学13）

○一番良かったと思うのは、英語に対する抵抗感が軽くなったことです。今までは、課題

としてでしか英語の本を読む機会がなく、決して楽しむのを目的にしていなかったからか

もしれません｡この講義はとてもよかったと思います。 （学16）

○大分英語になれたような気がします。これからも本をかりていって語数を増やしていき

たいです。 （学17）

○大変おもしろい授業でした。期間は短かったけれど、その短さが惜しいぐらいに充実し

ていました。今まで経験した「英語の勉強」と呼ばれるものの中で最もおもしろいと思え

た授業であり、また後期に履修している講義の中でも間違いなく群を抜いて楽しい講義で

あったと感じます。その上自分の多読力も確実に上がっていると実感できました｡考えて

みれば､中学一年生で初めて英語を習った頃は、英語圏の子どもたちよりも英語を知らな

い私たちが､どうして彼らが読むような子ども向けの絵本を読まずにきたのだろうと思い

ます。願わくばこのような画期的な授業概念が､英語を習い始めの学年にも浸透していけ

ばなあと思いました。素敵な時間をありがとうございました。 （学18）

○2ヶ月間楽しかったです－｡1回抽選で落ちてたので取るか迷ったんですが， とって良

かったです｡今後は長期計画で読み続けようと思います｡ありがとうございました。(学19）

○講義の時間（18:00～20:15）だけがただ1つの不満点。ふつうの総合科目の時間にやる

か土曜日を使うなどしてほしかった（学21）

○この授業を通じて多読の面白さを学ぶことができました｡ （学23）

○元々､読書が日本語でも苦手なので、どうしても「読まないと」という気がしてしまい

ますが、読み出すとCER1,2は、とても面白く、英語の本でもストーリー自体は楽しめる

本があるというコトを発見出来たことは良かったと思います。意地でも「めざせ100万語」

．･･と考えてますが･･･又、春にお会い出来れば｡ (社1）

○やった－18万語！はじめは､こんなに読めるとは思っていませんでした。 「10万語？」
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HappyReadingを後輩にも勧めたいですか(N=27)

麓1ぜひとも勧めたい

園'＃瞳3

園4

鰯5全く勧めたくない

i

I

’ 0% ’0％
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appyReadingは央詔
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3．アンケートの自由記述から

○授業をうけて、本当に楽しかったです。 2時間が毎回あっというまでした｡そして最初

に比べて自分の進歩にびっくり。特に英語が得意になったとかうまくなったとかではない

けれど､この前図書館でNewsweekを読んでみようと思った自分にビックリしましたdE.F

さんが、いつも家でテープを流しているというのを聞いて､私も少しですが、朝出かける

支度をするときとおふろのときは、ネイトザグレイ:ト (NatetheGreat)をかけてみまし

た。効果はわからないけれど、自分がこの授業のおかげでく英語たのしいな～と思えるよ

うになったのだけは、確かです｡卒業する前にこの授業に出会えてすご!く良かつたし、お

得な気分です。先生方、ありがとうございました！ （学2)i "_~/~F

○大学生活の残りがもっと長ければ､自分でもいろいろな本をよみたかったのですが、も

うあまり時間が残されていないので残念です。でも､時間ができたら少しずつでも読みた

いと思います｡ （学4注：この学生は4年生で卒業目前であった）

○とにかく読むことが楽:しく、簡単なものなので,サクサク進むことができ、ペーパーバ

ックも、この延長でとらえていけばいいんだなと思えました。英語だけでなくて、他の言

語でもやってみたいです｡ありがとうございました。 （学7） ”
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読了冊数と語数は、一番多く読んだ受講者でそれぞれ223冊、 216,273語、

一番少ない受講者でそれぞれ52冊、 27,725語であり、平均は112.7冊74,165

語となった。

2．授業の結果（アンケートより）

授業の最後にアンケートを行い､27件の回答を得た。

HappyReadingを体験して良かったですか(N=27)
｜

獅織手｜
園4

園5全く良くなかった｜

’
0 『 :
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営

英語の本を読むことは…(N=27)

■1とても楽だ

認2 ，

燃3 令
鬮4

蕊5とても大変だ
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最終日には読解力のテストを行い、シャドウイングのテストと合わせ、評価

を行った。冊数／語数について直接評価に反映させることはしなかった。

4．公開講座であるということ

今回の授業は筆者らが担当する初めての総合科目であり、公開講座であった。

アンケートやクラスジャーナルの記述などから、社会人の受講者が共に多読を

する姿は学生には大いに刺激になったらしいと考えられる。また、第2回目に

は100万語多読の提唱者である電気通信大学の酒井邦秀先生を迎えての講演が

あり、 この時にも多読を行っている近隣の社会人の方たちが参加されて自らの

体験を話したことなども彼らの学習意欲をかきたて、また、 この講座自体が何

か特別なものであるらしい、 と意識するようになったよ"うだ｡

Ⅳ、結果および今後の課題

1．読了冊数と語数

冊数と胃吾劉

】 I

巽
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ンの方が好きな学生もいるので、RoOkieReadersのシリーズを出す。こちらも

80冊ほどはあるdここまでで､だいたい1冊の語数が300語以上、読める学生

で1000語前後の本に手を伸ばすようになる。

この後は毎週少しずつレベルの高い本やシリーズ(語数の多いもの、基本語

彙の多いもの）を増やしながら学生の様子を見た。 このあたりから授業で持っ

て行く本だけでなく、図書館で本を借りて読むことも奨励した。茨城大学の図

書館にある本はおもにGradedReadersであり､高いレベルの本の割合が多い。

先に紹介したICanReadBooksはあるが、それ以外の初期段階で導入する児童

用のごく簡単で薄い本はほとんどないため、授業で持って行く本と図書館で借

りる本のバリエーションには違いがあることも伝えた。特に社会人の受講者に

とって、大学図書館の本を借り出せることは大きなメリットとなったようだっ

た。また、 この年の前期において岡山／上田が総合英語で担当した学生の一部

が再び多読の学習を希望して履修していた。これらの学生の中には以前からの

継続であるので、かなりレベルの高いものを読むものもいた。

2．多読の記録および教員の対応方法

受講者は｢読書記録手帳」（コスモピア）を購入し､』読んだ本をすべて記録し

ていった。どのような薄い本でも1冊とカウントした。後の受講者のアンケー

ト記述でも紹介するが、記録が増えていくことが励みになる、 と感じた学生は

多いようだ。

この多読の記録は受講者が授業に持って来るもので､今回の授業では毎度提

出させることはしなかった。かわりに、授業中に教員が個別に学生ひとりひと

りと毎時間読書記録を見ながら短い面談（アドバイスを与えたり、好きそうな

本を薦めたり、本の感想を互いに語り合うなど）を行い、記録にもサインをし

ていったb ここでのアドバイスは前向きなものを心がけ、学生の意欲を高める

こと、英語に対する抵抗感を払拭するようにつとめた｡また、多くは本につい

て語り合うことが多かったため、提供する本はつとめて読むようにしていると

いう教員の経験および態度は学生に影響を与えたようにも思われるし、実際に

そのような発言を学生の口から何度も聞いた。

ClassJournalとよばれるシートを作成し、毎授業ClassJournalにその日授

業で読んだ冊数と語数、授業外に読んで来た冊数と語数、シャドウイングの内

容と時間、そしてコメントを記入させた。 このコメントからも学生の意識の変

化やその時々の調子をつかむことができた。教員は短いメッセージを記入して

次の授業の最初に返却した。

3．成績評価
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しかし、授業の中でこの「多読（＋多聴)」のみを中心に据えて指導を行う

ことについてはほぼ未経験であった。また、今回は授業時間も未体験の2時間

15分という長さで1コマを行うこととなり、まとまった時間がとれるという

長所もある一方で、特に中盤以降学生が集中力を保つことができるのかどうか

という不安要素があった。

Ⅲ、授業の様子

1.使用する教材

上田と岡山が普段授業で使用している多読用の書籍をカートで運び、教室の

前方にシリーズごとに並べ、学生は好きなものを読む、 という形をとった。 10

回コースということで、本の導入においては、ある程度コントロールをした。

前章において「学習者の読みたいものを学習者の判断にゆだねる」ことが良い

と述べたが、それは多読がある程度どういうものか理解できてからのことであ

ると考えた。多読がどういうものか説明は受けたにせよ、 「とても楽に読めると

ころから」 と口で言っただけでは、たいていの大学生はPenguinReadersのレ

ベル1， 2あたりに手を伸ばすことであろうと思う。 しかし､このコースにお

いて、 「とても楽」なレベルとは、 「頭の中で一切日本語に訳すことなくすらす

ら読める」レベルのことである。最初からその読み方で読める学生はとても少

ないか全くいないと思われる。多読の授業は個人別に進めることが可能な学習

方法であるし､学習者の選択の自由があるものではあるが、教員側がどのよう

に読むべき本を（しかも学習者の読みたい気持ちを刺激しながら）紹介してい

くかで授業そのものは良くも悪くもなる。ただ本をどっと出してさあ時間いっ

ぱい読みなさい､ではないのだ。

第1回目－3回目あたりまではOxfordReadingneeの3，4またはLongman

LiteracyLandも同じく3， 4を中心に「簡単なものを日本語の本を読むような

スピードで」読むことを奨励した。 自ずと読む冊数も多く、この頃は1回の授

業で20，30冊ぐらい読んでしまう学生も出る。逆にいうとこの時期に簡単なも

のを多量に読んでいることがとても大切で、しっかりと簡単なものを馬鹿にせ

ず楽しみながら読めた学生はその後の伸びが大きい。 さまざまなバリエーショ

ン（他のシリーズや難易度の高いもの）がそろえてあるが、それらはこの時点

ではまだ学生に紹介しなかった。

4週目く、らいからORT4，5と並んでSteplntoReadingl､2や､ICanRead

BooksO､1などの英語圏の子ども向けLeveledReadersの簡単なものから紹介

していった。これらも、それぞれ50冊ぐらいずつはあるので、選択の幅は大き

く、学生は楽しみながら本を選んで読むことができる。また、 ノンフイクショ
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1.どのような多読授業を行うか

多読とは、目標言語によって書かれた本をなるべく多く長い時間読むことで、

Holisticにその言語に触れ､インプットを得ることがその一番の利点であると思

われる。その効果については「学術的読解力を高めるためには中心に据えるべ

きであり、レベルの合った多読を行うことは唯一で最良の方法」 とGrabeand

Stollerも述べている(2001)。しかし、従来日本の学校教育で行われてきた「多

読」とは、せいぜい「1学期間あるいは夏休みや冬休みの間に1冊か2冊の副読

本を読むこと」 （酒井・神田、2005）であった。これに対し、今回この総合科目

で取り入れた多読とは東京電気通信大学酒井邦秀が提唱し、によって広められ

つつある"StartwithSimpleStories''、 「段階的多読」または「100万語多読」

をさす。すなわち、 1） とても易しい英語の本から始め、徐々にレベルをあげ

ていく、 2）非常にたくさんの本を読むことを薦める多読学習方法である。

この学習法をすすめていくにあたっては､大きな三原則がかかげられている。a)

辞書は引かない、 b)わからないところはとばす、 c)つまらなくなったらそ

の本はやめる､の三原則である。 これにより、この「多読学習法」は｢楽しく

て辛くない英語読書法」 "readinggainwithOutreadingpain" (Dayand

Bumfbrd,1998) とも言える

上記の三原則については､学習者にと:ってわかりやすくこの学習方法を示し

たものであるが、より詳しく解説すれば以下のようになる。

a)辞書は引かない

辞書なしで判る、 自分の英語力にあったレベルの本を読むことを薦める

辞書をいちいち引くことで読書の流れを妨げないという利点もある

b)わからないところはとばす

わかるところをつなげて全体を理解する、ボトムアップではなくトップダ

ウンの読解をすすめる

推測などの読解ストラテジーを多用することにもつながる

c)つまらなくなったらその本はやめる

学習者にとって興味の持てる本を、学習者の意欲・意思によって選ぶ

2．導入までの経緯

今回この学習方法のみで授業を立ち上げる前に、担当者である上田・岡山は

それぞれ英語ERや総合英語の中で部分的に多読の指導法を取り入れてきた。

その内容について、一部は、大学教育研究開発センター年報第10号、 「」総合

英語プログラム全学導入と新たなる挑戦一茨城大学教養英語教育改革報告書

一などで報告してきている。そのため、 この学習法が履修を希望する学生に大

きな問題なく受け入れられるであろうことは予想できていた6
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総合科目における多読とシャドーイングの試み

－多読授業の実践内容一

上田敦子（大学教育センター）

2006年度後期において初めて筆者らが初めて開講･担当した総合科目 「簡単

な絵本からペーパーバックへ－100万語多読講座一Jという授業の概要と学生

の変化について、特に「多読」に内容を絞って報告する。なお、シャドーイン

グについては岡山陽子の報告を参照されたい｡ （文中の敬称略）

I .授業のあらまし

この授業は2006年度後学期に実施された教養科目であり、選択科目だったが、

同時に公開講座として学外にも公開され3名の社会人と1名の科目履修生（語

学留学生）が参加した。学生の受講生は、登録者は35名だったものの、最初か

ら授業に出席しなかった学生も多く、単位取得者は23名となった。

シラバスの要点は以下の通りである｡

1． 講座名：簡単な絵本からペーパーバックへ－100万語多読講座一．

2授業時間：火曜日18時から20時15分まで、10回の授業。

3． 担当教員：岡山陽子・上田敦子（ともに大学教育センター所属）

4． 対象受講生： 1年生以上全学共通。

5． 概要:この講座では、英米などの英語圏の子供用絵本・児童書や英語学習

者のために書かれた様々なGradedReadersを読み、さらに、ペーパーバッ

クなど10万語を読むことを目指す。その中でシャドーイングやリスニング

活動を積極的に導入｡授業内外で100時間のシャドーイングを行うことを

目標にする。そして多読と多聴の併用で、英語でのコミュニケーションに必

要な基礎能力と、 自立的学習能力を養うよう目指す。

6． 到達目標： 1．課外学習も含め、延べ10万語以上の英文を読む。 2．基

本語400～600語レベルの英文を、連続して1時間以上読み続けることがで

きる。 3．基本語400～600語レベルの英文を、毎分110語以上で読み、

概要を把握することができる。4．毎分100語程度で読み上げられる基本語

300～600語レベルの英文を70％以上の精度でシヤドーイングできる○

7． 評価：試験： （読解50％、シヤドーイング50％）

8. その他： 「読書記録手帳」を購入すること。

Ⅱ、多読(ExtensiveReadingについて）
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ネットでの音源も豊富になってきており、CDからもダウンロードできるので、

時間の限られた授業内では巻き戻しの時間は節約したいので、できれば、テー

プではないほうが効率よくシャドーイング活動を進められると思う6

参考文献

門田修平（2007)． 『シヤドーイングと音読の科学』東京：コスモピア．
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ング記録を明確に取れるようにしたい。

また、最終日に受講生アンケート(N=26)を実施したが、その結果からもシヤ

ドーイングの教材選択の問題点が明らかになった。

多読を経験して良かったかどうかを、 「経験してとても良かった」を5， 「全

く良くなかった」を1として尋ねたところ、平均して4． 8となった。一方で

シヤドーイングは4． 3だった。

多読を楽しいと思うかどうかを、 「とても楽しい」を5， 「とてもいやだ」を

1として尋ねたところ、平均で4． 1となった。 しかし、シヤドーイングに関

しては、平均が3．9となった。また、多読について「とても楽だ」を5， 「と

ても大変｣を1として尋ねたところ､平均は3． 4だったが、シヤドーイング

に関して、 「とても易しかった」を5， 「とても難しかった」を1として尋ねた

ところ、 2. 5が平均だった。

この結果を見る限り、多読に比較して受講者はシャドーイングを「より難し

い」 と感じているように思われる。つまり、今回の授業ではシャドーイング素

材の選択方法に問題があったのではないか。受講生全員に最初はMouseTales

を用意したので、全員がMouseTalesからシャドーイングを開始した。受講生

の様子を見ながら、シャドーイングが辛そうだ、 と思われる受講生には易しい

素材を提供した。 しかし、多読図書の提供の仕方を考えると難しい教材から始

めすぎたように思われる。多読では、ネイティブの幼児が最初に読む非常に易

しいものから読み始めている。それを考えれば、シャドーイングの素材も全受

講生が最初から易しいと思える素材で始めても良いのかと思う。前章で述べた

ように、田中深雪著の『英語リスニングの「基礎トレ」プロに教わる秘密のメ

ニュー』を用意していたにも関わらず、今回は使用しなかったが、果たしてそ

れが良い判断だったかどうかは今後の課題だと思う。今回は全員が同じ素材を

経験するということを前提にMouseTalesとNatetheGreatを用意しておいた

が、次回は、もっと易しいものから、難しいものまで、いろいろな素材を種類

を豊富に用意して各受講生が気持ち良くシャドーイングを行える素材を選択で

きるようにしたほうが良いのかもしれない、 と思えた。多読はすでに多くの人

たちの実践を通して素材のレベル分けがされており、教材選択・準備を比較的

たやすく行うことができた。それに比較してシャドーイング素材に関しては手

探り状態で、どの素材がどの受講者に適切なのか見極めるのが大変難しかった。

シャドーイング素材の選択方法は今後の課題である。

今回のクラスでは個人用のテープレコーダーを使用したが、テープ使用は頭

出しが大変だった点と電池の消耗の激しさから個別のCDプレイヤーのほうが

便利ではないか、あるいは、予算さえ許せば、MP3のようにインターネット

から音源を直接ダウンロードできるもののほうが良いかと思われる。インター
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章で、最後のアンケート結果とも併せて考えてみたい。

Ⅳ、結果および今後の課題

前述のようにシラバスには4点の到達目標が掲げられていたが、そのうち、

シヤドーイングに関しては、 「4°毎分100語程度で読み上げられる基本語300

～600語レベルの英文を70％以上の精度でシヤドーイングできる」 となってい

た。

最後の授業でシャドーイング試験として全員にシャドーイングを行ってもら

った。この試験では、受講生は、MOuseTalesまたはNatetheGreatを選択し

てシャドーイングを1分間行った。ただし、その1分間の箇所はどの箇所があ

たるかは試験時にならないと分からない、 という条件で行った。そのために、

その1分間で70％以上の精度でシヤドーイングができれば、以上の4．の目標

を達成したものと考えた。

受講生はひとりひとりヘッドホンをつけてシャドーイング試験を行った。受

講生は自分が選択した課題名を教員に述べ、教員はテープをかけた。従って、

ヘッドホンから流れてくる箇所はどの箇所かは聴くまで分からない。試験を受

けている受講生は聞こえてくる音をそのままシャドーイングをした。教員は、

ひとりひとりがシャドーイング試験をしている様子をビデオに撮影し、内容分

析が可能となるよう記録として残した。教員は同時に学生ひとりひとりのシャ

ドーイングを聴きながら、声の大きさ、 と、精度をチェックした｡今回は、 4

の目標は全員が達成できた。

しかし､ 「1分間で70％以上の精度でシャドーイング」を目標に掲げたことに

教員としては疑問点が残った。 「精度」を最初は目標にしていないので、最終目

標も何か別の目標を考えてもよいのかもしれない、 と思えた。

その他､シャドーイングの記録方法と教材の選択方法についての課題が残っ

た。

’まず、シャドーイングの記録方法について再考する必要があると思えた。多

読のほうは語数、冊数で記録を取ったが、今回はシヤドーイングについて記録

が明確にできなかった。概算すれば、一回平均20分のシヤドーイングを実施し

ており、 10回の授業だったので、200分のシャドーイングを平均としては実施

している｡しかし、受講生によっては、欠席した場合もあり、全員が200分を

行ったとはいえない。また、受講生によっては教室外でシャドーイングを行っ

ていた場合もあり、その記録方法は未だ確立できなかった｡読んだ時間（分数）

で記録するか語数で記録するか、など考慮をして次回の授業からはシャドーイ
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2回目には酒井邦秀の講演後の授業となり、酒井やすでに多読・シャドーイン

グを行っている社会人や教員が授業に参加し、受講生の指導を行ってくれた。

酒井の講演は大学内のみでなく一般市民にも公開したので、講演終了後の授業

見学にも20名近い参加者が残った。そのような中でも、受講生は淡々と多読を

し、シャドーイングを行っていた。 しかし、後に感想を読んだり聞いたりする

と、そのような多くの見学者の参加により、 自分たちの授業が大切なものだと

認識する受講生も多かったようだ。

三回目からの当該授業の基本的なスケジュールは以下の通りだった。

第1部：6時から7時15～20分位まで多読

第2部：7時半から8時15分までシヤドーイング

シャドーイングは､個人用の小さなテープレコーダー・CDプレイヤーを使用

して受講生がそれぞれのペースで行った。 CDは巻き戻す手間がないので便利

だった。

この授業ではシャドーイングを受講生が行っている際には､教員はひとりひ

とりを回り、シャドーイングを聴いた。 「大きな声で元気よく」を目標にしてい

たので、楽しそうに元気にやっているかどうか、をポイントに聴いて回った。

なるべく良い点を見つけほめることを基本にした。本人があまりに辛そうな場

合には易しい素材に代えて取り組んでもらった｡基本的にはテキストを一切見

ないほうが良いと受講生には話したが、それでは落ち着かないという受講生に

はテキストを見ても良いことにした。しかし、テキストを見ると、つまり字を

見ながらのシャドーイングだと、発音への日本語の影響が強くなる受講生が多

いようだった。

教材の選択の仕方は、受講生によって様々な方法を取った。初回は、全員に

MouseTalesを配布した。そこで実際にシャドーイングを行ってもらい､Mouse

Talesが難しいと思われる受講生にはICRからの素材を用意した。例えば、

Biscuit、OwlatHome、GrasshopperontheRoadなどのシャドーイングをし

てもらった。そして、それらの素材を経てからMouseTalesに戻った受講生も

いたし、 ICRの様々な素材に取り組んでいた受講生もいた。教員は素材の準備

をして、受講生にアドバイスをしつつ、素材の最終的な選択は受講生に任せた。

一方で、MouseTalesのシャドーイングは一回行っただけでNatetheGreatに

進む受講生もいた。また、Nateも一回シャドーイングを行い、インタビュー素

材のシャドーイングに取り組んだ受講生もいた。また、例えば、MouseThles

を何回も繰り返しシャドーイングを行う受講生も多かった。

以上のような受講生の様子を振り返ると、シャドーイング教材の選択方法が

今回の授業では問題だったのではないか、 と思われる。この点については、次
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Ⅲ、実践方法

筆者が2006年度後学期の当該授業でシヤドーイングを取り入れるまでにパ

イロットとして2005年後学期に、酒井のビデオを見てすぐに、シヤドーイング

を筆者が担当する英語授業に取り入れたd しかし、個別用の小型テープレコー

ダーが数台、音源も10種類程度だったために希望する学生のみに紹介するだけ

で終わった。従って、多くの学生はテープに触れることが無く終わってしまっ

た。そこで、今回の授業用にはクラス人数分の小型テープレコーダーと音源を

用意した。

音源としては全員用として以下のものを用意した。

①MouSeTalesAudioCollection(CD)

②NatetheGreatCollectedStories(Thpe)

③田中深雪著『英語リスニングの「基礎トレ｣プロに教わる秘密のメニュー』

その他に､MagicnfeeHouseCollection(CD)や､ICR(ICanReadシリーズ）

からの音源（例えば、Biscuit､OwlatHome、 GrasshoPperontheROad)や

インタビュー素材(DanielRadcliffe&EmmaWatson, <平均スピード

nOrmal220wpm, slOwl83Wpm>、DenzelWashington, <平均スピード

normall85wpm,slowl53wpm>、玉井健編著『英語シヤドーイング映画スタ

ー編、Vo1.1』コスモピア、2004年より）を用意したb田中の本にはCDがつい

ており、初心者が無理なくシャドーイングを練習できる素材が用意されていた。

以前の授業ではこの素材を使用してシャドーイングをクラスで導入していたの

で購入したが結局、当該授業では最初からMouseTalesに入り、田中のテキス

トは一切使用しなかった。

授業で受講生が行ったのは、主として多読とシャドーイングである。受講生

は「クラスジャーナル｣ と名付けた記録用紙を毎回書いて提出していた。その

｢クラスジャーナル」には読んだ本の冊数､語数、 と共に、クラスへの「感想」

を書く欄があり、受講生は自由にコメントを書いていた｡また、この授業での

教育言語は日本語だった。

授業は一回が2時間15分だったので、前半は多読に、後半をシヤドーイング

にあてることにした。ただし、シャドーイングをいきなり 1時間も行うのは受

講生にとって大変だと思われたので、最初は準備なども含めて30分を目安とし

た。

初回の授業では読書スピードを測るテストを行ったので、結局、シャドーイ

ングに十分な時間が取れず、 20分程度で終わってしまった。
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上手に、まるでテキストを読んでいるネイティブのように暗詞したり、言えた

りする学生も多かった。 しかし、別のテキストを読んでもらうと元の日本語式

の発音に戻ってしまう学生も多かった。

試行錯誤しているうちにシャドーイング関連のテキストも出版され、いろい

ろ試してはみたが､なかなか思うような成果が上がらなかった。学生にあまり

苦労させずに、かつ、効果が上がる発音練習が出来る方法はないものかと考え

ていたところ､2005年9月に開催された社会人向けのシヤドーイング勉強会で、

酒井邦秀が､ある学生がシャドーイングを行っている様子を映したビデオを公

開した。そのビデオに出演していた学生は、関東圏にある理科系の某大学の学

生で元々英語が得意だという学生ではない、 ということだったが、ネイティブ

に近い発音でシャドーイングを行っていた。それも驚きだったが、更に衝撃的

だったのは、初見だという英語圏の子供用に書かれた本をほぼネイティブに近

い発音で読んでいた｡酒井によれば、その学生は、 5月頃から、毎週2時間程

度シャドーイングを続けて行ってきて、 15回位行った頃のビデオだということ

だった。後に、 この学生と会う機会があって尋ねたところ、酒井のところへ行

ったときだけではなく、 自分でも一生懸命練習をしていたそうだ。 しかし、 ど

れほど本人が一生懸命練習していたとしても、 日本で、すでに20歳近くになっ

ている青年がネイティブに近い発音を習得している、 ということが驚きだった。

この学生の練習方法は、ただ、テープをそのまま繰り返すだけだとのことだ

った｡テキストは見ない｡音を繰り返す｡酒井がその学生に言ってきたのは、 「1．

耳障りな音があってもそのまま繰り返す。 2．元気よく真似をする」 という2

点だという。

しかし、それだけでは教え方が分からず、酒井の授業を見学に行った。酒井

クラスではほとんどの学生は最初、多読を行っていたが、最初から､:あるいは､

途中からシャドーイングを始めた学生が数人いた｡シャドーイングを始めた学

生は、各自が個人用のCDプレイヤーを抱え、ヘッドフォンないしはイヤホン

を付けて、教室の外でぶつぶつやっていた。テキストは見ずに音だけを聞いて

繰り返していた。これらの学生はすでに酒井多読クラスに半期または1年以上

出席済みだとのことだった。酒井はそれらの学生のところへ行って､ひとりひ

とり聴いて発音の仕方に注意を与えていた。どのような内容の注意を与えてい

たかはその際には聞き取れず聞き逃した。 （この注意の与え方を聞いておくべき

だった、 と、後に授業を開始してから悔やんだ)6学生の様子を見る限り、楽し

そうにシャドーイングを行っており、これならば自分の授業でも取り入れられ

るかもしれない、 と思えたので、酒井方式のシヤドーイングを自分の授業で取

り入れることにした。
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シャドーイングという言葉とその練習方法については、筆者は国際基督教大

学の同時通訳クラスで斎藤美津子に教わった。同時通訳の訓練の一番初歩的な

もので、テープで流れてくる英語または日本語のスピーチを聴きながら繰り返

す、 というものであった。つまり、シャドー、影、であり、影のように、テー

プの音についていくものだった。同時通訳訓練のクラスでは、そのまま正確に

繰り返すことが求められていたように思うが、当時は学生でもあり、授業の記

録を取っておらず正確なことは述べることができない。

その後、筆者が英語を教えるようになり、シャドーイングをクラスで取り入

れてきた。その際、シャドーイングは単純に音が語学学習の基礎であり、不可

欠である、 との筆者自身の学習体験に基づくものであった。その後、英語教育

界で、シヤドーイングへの関心が高まりシャドーイングに関する本が出版され

た（例えば、烏飼、2003年；門田・玉井､2004年；田中、2004年)。そのよう

な中で、門田修平はシャドーイングについて「聞こえてくる音声を、遅れない

ように、できるだけ即座に声に出して繰り返しながら、そっとついていくこと」

と述べている （門田・玉井、 2004年、 p.16)。また、シヤドーイングが「学習

者の内的な言語獲得装置を活性化・促進させる」ことをデータに基づき門田は

述べている（門田、2007年､ p.252など)。

筆者が1990年代に関東圏の私立大学で教えていたときには、テープを聴いて

もらうことが主要な目的で以下のようにしてシャドーイングを授業に取り入れ

ていた。当時、シャドーイングを取り入れる前は、テキストを読んで音読する、

という課題を与えていたが、学生はほとんどテープを聴いてこなかった。 自分

で適当に読んでも課題をクリアできると考える学生が多く、それではテープを

聴いてもらって耳を慣らし英語音に触れてもらう、 という当初の目的が叶えら

れないために、学生時代に教わったシャドーイングを思い出し課題とした。

1． テキストを指定。長さはせいぜい600語程度。ほとんどの場合、教科書

に使用していたテキストから一章分を指定した。

2． そのテキストを見ながら、テープを聴いてテープを真似して読む。

3． テキストなしで、テープのみを聴いてシャドーイング。

この3段階を課して、 3番目の段階で学生ひとりひとりに発表してもらった。

この3番目の段階では、シャドーイングだけではなく、暗謂をクラス全体の前

で行ってもらったこともあった。テキストー章分が無理ならば、ひとつのパラ

グラフだけでも良い、 ということで行ったこともあった。このとき使用したテ

キストの内容は英字新聞の経済記事を使ったもので単語は経済関係の専門用語

が多いものだった。学生は一生懸命練習して、その結果、練習したテキストは

－372－



総合科目における多読とシャドーイングの試み

－シャドーイングの実施について－

岡山陽子（大学教育センター)

この小稿では、総合科目「簡単な絵本からペーパーバックへ－100万語多読

講座一｣．という授業の中で取り入れたシャドーイングについて報告をしたい｡

なお、多読については上田敦子の報告を参照されたい。 （文中の敬称略）

I .授業の概要

この授業は2006年度後学期に実施された教養科目であり、選択科目だったが、

同時に公開講座として学外にも公開され3名の社会人と1名の科目履修生; (留

学生）が参加した｡学生の受講生は､登録者は35名だったものの、最初から授

業に出席しなかった学生も多く、単位取得者は23名となった｡

シラバスの要点は以下の通りである｡

11． 講座名：簡単な絵本からペーパーバックへ－100万語多読講座一

2． 授業時間：火曜日18時から20時15分まで、10回の授業6

3． 担当教員は2名。 （上田敦子･岡山陽子）

4． 対象受講生： 1年生以上全学共通。

5． 概要：この講座では、英米などの英語圏の子供用絵本・児童書や英語学習

者のために書かれた様々なGradedReadersを読み、さらに、ペーパーバッ

クなど10万語を読むことを目指す。その中でシャドーイングやリスニング

活動を積極的に導入。授業内外で100時間のシャドーイングを行うことを

目標にする。そして多読と多聴の併用で、英語でのコミュニケーションに必

要な基礎能力と、 自立的学習能力を養うよう目指す。

6． ：到達目標： 1．課外学習も含め､延べ10万語以上の英文を読む。 2．基

本語400～600語レベルの英文を、連続して1時間以上読み続けることがで

きる。 3．基本語400～600語レベルの英文を、毎分110語以上で読み､

概要を把握することができる。4．毎分100語程度で読み上げられる基本語

300～600語レベルの英文を70％以上の精度でシヤドーイングできる。

7. 評価：試験： （読解50％、シヤドーイング50％）

8． その他： 「読書記録手帳」を購入すること。

Ⅱ、シャドーイングを授業に取り入れるまで
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MoreieqUentqUestionmgoftheaudienceshOuldbeagoalfbrpresentationsnextyearb

Conclusion\

Throughthecourse,accordmgtomyobservations,thesmdemsweremoreseriousm

prepa血gfbrpresentationsandmadebetterpresemationsthanbefbre.AsthisiSjustan

observationbyasoleinstructorjitcannotbetheorizedyet.Howevel;itisqUitetruethat

thesmdentsCangivebetterpresentationsaftermorepracticeifoutlinedclearlystepby

step.ItishnportaantfbrthemstmctortoprovidechancesfbrpracticetohelPmakethem

successfill.:This,mtum,makes itmoreworthwhiletospendextraclass$timeon

creatmggfoup-to-gfouppresentations｡

i｣Besides,itseemsthatpeerassessmemisessentialfbrthesmdentstoconsider,1heir

prqjectsmore. Iaskedthesmdentstowritecommentsaftertheirpresemationandl

fbundthatquiteafeW'smdentsdidcarewhatpeershadsaidaboutlheirpresemations.

:ThereareSOmepomtswhichneedtobeimproved,:andtheywill!beanalyzedand

enhancedintheupcomingacademiCyeamlntheftlture, Iwouldliketodwellonthe

smdentRvoicesbasedontheimerviewsand/orqUestionnairesthatwerenotpossible

thisyear.InthiswayjamoreprecisereportwillbegivenonthepresentationprQjectin

Level4classesinthefUture.

ノ
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experiencedtopicchoosing/decidmgprocessesandwritinganoutlmefbrthemid-tenn

preSentation, itwasquitesmoothcomparedtomid-tennpresentation.APowerPo加／

Prese"""o"P"""j"gMeerwasdistributed(Appendix3).Heretheinstructionon

researchqUestions,methodsandreferencesweremade.Thesmdentswererequiredto

hnkofthesefbrtheassignment. ､ : 『 、 ゞ “

t: !hthenextclass, ;PoweyPoMPFEFe""""P"""加g肋eaAh2(Appendix4)waS

distributCdmtheclass.ThesmdentsmledintheSheetwhilediscussingtheirplanfbr
theirpresentation． … ‘

F Tbmakeaplanfbrthepresentation,acomputerroomwithlntemetacCess:wasused.

Thus,discussingtheirpresentationtopics, theycouldresearchtheirtopics.AIso§ ､,the

mstructor,gayeademonstrationon:howtousePOwerPointsothatall :thesmdents

becamealittlemorefamiliarwithPowerPointsoftwarethanbefbre. :Oncetheyhad

leamedhowtoUseit, !theywereVeryquicktomastervariousskillsofPowerPoimsO

that;40to50minuteSwereenoughtOdemonstratePowerPoimusagaAs"層fbrthat,

smdentswereaskedtoworkonthepresentationprQjectasanassignment.HoweverB

theydidnothavetimetogettogethermthecomputerroomwhile_thelatterwas

aVailable,sothatextratimeperiodSmthecomputerroomhadto:besharedwithtowolk

ontheirresearchandfbrcreatingtheirpresentation. ： ￥ ‘ ‘

Then,Wehadagoup-to-grouppresemationsessionmthecomputerroom.Each

grouphadonecomputermwhichthePowerPomtpresentationofthegroupwassetup

toshowtotheothergroup・LiStenersofthepresemationshadtoaskatleastone

qUestiontothepresenterssimilartothend-tennpresentation.Eachgouphadpeer

assessmenthfomthemembersoftheothergroup・Throughthisgroup-to-groupSession,

thesmdentswereabletoleamhowwelltheirPowerPointslideshadwolkedandiftheir

speechwasgoodenoughtoexplamtheirslides.Whenlsawtheirpresentationsmfifont

oftheclass,thisseemedaverygoodwayfbrthesmdemstobecomemoreseriousin

givmgapresentationandgettmgreadyfbraclassroompresentation.Theirpresentations

weremuchbetter-preparedcomparedwiththeonesofthefbnnersemesterwhenthere

werenogroup-to-gFouppresentations.

Theaudiencewas, again, askedtofillmtheassessmentsheet. (Appendix5).

Accordingtothesmdents,thisfbnnwasnotappropriatefbrthemtofillin.Itwashard

fbrthelistenerstoevaluateallthefactorsineach4-5minutepresentation・Onlyafew

smdentsaskedquestionsafterpresentationsthistimaWhenthetopicwasdifficult,

noneofthemaskedqUestions.Asthepresentationwasdoneinfontoftheclass, the

smdemswerehesitantaboutaskingquestions.Eventhoughtheydidaskquestions

duringthegoup-to-groupsessions, theymayhavelackedconfidencemthemselves.
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Finalpresentation

Form:Five-mnutepreSentationwithoutnotes

TbPic:SocialissueproblemchosenbymembersofeachgrouP

Purposes:

1.TbbemoreconfidentinspeakinginEnglishwithoutnoteSinffontoftheclass.

2． Tbbemorefamiliarwiththeorganizationofaspeech"

3. TbbemorefamiliarWithagrouppresentationusmgvisualaids. 、

Students'goals:

l. TbSpeakclearlyandloudlyb

2. TbmakeeyecontactwiththeaUdience.

3. Tbgiveafive-minutepresentationwithvisualaids.

4.IbenjoyspontaneouSquestion-and-answersessionsafterpresentations. …

5. TbsUbmita500-wordessaywithanintroduCtion,bodyjandconclusiononthetopic

ofpresentation; :

Practiceprocess:

Planning:

l.Smdentsweredividedmtogroupsof3to4¥

2. Eachgoupselectedatopiconsocialissues. ~;

3.EachgroupdecidedhOweachmemberwouldparticipateasagroupmember.

4Eachgroupdecidedsubtitlesfbreachmembem

5.EachgoupwroteanoutlineofthepresentatiOnwithkeywords.

6. PowerPointwasrecommendedtousefbreachpresentation.

7. EachgoupmembermadeslidesviaPowerPointandgotreadyfbrafive-minute

presentation.

Practice:

1. In-grouppresentation

2． Group-to-gouppresentation

3. In-classpresentation

Forthefinalpresentation,IaskedthesmdemstOuSePowerPoint.Forthispresentation,

theyhadtoselectaofsocialissuemcurrentsocietyasatopic"

Inordertomakegroups,thistime,Iaskedthesmdentswhatkindoftopicsthey

wereinterestedm.Inthenextclass,Iselectedtitlesthatsmdentshadwrittenandlisted

themontheblackboard.Smdentssigledupunderthetopictheywereinterestedm・ In

thiswayj theclasswasdividedintogroups,butsomegPoupsstillhadahardtimeto

decideontopicsbefbremakinganoutlineofthepresentation.Astheyhadalready
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wasnotenoughtimetofillmsomanyqUestions・Itherefbrehadtolimitthenumberof

qUestions. Besides, itwashardfbr the liStener towritecomments after each

presentation.

Whenonegoupfinishedtheirpresentation,eachlistenerhadtoaskatleastone

question.WhileobservmgtheclasS,themstructorfbundthatthesmdentswereasking

qUestionsquitespontaneouslyandlhatthepresenterswereansweringthequestions

withoutmuchhesitation.nseemedthatitwaseasierfbrthesmdents tohavea

spomaneoUsquestion-and-answersessionwithoutanypreparationinsmallgroups.

Afterbothgfoupsfinishedtheirpresentations,theyexchangedtheirasSessmentsheets

andthesmdentswereaskedtohnprovetheirpresentationsaccordmgtothecomnemS

madebythemembersoftheothergouPW

WhilegivmgagrOup-to-goUppresemation,manySmdentswerestillreadingtheir

noteswheretheyhadwrittensentencesfbrtheirpresentations.TheywereaskedtoavOid

lookingatthenoteswhentheyweregivingapresentationinffontoftheClass.

Thenwehadthepresentationtmeinthenextclass.EachsmdentholdingaPoster

gaveapresentationinfrontoftheclass.However;thisstylewasnotthebestjassome

smdentsheldtheirnotesbehindthepostertOcheatwith.IneedtOsOlvethisproblemm

thefiltureclasses.Attheendofeachgrouppresentation, thegfoupmembersaSkedthe

flooriftheyhadanyqUestions.Thistime,thereweresomeqUestionSbuttheaudience

askedtheqUestionslessfifeqUemlyjeventhoughtherewasactiveqUestioningduringthe

postersession.ThereneedstObesOme;improVementfbrthe:commgentQuestionand

Answersessionaftereachpresentationmtheclass. ， ~

Theaudiencewas requiredtowriteasimlarassessment sheetasinthe

gPoup-to-gouppresentationbefbre.Tbthisend,Iusuallyprintl50copieSOfthePeer

assessmentsheetineveryclassaseachsmdentneedsthenumberofcopiesfbreach

group.AfterallthepresentationswereoVer;asseSsmemsheets廿omallthesmdents

werecollectedanddistributedtoeachgoup.hthisway;thepresenterSreCeivedPeer

reviewsheetshomothersmdentsintheclass.Somesmdentswereveryseveremtheir

evaluationandcommentswhileotherswerelenient・Accordmgtotheircomments

writtenintheirclassjoumals,itwasgoOdfbrthepresemerstoreceiveassessmentfiFom

peers・ManysmdemswrotethatitwasgoodtOreceive'cOmmentshomtheirpeersso

thattheycOuldflndoutwhattheyhaddonewellandwheretheyneededtoimproVe.
' b ,

、 ForthemstruCtortoassesSj theassessmentsheetcreatedbyafbnnerLeVel"4

coordmator;KoichiAno(Appendix2)wasused.meinstruCtorevalUatedthesmdents

WhiletheyweregivmgapresentatiOn． ~
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classes,posterpresemationswereimplememed.Eachsmdemmadeaposteronabig

whitesheetofpaper(=gzりﾉOSﾙi).

Whenmakinggfoups, itwasimportanttomakeevennumberofgoupsmeach

class・ Inagroup-to-grouppresentation,twogroupsmakeapairandeachgroupgivesa

presemationtotheothergPoup. 'Ibmakegfoups, theinstructorpreparedplaymgcards

andhadthesmdemschooseacard.Inthisway>themstructOrcouldshowtOthesmdems

thatthemembersofthegfoupsweredecidedSpontaneouslybytheinstructorb ltwas

alsOgoodfbrSmdentstoworkwithandgettoknownewpeopleintheclass.

DMngthefirstmeetmg,thegroupswerereqUiredtodecideOnthetopicandkey

wordSofeachgFouppresentation.Theyhadadiscussiontoselectthetopicfbreach

groupandtolhinkOftheorganizationofthepresemation; introductionlbodyand

conclusion.Thentheywrotetheoutlineandthesubtitleofeachsmdentonlile

presentationplannmgsheet,whichtheysubmittedattheendoftheclassmeetmg・

Somegroupmembershadtoogeneralatopicthattheywouldneverbeabletotalk

aboutm3minutes. Insuchacase,themstructorsuggestedthattheynalTowdownthe

topictobeabletomanageathree¥minutepresentationlnthenextclass, 15minutes

weregiventodiScussthetopicsmeachgoup.Thenthemstructorprovidedeach

smdemwithawhitesheetofpapertomakeaposterfbrthepresemation. Inaddition,

smdentsfilledmafbnnfbrtheoutlineofeachpresentationwiththekeywords.~

Inthenextclass,wehadagFoup-to-grouppresentationsession.Inhssession,each

groupgaveapresentationtotheothergroup.Befbrethissemester,Ihadneverdonea

group-to-gPoupsessioninclass,andhadreqUhedthesmdemstopracticebythemselveS.

Howev"itseemedthatsomesmdemsdidnotpracticeordidnotknOwhowtopractice

bythemselves・Therefbre,itwasimportanttohavean"authentic"practicebefbrethe

presentationsm丘ontOftheclaSs& IftheaudienceissmallerjthepresemerwiUbeless

nervous,andmoreoverj thelistenermaybeconfidentenoughtoask:qUestions

spontaneouslyafterthepresentation・Whileplanning,Iwantedeachgrouptohavethree

differentgoup-to-grouppresentations,butmtheacmalclass,IdidnothaVesufficient

time・Whatldidwas,firstofall,therewastmefbrthein-gfouppresemation: Iletthe

smdemspracticemfinmoftheirgroupmembers.Then,Iaskedeachgrouptogivethe

presentationtome・Atthattime,Iwascountmgthetmeofeachpresentation, letting

themnoticehowmuchtheycouldtalkmthreeminutes.Thentwogoupsmadepairs

andstartedgoup-to-groupPreSemations.Thegroupmemberslisteningtotheother

grouphadanassessmentsheettoevaluatetheOthergfoUp'Spresentation(APpendixl).

Afterusmgthefbnn,IfbundthatlneededtOimprovethiSassessmentsheet・Therewere

toomanyqUestionstofill:mAseachpresentationwasonlythreeminuteslong,there
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Whenoneminutehadpassed& Inthispresentation, theinstructordidnotstopthe

presenterifhe/shecontinuedspeakingmorethanoneminUte.ItWascertainthatthey
wouldstopsoonerorlatersoitwasnotabigissuetostopthem'inaminute. "

Mid-termPreSentation

Form:'Three-minUteposterpresentationwithoutnotes

Tbpic:Anytopicthatmembersofeachgm叩havedecidedoni

Purposes: ：

L:TbbemoreconfidentinspeakinginEnglishwithnotesin廿ontoftheclass・

2.Tbbemorehniliarwiththeorgamzationofaspeech

34 Tbbefamiliarwithagrouppresentationwithvisualaids.: 、

StudentWgoals: 『 i ,

1． TbspeakclearlyinaloudvoiCe.… ，

2Tbmakeeyecontactwiththeaudience・ ， 〉 ‘ ” ‘

3.…Tbgiveathree-minutePresentationwithviSualaids : :¥~: """: " ,~

4. TbenjOyaspontaneousquestionandanswersessionafterthepresentationず ゞ

56 !Tbsubmita300-wordessaywithanintroduction,bodyjandconclusiononthetopic

ofpresentation.

Practiceprocess:

Planning;

1.Smdents:weredividedmogoupsof3to4People.

2.Eachgoupselectedthetopicoftheirpreference.

3. EachgfoupdecidedhoweachmemberwouldparticipateasagroUpmember.

4.:Eachgroupdecidedonsubtitlesfbreachmember.

5． EaChgPoupwroteanoutlmeofthepreSentationwithkeywords.

6. Eachgoupmembermadeaposterandgotreadyfbrathree-mnutepresemation.
Practice:

l. In-grouppresentation

2"Group-to-grouppresemationK

3.3:h-classpresemation

Forthemid=tennpresemation,postersessionswerescheduledfbrthefirstsemesterof

2006.Mypartnerteacherfbroneofmyclasses,JoyceCunningham,heard廿omlhe

teachers;RobertBettsandNorikoNagai,whohadtaughtLevel3classesthattheyhad

veryeffectivepOsterpresentationsintheirLevel3claSseSmthelastsemestersothat:we

decidedtouseposterpresentationsfbrthemid-tennpresentations.hallmyLevel4
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Smdentswereaskedtomakeaone-mnutespeechtoapartner・ ：

In-grouppresemation:SmdentsgaveasPeechinagoup.

Nextclass,smdentsgaveaone-minutespeechm廿ontoftheclass.

●
●
●

３
４
５

Inthebeginningofthesemester, thefirstpresentationwasimplementedintheclass.

SmdemswerereqUiredtogiveaonegminutetalkinffontOftheclass:Thetopicwas

6GMyfavoritethmg(s)."AsthePurposesofthispresentationwerel)tobeconfidentin

speakinginEnglishwithoutnotesin廿Omoftheclass,and2)tobefamiliarwiththe

organizationofaspeech,仇etopicwasverysimpleandeasyfbrsmdentstomake

withoutcausmgwonyregardingthecontent・ThesmdentsweretoldtocOncentrateon

twoskills:onewas‘1oudness"andtheother"eyecontact､雫Thesetwo』pomtsarethe

mostdifficultfbrmanysmdentssothat伽sisimportanttOpracticefiFomthebeginning’

Inordertomakethespeech,eachsmdentwasaskedtomlinawolksheetwiththekey

wordsofhis/herownspeech. . f.: ； ； ル ：

Eachpresemerwasrequiredtobeginthespeechwithsomekindofgreetmgand

selfintroductionaSlistenerswerereqUiredtofill intheir:own-wolksheetwiththe

fbllowmghreepoms:presenter'sname,keywordsofeachpresentation,andcomments

abouteachpresemationASthisspeechwaSonlyfbraminute, itwassometimeShard

fbrthelistenerstowritedownthethreepoints.Consequentlyjitwasnecessaryfbrthe

instructortobecarefillofthetmingwhencallingthenextpresenterjthatis,notbetoo

hastysincelistenersneededtimetowritedownthehreepoms.However,itwasgood

fbrthesmdentstojotthesedownsinceitkepttheirfbcusonthepresentations. InthiS

wayD theyhadtoconcentrateonthepresentationsandlearnedhomtheir･peerr

presemations． 、 ： ' 、 ：

Befbremakingtheirpresentations,smdentswerereqUiredtodOalotofpracticem

theclass・Firstofall, theywrotekeywordSfbrtheirspeechandallofthemgavea

speechonthesamedaybThemstructorstoodmhontoftheclassandmdicatedwhen

oneminutewasupsothatthesmdentswouldknoWhowlongCcaone-minutespeech''

waS・Thenthesmdemsmadeaspeechtowardstheinstructor.Iaskedtherntolookatme

andtry:tomakeeyecontactwithme.#AcmallyitWashardtOmakeeyecontactwithall

35smdentSatthesametime,butlmed・Then,Iputthemimopairs.Theymadea

speechtoapartner.AnotherdayうIaskedthemtomakeaspeechinagPoupof3to4

smdents.Onthedayofthepresentationぅ:Ihadthempracticeagam:makingaspeeChto

themstmctolBandtoapartner.Fmallylaskedthemtogiveaspeechmffomofthe

class. ：… ； ： ， ， ： ． ‘

Theinstructorhadatimerandcoumedoneminutesothe.smdemswouldknow
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PresentationPlannmginLevel4ClassesoflntegratedEnglishProgfam

YokoOkayama

UmversityEducationCenter

Introduction

OneOffinalgoalsofLevel4classesoflntegfatedEnglishProgam(肥P)m2006was

"togiveafive-minutepresemationononeofthesocialissuesofcurrentsociety"The

cumculumofLevel4intheacademicyearof2006coursewasplannedfbrthesmdents

tobeabletoattainthisgoalwithlessanxietyasaresultofgaimngskillsinbothEnglish

andpresentations.

Variousactivitieswereplannedinthecumculumsuchasdailyconversation

practice,writingshort essays, paragraphreadmgandsoon.Amongthese, three

presentationswerescheduledfbrthesmdentstobefamiliarwithpresentationskillsm

English.Inthispaper,thesethreepresentationsarefbcusedonandtheirfbnns,purposes,

smdents'goals,processesofpractices, andtheresultsofthepresentationswillbe

describedbasedonwhatthewriterhadexperiencedmherLevel4classesinthefall

semesterof2006.ThewriterofthispaperwasaLevel4coordinatorandaninstructor

of4Level4classes,andwilldescribeWhatshehaddoneinherclasses.

ThefirstPresentation

Form:One-minutespeechwithoutnotes

Tbpic:Myfavoritething(s)

PulposeS:

1. TbbeconfidentinspeakingmEnglishwithoutnotesinffontoftheclass.

2. Tbbefamiliarwiththeorganizationofaspeech

Smdentggoals:

1. Tbspeakmaloudvoice.

2. Tbmakeeyecontactwiththeclass

Practiceprocess:

Planning:Smdentswereaskedtofillmawolksheetwithkeywordsfbreachpartofthe

ccIntro血ction,BodyandConclusion''ofthespeech.

Practice:

1. Smdentswereassignedtopracticeaone-minutespeechwiththewolksheet.

2.血theclass,smdentswereaskedtomakeaone-minutespeechand,atthesametime,

standupandfacetowardstheinstructor.Theinstmctorcountedonemmuteandtried

tolookateachSmdent.
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(2)iモードでの授業を実施（平成19年4月25

日)．

③樋口陽一､『国法学人権原論附副』､有斐閣、
2007年

(4)2007年4月19日午後15時から開催された

関西大学主催のミヒァエル･クレップファー教授
『ドイツ環境法典の編蟇プロジェクト』講演会で

の吉田栄司のクレップフアー教授の紹介b

⑤Zippeljus/WUrttenberger;DeutshesStaatsrec
ht31.AunageMImchen, 2007の構成に倣う。
⑥現在､大藤君は茨城大学大学院教育学研究科

を修了し,中央大学大学院文学研究科博士後期課

程西洋史学専攻（阪口研究室）に在学中．

(7)佃餅目対主義を採用し，序列をつけること自

体がナンセンスと批判することも可能．

ではあるまいし､互いに自分を｢正義の味方」と

し､それに同調しないものを｢悪魔の使い」と罵

り合い殺しあうことほど悲惨なことはありませ

ん(號司:三木鶏郎

))．http:Wwwtetsujin28.tv/toP.html

かくして､ホッブズはなによりもまず侵略戦争

も内戦もない平和主義こそが国民主権及び基本

的人権の尊重に優先することになりました｡とこ

ろで､聖書をお読みになった人ならばご存知のこ

とと思いますが､リヴァイアサンもビヒモスも旧

約聖書に出てくる怪獣(フランツ・ノイマン『ビ

ヒモスーナチズムの構造と実際一」(みすず書房

1963)p.1によれば、ユダヤの終末論においてビ
ヒモスとリヴァイアサンは二つの怪獣で､ビヒモ

スは陸を、リヴァイアサンは海を支配し､前者は

雄、後者は牝であるとされている)のことですb

ちなみに、リヴァイアサンは海の怪獣であり、ビ

ヒモスは陸の怪獣です(特に、 リヴァイアサンは

『ヨブ記｣において神様が千年王国実現の際に千

年の饗祭の食べ物として与えるとされた怪獣で

す)。このことから、ホッブズが「大陸からの国

家侵略戦争､すなわち海からの戦争]の恐'布を｢リ

ヴァイアサン」で描き出し、 「同じ国民が信じて

いる宗教の宗派が違うからといって殺し合いを

続ける内乱」を『ビヒモス』で描き出したのはま

さに的をえたタイトルの付け方だと思います6付

言するならば､デビット･フインチャー監督の『セ

ブン」

【参考文献一覧】

樋口陽一、 『国法学人権原論肺訓｣、有斐閣、

264頁、2007年

Thomas.HObbes,Behemoth,ortheLong

Pa血ament,O】曲rd,1688院訳なし)。
茨城大学大判謹情学研与靜編、 『AUmqUe

Guide茨城大学大判完GUIDE－もっと識り

たい大判完を歩く路一｣、茨城大学、2006年

フランツ・ノイマン『ピヒモスーナチズムの構造

と実際-Jみすず書房、 1963年

Zippehus/WUrttenbergex;DeutshesStaatsrecht
31AunageMLmchen, 2007

ttp:Wwwallcinema.netm1℃鄭shoWc.php?nu

mc=28593)､アニメの『鋼の錬金侃而」

あ町uare~el皿x･CO､1p/na貝arE

るいはマンガの『ピルグリム・イェーガー』

httI%"wwlal.血n.omipﾉｰtowmnRrimilindex

s.html)などで有名になった七つの大罪のうち、

リヴァイアサンは｢大食｣の罪を司り、ピヒモス

は「嫉妬」の罪を司るとされていますbまさに、

他国を貧欲に鯨呑しようとする侵略戦争を『リヴ

ァイアサン｣で描き出し、自分のみが正しいとい

う考えの深層に横たわる､フロイト流に言えば他

者への｢嫉妬｣から生じる内乱を『ビヒモス」で

描き出したトマス・ホッブズは17世紀の思想的

巨人と評価することができるのではないでしょ

うか?(以下，次号に続く）

(1)茨城大学大学院教育学研究科編、 『AUmqUe

Guide茨城大学大学院GUIDE－もっと識り

たい大学院を歩く路一｣､茨城大学､48頁､2006

年
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世紀のイングランドの歴史を概観することにし

ましょう｡この講義はイングランド史の時間では

ないので、具体的な年代はあえて書きませんが、

ホッブズが生まれたのはイングランドがスペイ

ンの無敵艦隊(アルマタツによって国家の存亡の

危機に陥っていた時代(1587)と重なりますbまさ

に､彼は外敵による国家の平和の破壊という恐'布

をトラウマにして育ってきたのでした｡この危機

はホーキンス(JohnHawkynsl532~95)及びド
レイク価ancisDrakel543/45~96)らの活躍に

よって退けることができましたが､かりにイング

ランドがスペインに価Rされていたらどうなっ

ていたでしょうか?おそらく、アングリカン・チ

ャーチを信仰するイングランド人の国民主権や

基本的人権の尊重などは考えられなかったでし

ょう。そして､成人したホッブズがこのような外

国による国家の平和の破壊を念頭にして書かれ

たのが『リヴァイアサン｣でした。島国のイング

ランドにおいて､典型的な平和は大陸からの国家

侵略戦争ということになることはみなさんも簡

単に理解できますね。さて､ホッブズの人生はま

さに波乱に満ちた人生でした6それは､彼は当時

の平均年齢に比べて非常に長生きしたこととも

関係しますが､そのことはここでは措いておくこ

とにしますbイングランドがスペインの無敵艦隊

を破り､大西洋の支酉朧を確立することになった

のはエリザベス1世の時代でした6そして、こ

のエリザベスの治世は約四十年にわたる長いも

のでした

(映画『エリザベス」

ｷ餡しました。しかし､ヘンリー8世(Hemym
1491~1547)がアングリカン・チャーチに国教を

変更してから五十年以上が経過しており､ほとん

どの国民がアングリカン･チャーチに改宗し､特

に熱烈なピューリタンになっていました｡こんな

とき､カトリック国のスコットランド王ジェイム

ス・スチユワート(ジェームスー世Jamesl

l603~25位、彼が『ハムレット」のモデルと言

われている)がイングランド国王になることはイ

ングランドに宗教的車縢を産むことになりますも

やがて､みなさんも高校の｢世界史」で学んだよ

うにピューリタン市民とイ'ングランド国王は一

戦を交えることになりますもさてこのとき国王

の側近であった人物の一人に老齢のホッブズが

いました。この戦争のことはピューリタン革命

(1642~49)と呼ばれていますが、その勝|｣者がど

ちらであるのかはみなさん御存知のことだと思

いますもすなわち、それはオリバー℃クロムウェ

ル(OliverCromwenl599~1658)の率いられた

ピューリタンですbその結果､国王のチャールズ

－世は首を刎ねられ､ホッブズは皇太子のチャー

ルズ(後のチヤールズニ世Charlesnl660~85

位)の後見を託されてフランスに亡命します(映

画「オリバー・クロムウェル』を見て下さⅦ

その亡命時代に書かれたのが｢ビヒモス』ですb

さて､ピューリタン革命はイングランド人に内乱

の恐'布を骨の髄まで刻み込むことになったわけ

です6そして実際､外国からの国家侵略戦争こそ

が最も忌むべきものであると考えてきたホッブ

ズに国家侵略戦争よりも同じ国民同士が殺し合

いをする内乱の方がなによりも排除されなけれ

ばならないという思想の変更をもたらすことに

なりました｡それはみなさんが子供の頃､ユーゴ

スラビア連邦が崩壊しそれまで同じ村で仲良く

暮らしてきたセルビア人とクロアチア人が､ある

いはギリシア正教の信者とムスリムが殺し合い

をはじめたことを思い出してみれば分かると思

いますbそれはそうでしょう、外国人に侵略され

躁礪されているのならその敵は明確ですが､昨日

まで仲良く暮らしてきた同じ国民が信じている

宗教の宗派が違うからといって殺し合いを続け

るのですよ｡わたしは日本人単一民族説をとりま

せんが､もし日本人同士が信じている宗教が違う

からといって殺し合いをはじめたとしたらこれ

ほど凄惨な事態はないと思います6おなじモンゴ

ロイド人の顔をした国民が『鉄人28別の歌詞

numc=85197)を観てください)。
*一般に知られていないが、アルマダの海戦での司令官は

ジョン・ホーキンスであり、 ドレイクはその部下の私掠

船の船長に過ぎなかった。 （大藤君のアドヴァイスあり)。

しかし､エリザベスはバージン･クイーンと言

われたように生涯独身を通しました｡そのために、

イングランドがスペインに攻撃される遠因とな

ったヘンリー8世の離婚とアン･ブーリンとの再

婚問題(古い映画ですが、アカデミー賞を受賞し

た「わが命つきるとも』

mc=25982) を観てくださレウ、そしてカトリッ

クからアングリカン･チャーチへの国教の変更も

虚しくチューダー家の支配は五代で終焉を迎え

ることになります6

さて､エリザベスは榔隆にスコットランド王を
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集としては芦部･高橋･長谷部編『別冊ジユリス

ト憲法判例百選I ･Ⅱ」(有斐閣)を使用するこ

とにしました。

いからです6

まず､ホッブズの書いた著作をみなさんは知っ

ていますか？時間が勿体無いので先に答えてし

まいますが､彼の書いた有名な著作は『リヴァイ

アサン』と『ビヒモス」ですbみなさんも名前くﾞ

らいは聞いたことがあるでしょう｡両方とも人間

は生まれながらにして自由で平等であるという

ことを出発点としていますが､その初源状態であ

る「自然状態｣である人間関係は悲惨ですbこの

ことを一言で言い表すならば、 「万人が万人に対

して狼｣であるということです6簡単に言い換え

るならば、 「弱肉強食」の世界です8このような

状態では､いかなるものも安心して生活すること

ができませんbたとえば、 『北斗の拳」の世界を

想定してみてください

議蕊第'講

平成16年度茨城大学後期日本国憲法講義レジユ

メ胆当中野淵印、

第1講日本国憲法の三大原則－その序列を考

えてみよう－

一．はじめに

一般に､日本国憲法の三大原則は｢国民主権｣、

「基本的人権の尊重｣および｢平和主義」と言わ

れていますbしかし､人によっては｢基本的人権

の尊重が最初に挙げられたり、または｢平和主

義」が最初に挙げられたりすることがあります

停実、わたしが教鞭をとっている学校で学生に

聴いてみると、その順番はまちまちです)。この

ことは､この三つの原則のなかに序列がないこと

を示しているのでしょうか？⑦もし高校までの

日本国憲法の勉強であるならば､この三つの原則

の名前を挙げるだけで良かったのかもしれませ

ん。しかし､大学生になった君たちならばもう少

し突っ込んで､この三原則の並べ方の順番を理論

的に考えてみてもらいたいと思いますbなにせ第

0講で書いたように､法律学ほど論理的な学問は

ないのですから。そういうことを前提として､み

なさんと今回のテーマを考えていきたいと思い

ます6

)。なるほど、最ht加:mwwharatetsuo.com/

初はラオウのような力のあるものが社会を支配

することになるでしょう6しかし､いつまでも力

のあるものが安心して生きていくことができる

でしょうか､あるいは枕を高くして眠ることがで

きるでしょうか？おそらく､そのような世界では

だれも安心して眠ることができないでしょう｡ル
ールのない世界においては､支酉猪といえどもい

つ寝首を掻力＃しるか分からないからです6そこで、

ホッブズは以下のように考えました｡人間は本来

的に暴力を行使する自由をもっているが､それを

一旦全部国家に委譲してしまう｡そうすれば､誰
も他人に対して暴力を振るうことがない｡しかし、

このような委讓契約を行ってもなかにはその約

束を破って他人に対して暴力を振るう奴が出て

く場合がありますbそのときはじめて､国家は社

会契約を結んだものから一括して委譲された｢暴
力｣を組謝上した軍隊あるいは警察を使ってこ

の契約違反者に制裁(サンクション)を加えるの

です6

二． 「国民主権｣及び｢基本的人権の尊国と「平

和主調との関係一トマス・ホッブズの社会契

約論一

このようなホッブズ的な考え方によれば､平和

主義があってこそ国民主権主義や基本的人権の

尊重が存在できるということになりますbその意

味からすると、私見である①国民主権主義､②基

本的人権の尊重そして③平和主義の順番とはあ

る意味で大きく違ってきますbしかし、このよう

な順序の違いが生じてくるのはホッブズが生き

た時代とわれわれが生きているとの時代的背景

が全く異なっていることに留意する必要があり

ます6

まず､みなさんは高校で｢社会契約論｣を勉強

したと思いますbさて､みなさんは社会勢約論者

として誰の名前を挙げるでしょうか？ロック

(JohnLockel632~1704)やルソー

(Jean-JacquesRousseaul712~78)､あるいはモ
ンテスキューMiChelEyquemdeMontaigne
l533~92)の名前を挙げる人が多いかと思います6

しかし、ここではトマス・ホッブズTY,omas

HObbesl588~1679)の名前を挙げてもらいたい

のですbそれは､ホッブズの生きた時代を説明す

ることによって「国民主権｣及び｢基本的人権の

尊重」と「平和主義」との勵系の変化を説明した
それでは､ホッブズが生きた十六世紀から十七
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①
②
③

六法

教科書(基本書・体系雪

判例集

を行うことにしていますbなぜ酷なのかといえば、

憲法の教科書は大抵5000円以上するものが

多いからですb別に他の先生方を批判しているわ

けではありませんが､共著で書かれた教科書は値

段が安いかもしれませんが､やはり安価なものは

それなりの内容し力書かれていませんbそれに、

共著で書かれた教科書はその体系性に疑問が生

じるからです6というのも､学者が100人いれ

ば100の学説があるわけですbそのように個性

の強い学者が複数で書いた教科書に体系を持た

せるといったら､それは至難の業と言ってもいい

でしょう。法律学は体系的で論理的な学問ですも

その点から言えば､きわめて数学に似ている学問

ですb少し考えれば分かることですが､具体的事

件を条文に当てはめて事件を解決する､これは数

式に数値を代入して回答を出すということに似

ていますね(ただし、 自然科学ではないから変数

が多ﾚｳ。このような形式的三段論法を採る法律

学の教科書がその担当個所によって違った見解

を採用するとなったら､一体どういうことになる

かということは簡単に剛¥できますね？だから、

わたしはこの講義ではレジュメを酉肺して､それ

に基づいて講義を行うことにしていますが､もし

公務員試験や資格試験を受けてみたいと思う人

は単著の厚手の教科書を購入して勉強してくだ

さいね。よくある、薄手の「よくわかる○○」と

か｢これでわかった○○」という名前の教科書は

ハッキリ言って偽装表示です(偽蒋ﾛ牛表示事件

や三菱フソウみたいなもの)。

しかし､とりあえずみなさんは判例集だけをお

買いになって下さい｡そのわけは､わたの講義の

進め方と試験の出題の仕方と関係しています6

まず､法律学の基礎的な角鍬は条文の角歌です

(文言脅鞠ﾐ)。したがって、本来的には条文集であ

る六法は買っておいて損はありませんbちなみに、

六法とは憲法､民法､刑法､商法､民事訴訟法お

よび刑事訴訟法のことを示していますbもちろん、

六法に掲載されている法律は憲法、民法刑法、

商法､民事訴訟法およひVfI事訴訟法だけではなく、

それ以外のたくさんの法律が掲載されています6

では､そんなに大切な六法を今すぐに買わなくて

もいいというのはどういうことなのか､みなさん

は誘しがるかもしれません｡その理由は以下の三

点です6

本当は､講義時間に六法を引かせて講義を進め

ていきたいのですが､それをおこなえばただでさ

え少ない講義時間を浪費してしまいますbまた、

そろそろ平成17年度版の六法が発売されるの

でまずはそれまで待ってもらいたいのですb憲法

は制定以来一度も改正されたことはありません

が､それ以外の法律はちょくちょく改正されてい

るのでできるだけ新しい六法を買わなければ損

をしてしまいます6たとえば､法律によって今年

度から茨城大学も国立大学から独立法人になり

ました｡でも一番の理由は､本当はみなさんが試

験で合格点を取ってもらいたいから今すぐ､に六

法を買うなと言っているのです6なぜならば､わ

たしは期末試験で持ち込みを認めているのは実

は六法だけだからです6そう聞くと、 「これはヤ

バイ」と思った人がいるかも知れません｡しかし、

最後まで話を聞いて下さい｡わたしが期末試験に

持ち込みを認めているのは､判例付六法でも角獄

付六法でも六法という名称がついている書物な

らなにを持ち込んでもいいということを言って

いるのです6したがって､期末試験までまだ四ケ

月ほどの余裕がありますbすなわち、このモラト

リアムを利用して本試験で使い勝手のよい六法

を探して購入してください。

さて､六法も教科書もとりあえず要らないとい

ったわたしですが､判例集だけは買ってください。

法的実務において､先例が重視されなければなら

ないのは当たり前だからですbたとえば､択一式

問題でAという肢とBという肢が在ったとしま

す6そして､Aは東大法学部の権威ある教授の学

説であり､Bは最高裁判所の判例であるとするな

らばあなたはどちらを選択しなければならない

のか分かりますね？もちろん､この場合にはBを

選択しなければならないのです6先ほども述べた

ように､わが国においては学者が100人いれば

100の学説が存在しその優劣は付け難いので

すbそれに対して､憲法81条で規定されている

ように最高裁判所および下級裁判所には違憲立

法審査権が認められており､ある法律が憲法に違

反している場合違瀞皇I断を下すことできるので

すbすなわち、裁判所だけが「公権的］に憲法の

角歌をおこなうことが出来るのですbだから､判

例集だけは買っておいてください｡今年は､判例

さて､教科書ですがこれはハッキリ言ってみな

さんに買わせるのには酷であると思い､毎回この

ようなレジュメを酉肺して､それに基づいて講義
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識はいらないと思っている人もいるかと思いま

すbしかし､大学にまで来たみなさんにこれまで

の初等･中等教育のようにただたんに用語を覚え
させて､それでよしとする講義をしたくはありま

せん｡それでは､初等・中等教育の反復という意
味し力持たないからですbみなさんも､大学まで

来て定期試験で括弧埋め問題や記号選択問題を

出されたらなにか馬鹿にされていると思いませ

んか？法律家は気取って「リーガル・マインド」

という言葉を使いますが､大学生ならば具体的な
事案を法的思考によって角歌できる自助が必要

とされて当然ですbそのためには､ある憲法問題

(事件)においてどのような学説の対立があるの

か､そしてそれに裁判所がいかなる判断を下した
のかを知っておく必要がありますbすなわち、シ

ラバスに例示したテーマごとに問題提起､学説の

対立および最高裁判所の判例を紹介し検討を加

えていかなければならないということになりま

す6当然､そのためにはシラバスに示したテーマ

をさらに厳選しなければなりません。

学者は一人一説と言われるほど学説が多樹こ

しています6従って、このレジュメに書かれてい

る事が､必ずしも通説では無いということを頭に

入れて置いてください。

2004年12月10日前後までに作成したものし

か今回のHPには提蔵することが出来なかった。

続きは来年度HP改定・更新時に行う予定であ

る。

第二節第0講

平成16年度茨城大学日本国憲法講義レジユメ

胆当中野雅紀)

第0講日本国憲法ガイダンス

はじめに

はじめまして､日本国憲法を担当する教育学部

社会科教育講座の中野と申しますbこれから十五

回にわたってみなさんに「日本国憲法｣の講義を

おこないますが､それにあたっていくつかの留意

点を指摘しておきたいと思います6当たり前のこ

とを書いていると思うかもしれませんが､意外と

気が付かないことを書こうと思いますので､馬鹿

にしないで読んでみて下さいね。

さて、そこでわたしは基礎中の基礎は除いて、

たとえば人権の享有主体性については前期で｢法

人の人権享有主体性｣を講義したならば､後期で

は｢定住外国人の人権享有主体性｣について講義
し､また憲法20条の信教の自由については前期

で｢信教の自由｣を講義したならば､後期では｢政

教分離原則｣について講義をするようにしていま

す1,これは難しい注文かもしれませんが､わたし

の「日本国憲法｣の講義を通年で受講してもらえ

れば公務員鍬や資格獺の必要事項はすべて

学べるという講義構造になっています6しかしそ

の場合､現段階においてはそのどちらかは単位な

しで自主的に講義に出席するということが前提

となり無理にまでそうしろとは言いませんし､ま

た多くの科目を屑彦している学生にはお勧めで

きません。

講義の進め方

一応､シラバスに書かれた順番に講義を進めて

いきたいと考えています6しかし通常､シラバス

に書かれている内容は、法学部では通年講義で

「憲法一部(総論･人櫓」および｢憲法二部(統治

槻葡」という二つの講義で説明されるものです6

あるいは､東大や京大の法学部ではさらに｢国法

学」とよばれる講義が開講されています6そうす

ると､この講義でみなさんは法律を専門として贈

強している学生の四分の一､あるいは六分の一の

時間しか「日本国憲法｣の講義を受けることが出

来ないということになるわけです6反対に言えば、

わたしはみなさんに四分の一､あるいは六分の一

の時間しか講義ができないということになりま

すbでは､講義の内容を薄めにうすめて四分の一、

あるいは六分の一の内容にしていいのでしょう

か？なるほど､この講義を受けているみなさんの

多くは｢教養科目」としてわたしの講義を履修し

ていると思いますbだから、そんなに専門的な知

一

三種の神器

前述のように､わたしはシラバスに例示したす

べてのテーマを取り扱うのではなく､その中から

さらにテーマを絞って講義を進めていくという

ことをお話しました｡次に､いかなる教材に基づ

いて講義を進めていくのかということについて

説明します6

通常､法律学の先生は学生に以下の三つの教材

を法律学を学ぶための｢三種の神器」として購入

することを指示します6
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前書

鴬

私は今から15年前に埼玉大学で非常勤を経験

してから今日まで､おおよそ15校の大学や専門

学校で日本国憲法と称しつつドイツ国法学の講

義を行ってきた｡しかし､今から7年前(1998年）

に茨城大学に赴任して以来毎年多くの学生にテ

キストを買わせず､レジュメを酉肺することによ

って講義を続けてきたが、今年度からの国立大学

の独立法人化に伴い､コピー用紙の経費節減を五

月蝿く学務から言われ、更に担当講座の予算の

縮小から､レジュメを酉肺する事が極めて困難に

なってきた｡この国法学講義ノートは本来学生に

配布されるべきレジユメをパソコン世代の学生

さんたちにダウンロードしてもらうことによっ

て､この経費削減を補うために作成されたもので

ある。

識？

熱

密
蕊
蕊
驚

驚
驚
癖

＃

蕊

この講義ノーﾄの作成において､内容的な点に

おいては私の責任によって書かれたものではあ

るが､文字編集並びに画像張り込み､及びレイア

ウトは茨城大学教育学研究科の大藤慎司君に大

講義要綱目次

第0講日本国憲法ガイダンス

変御世話になった(旬・

, (平成16年12月4日） 第1講日本国憲法の三大原貝卜その序列を考

えてみよう－

一
一

なお､ ｢基本的人権の尊重」に関する内容は

HPの更新に伴って趣Ⅱする。

使用上の注意

本レジュメは､インターネット接続をしている

学生を想定して書力珈ているため､アドレスにク

リックすると色々な楽しい画面が見られますbあ

まりいい気になって次々と｢対象をファイルに保

存」でダウンロードしないで下さい。
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の基礎中の基礎を説明することしかできないのである．

その意味で、ツツペリウス/ビュルテンベルガーの『国法

学』に近い講義を茨城大学赴任以来勤めてきたと言えよ

う(5)．当然のことながら，人権及び統治も半咽を除いて

は基礎的な話しかしてこなかった.要約するならば，決

して「日本国憲法｣を教えていないわけではないが，法

学部と違って訴訟法も民法も刑法も知らない，また人文

学部の一部の学生を除いてはそれらの諸法律を学ぶこと

もない学生を相手に講義を行うので，憲法の原理論に話

が集中することになるという訳である.ここで使ってい

る「国法学」 とは「憲法原論」 と理解してもらって構わ

ない．

－ト等を作成する際に安易に「切り貼り」を行う素材を

提供してしまうこと。それに，現在の茨城大学の制度で

は担当教員がコピーをして紙を使わなくとも、学生は各

教室設置，あるいはⅡ基盤センターのパソコン及びプリ

ンターを利用して大量のプリントアウトを行うことが予

想できることから決して印刷費用が削減されるわけでは

ないことが挙げられよう。また講義ノートをいったん作

成したからと言って，それを読み上げるだけでは意味が

なく， タイムリーな話題を適宜入れて講義していかなく

てはならないことは言うまでもない。

第三章なぜ「国法学講義ノート｣なのか？

言うまでもなく，茨城大学には法学部がそもそも存在し

ない。しかも，法学部のある大学でも伝統的に東京大学

の「国法学講座｣j京都大学の「国法学講座」及び東北大

学の「国家学講座」を除けばそもそも「国法学」なる科

目は存在しない． したがって，樋口陽一氏が言うように

「近年，およそ大学の備躯蹄I』が名実ともに解体され

てきているだけに,そのことは,『国家学講座』東北大斡，

「国家学言錘副(東京大斡の担当者として研究教育歴をは

じめた筆者個人の， 『古きよき時代lへの懐旧の情ゆえば

かりのことではない．ヨーロッパの親しい学友たちが｢国

家lというコトバをキーワードに含む大著にその主張を

託している……のと照合するにつけても，憲法学にとっ

て， 「国家Iという主題から離れるわけにはいかない， と

いう思いを深くするから」③， 「『国法学』という名称を

選んだのではない． もちろん，わたし自体はドイツの

Grundred]feの構造分析をメインに研究してきたのであ

るから，当然のことながら「国家と市民の対抗関係」を

常に念頭に入れてきた点は樋口氏と共通するところであ

る．むしろ，茨城大学が法律学については不完全学部で

あるがゆえに， 2007年4月20日に関西大学児島|佳謙記

念館で行われたMichaelIQoeptr教授の経歴の紹介で吉

田栄司氏が言った以下の国法学の説明に従っていると言

ってよい． 「国家法は日本で言うところの憲法学よりも広

い概念でして，憲法に関連するような法律，つまり選挙

法であるとか，国会法であると力等々の関連諸法律を飲

み込んだような形で国家法学なる概念が出来上がってお

ります｣④．すなわち，実質15時間で国家と市民の関係

第三章 『国法学講義ノート」の内容

さて以上の説明を前提としてジ今から二年前に作成し

たI悪『国法学講義ノート｣をここに掲載することとする

若干の修正はあるが，教養教育の実践としてのI聖の役

割を検討するために，極力現在社会科教育教室のf悪に

書かれている内容をそのままの形で残すことにしよう。

第一節 入り口

国法学講義ノート

DasHenderStaatsrechtlehre

茨城大学一般教養専門科目

茨城工業高等専門学校選択科目

芝浦工業大学選択必須科目

講義要綱

茨城大学教育学部学校教育教員養成課程

社会科撰修法律学教室担当

助教授中野雅紀

M-mofssoranlbarakiUniversitatMasanori
●

Nakano
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のあたかも「フランケンシュタインの怪物」のようなレ

ポート及び答案が増えてきているという問題がある．

そこで、学生よろしくインターネットで「憲法リンク」

で検索をかけるとまさにそのものずばり 「憲法リンク」

場」からの視点

国会図書館日本国憲法の誕生

JCA憲法問題論説WEBいろいろな執筆者の

論説

日本財団会長曽野綾子1 憲法「改正」についてO:欣八7ww.geodties.jp/satouniverse/kenpohnkhtm)な

の論説集

大阪府立高・南英世

る憲法をはじめとする各種法律学関係のリンク集にヒッ

トする。その内容は以下の通りである。

樋口陽一 法律勉強会・すずめ刑法、民法、訴訟法、憲法

国法学・人権原論／梗概 小倉大早大博士課程？

憲法・近代知の復権へ／梗概 自民党国会議員。平沢

憲法I/梗概 「拉致問題」に関する考え方が人権からでなく国

家主義からであることがわかる｡

＜法学一般＞

比較のなかの日本国憲法′欄既

渡辺洋三新版日本国憲法の糯申／梗概

杉原泰雄憲法の歴史／梗概

杉原泰雄新版憲法読本／梗概 駒沢大・河見誠法思想史、法哲学

法社会学会法社会学への出発川島時代の法社会

大東文化大学・森稔樹行政法中心、大分大憲法講 学

北大・今井弘道法思想史

愛媛大・矢野達雄日本の法学者

義・ ・ ・

京都産業大学･須賀博志憲法､憲法判例を読む・ ・ ・

姫路凋協大学・吉崎暢洋講義ノート、憲法関係資

料

姫路燭協大・大日向信春憲法講義

名大・大屋雄裕法哲学

放送大学・林敏彦法と経済学

日大・甲斐素直講義、論文 立命館政策科学

神奈川大･井上匡子憲法ジェンダー、生命･ ・ ‘

成礫大・安念潤司憲法I (人権）

鹿児島大.d栗実講義資料､時評､講演資料. . ‘

愛知県立大・木幡洋子講義、教育基本法、エッセ

先に述べた法学部生がよくレポートで引用すると言わ

れる甲斐素直氏のI理もここには挙げられているし， 日

本学士院会員の樋口陽一氏の「国法学」の正浬と並んで

わたしのような若造の「国法学講義」が名前を連ねてい

る． このように，簡単に「憲法リンク」集にアクセスで

き，後は青く書力凱た大学名・学者名をクリックすれば

簡単に講義ノートをダウンロードするだけではなく， 「切

り貼り」用に使ったり，本人の許可なしに全部をコピー

してしまうことも可能である。

最後に，講義ノートのI悪化の功罪を検討することに

したい。まずく功は茨城大学のような法学部のない大学

においてもわたしのような憲法学者が存在することを学

会だけではなく,世間一般にPRすることが出来ることで

ある。また，教員が200人を超す受講生のために時間及

び経費をつぎ込んで行うE賑I作業を学生自身に行わせる

ことが可能になる点である(2)。次に，罪は学生がレポ

イ・ ・ ・

松山大・田村讓 目次2行動的な時評．目次

近畿大学・上田健介講義

関西大・孝忠延夫講義

上智大・粕谷友介講義

茨城大・中野雅紀国法学講義

金沢大・新正幸憲法演習・講義概要

神戸女学院大・川村暁雄人権について

月報司法書士

筑波大学・土屋英雄 月報03年8月～憲法

講座

早大･水島朝穗03年2月～憲法再入門 「現
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と思われる． もっとも現在，わずか6件の書き込みしか

ないので正確な判断は書き込み数のそれなりの集積を待

つ必要性があるだろう。

茨城大学教育学部学校教員養成課程中野雅糸跣生

（06/10/25）

●私も実際に勉強してみて、どちらか一方に決断を

下すということの難しさをまじまじと感じた。しか

し、そこに法律学のおもしろさがあるのだというこ

とも分かった。 自分の世界が広がった。卒業まで十

分時間が残されてといるので、法律学にも挑戦して

みようと思う。

●憲法や法律などの「法」は、強者のためにあるの

ではなく弱者のためにあるのだと先生はおっしゃっ

た。これから法律を勉強していくかどうかはわから

ないが、この講義をきっかけにして少しずつでも最

近の事例をもとに「法」について考えていきたい。

現時点では役に立たなくても､将来的に役立ったり、

思考力を高めていくことができる。

第二章講義ノートのI悪化

よく学会，研究会等で後輩の中央，早稲田及び慶應の

院生から「中野先生の『国法学講義ノート」を面白く拝

見させていただきました」と言われることが多しもまた，

現在は「日本国憲法」が水曜1H都艮目に移動したために

高校生の聴講生がいなくなったが，金曜5時限目に開講

していた時は，毎年2～3人の高校生の聴講生が存在し，

この講義に出てみるきっかけがこの「国法学講義ノート」

を茨城大学のHPで見たことがあり，面白そうだから参

加したと応える場合が多かった(後は，高校の先輩で茨城

大学に進学した学生がわたしの講義が面白いと宣伝して

くれたという場合等)。また，内地留学の現職の教員もわ

たしの存在をこのHPで知ったという者が多く，すでに

講義録をダウンロードして持っているというのが通例で

ある。その意味においては，講義録のHP化は茨城大学

の宣伝に一役買っていると思われる。

それでは現在，大学教育における日本国憲法及び法律

学の講義録のHP化がどれぐらﾚv行われているのかを検

討しよう．おそらく他の教員も経験済みのことであると

思われるが，なんらかのレポートの提出及び課題を与え

た上での小テストの実施に際して「金太郎飴」のような

レポートや答案が返ってくる場合が多い．一つには，友

達と一緒に相談してそれらを作成したという場合もあり，

それはそれで評価しなければならないだろう． しかし，

悪質なのは学者のHPにアクセスしてそれを引用注無し

に「切り貼り」して提出しているものである.そして，

近年インターネットの普及により後者の場合が増えてき

ているのが問題である．例えば,研究会等の集まりで話

題になるのは，憲法の答案やレポートについては日本大

学法学部教授甲斐素直氏のHPからの「切り貼り」が多

いことがしばしば話題になる．もちろんわたし自身がHP

で講義録を公開していることからも理解できるように，

学者のHPにアクセスし，それを自分なりの表現で書い

てくれるならば定期試験レベルでは問題にはならない。

しかし，残念なことにカット．アンド・ペーストだらけ

日本国憲法[40272別

茨城大学教育学部学校教育教員養成課程中野先生

（06/05/04）

法律なんかが好きな人は面白いと思う。

日本国憲法[40254副

茨城大学教育学部学校教育教員養成課程中野先生

(06/05/04）

糸誹青おもしろいと感じたけど、人それぞれ力も

わたし自身がそもそも理系であったことも関係してか

(1)，上記「みんなのキャンパス」の授業評価のみならず

学内での授業評価アンケートでも文系よりも理系から一

定の評価を得ていることが分かる．但し，わたし人身の

キャラクターのせいもあって，好き嫌いの二j遇う解化が

著しいことだけは言える．その意味で，最後の授業評価

の「結構おもしろいと感じたけれど、人それぞれ湖と

いう評価は正鵠を射ていると評価していいだろう．

最後に， この「みんなのキャンパス」の授簔平価の

信頼性についての検証であるが，登録制によってこの投

票が行われ，また任意に楽天のキャンパスライフ支援サ

イトにわざわざハンドル・ネームではあるとは言え書き

込みを行っている以上，学内での任意性が疑わしし授業

評価アンケートよりも客観性を保てられるのではないか
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茨城大学教養教育「日本国憲法」夏期集中講義におけるH

P 「講義ノート」の活用とその効果(I) 第一章授業評価

茨城大学教育学部准教授中野雅紀 当然のことながら夏期集中講義は3日間で15コマを消

化し，最終日の最終時間に行われる試験時間に合わせて授

業評価アンケートを行うこととなる(ちなみに,わたしの試

験は90分間で角轄させる記述式問題． しかしながら，最

低記述数で1200字を合格点最低ラインに設定しているた

めに授業評価アンケートの方はマーク・シートの部分に記

述がなされるのみで， 自由意見はほとんど書力凱ないまま

回収されることが多い． もちろん言うまでもないが， 角轄

用紙の最後に出来なかった学生は「捨て台詞」 とも取れる

人格攻撃や,反対に過度のおもねりとも解釈される記述が

あり具体的内容は知りようもなかった(厳密に言えば､両方

とも不実記載で不合格)． しかし， 自分で自分の名前を入れ

て正悪で検索したところ以下の「みんなのキャンパス」な

る授業評価の掲示板があることを発見した．

以下、本稿執筆時(平成19年4月23日)における「みん

なのキャンパス」でのわたしの授業評価である

tm"bampus.nilan.ne.ip/daigakulesson/%E8%8C%A8
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はじめに

平成16年10月3日より平成17年3月30日まで内地

留学制度に基づき，慶應義塾大学法学部訪問教官として小

山剛先生の下で在外研究をさせてもらったことは貴重な体

験となった． しかし，後期に予定されていた専門と相互乗

り入れの教養科目 「日本国憲法」の講義ができなくなるた

めに，その代替策として夏休み期間である8月上旬及び9

月下旬に,おそらく茨城大学の教養科目としてはじめて｢日

本国憲法」の集中講義をおこなうこととなった．数年前か

ら内地留学を打診されていたわたしは，教育学部社会科教

育講座C見麺のホーム・ページGm改訂にあたり自分の

プロフィールと共に講義録を掲載させることにした．それ

は，他の大学で非常勤の経験のあったわたしが他の大学に

おいては教員のHPから直接レジュメ及び講義録をダウン

ロードさせていることを知っており,また特に教職免許資

格や教養選択必修科目である「日本国憲法」は毎年前後期

併せると1000人近くの履修者が存在する以上，講義毎に

レジュメを配ることはきわめて非効率的なことであると考

えていたからでもあった．また，わたしの「日本国憲法」

は公開講座としても開講されていたし，現職の教員の内地

留学生も引き受けていたので講義内容を公開することは社

会的意義があると考えていたからである．本論文は，平成

16年度の夏期集中講義で使用したHPに掲示されたわたし

の『国法学講義ノート』の活用がどのような効果を与える

のかを検証するものである．

%E5%9F%8E%E5%A4%A7%E5%AD%A6

日本国憲法[60271d

茨城大学農学部中野先生

（07/04/22）

試験前に何問か課題を示され、そのうち3問か2

問?が出題された。

試験は難しいと思う。

日本国憲法[45754引

茨城大学工学部システムエ学科中野先生

（06/11/03）

憲法の大切さが再認識される良い講義です6

日本国憲法[456317］

茨城大学教育学部教員養成課程中野雅紀先生

（06/10/25）

先生が「文系より理系向きの科目」とおつしやった

ように、他の教養科目と少し違う科目だと感じた。

日本国憲法[45631d
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教養科目推奨授業選定の経過及び結果





平成19年1月22日

平成17年度後学期・平成18年度前学期推奨授業選定の経過および結果

大学教育センター推奨授業選定委員会

1．選定委員会委員

大学教育センター長

同副センター長

同副センター長

人文学部教務委員長

教育学部教務委員長

理学部教学委員長代理

工学部教務委員長

農学部教務委員長

森野 浩(委員長）

佐々木寛司

山中一雄

鈴木 敦

生越 達

石見幸男

沼尾達弥

後藤哲雄

2.選定の方針等

選定方針や作業については、以下の方針で行った。

｢推奨授業選定のための申合せについて」 （平17.8.4当センター運営委員会）

･選定の実施について

（1）表彰はセメスターごとに選定し、次期セメスター内に表彰する。

6か月ごとに選定（4月～9月、 10月～3月）

（2）選定数はセメスターごとに、 2件以内とする。

分野への偏りのない選定（科目区分制）を考慮する。

（3）一度選定を受けた授業は、選定後3年間は次の選定対象から外すことと（3）一度選定を受けた授業は、選定後3年間は次の選定対象から外すこととする｡

（同一教員による同一科目の授業）

（4）選定後の1回の授業公開（授業参観）は、必須条件である。

参観は、次年度の授業（シンポジウムでの公開を含む｡）に実施する。

（5）複数教員による授業は、一括選定、一括表彰とする。

（6）選定内容及び結果は公表する。

公表は、学報等で行う。 ，

･選定方法について

（1）推薦された教養科目授業の中から選定する。

（2）判定に用いる資料は、推薦書・シラバス・授業アンケート・成績評価に関すイ(2)判定に用いる資料は、推薦書・シラバス・授業アンケート・成績評価に関する資料等と

する。

(3)優良の基準は、上記資料に基づく基準と同時に､ :教養教育に効果的であるかの観点から
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ゞの基準も加える。

(4)各資料の判定に基づき、委員の合議で選定する。

(5)選定された授業については、当該教員の承諾書を得る｡ ;

(6)選定委員の担当する授業は、委員の任期中は推薦の対象としない。

上記の方針内のことではあるが、平成14年度後期分以降の選定と同様に、 「授業内容にどの

程度工夫があるか」を重視するとともに、 「将来的に教養科目の見本として相応しいかどうか」

を意識しながら選定することとした。

さらに､平成15年2月6日大学教育研究開発センター運営委員会で申し合わせだ｢推奨授業

表彰の選定手順」に沿って選定した（参考資料1参照)。

3．選定の経過について

期日までに平成17年度後期分4件（分野別科目3件、総合科目1件）及び平成18年度前期

分2件（分野別教養科目1件、分野別基礎科目1件)、計6件の授業について推薦があった。こ

のうち、 2件が当該専門部会長の推薦、 4件がその他の推薦であった｡これらについて以下の

ような経過で選定した。

(1)事前選定作業

事前に関連資料を配付し、前回と同様の方針で選定すること、及び具体的な作業は､平成15

年2月6日大学教育研究開発センター運営委員会で申し合わせた手順に沿って行うことを確認

した。

これらの確認の下で、各人が送付された必要書類を閲覧し、候補者全員について「審査判定

資料」 （参考資料2参照)を作成した。

(2)選定委員会（平成19年1月19日）

1）平成17年度後期分傭甫者（分野別科目3件、総合科目1件）について、各選定委員が作

成した上記の「判定資料」を集約し、 (a)概ね全員が表彰を強く支持している僻甫者(2件）

と、 (b)強い支持は少ない候補者(1件)と､ (c)選定条件を満たさないと思われる傭甫者(1

件)に分類した6

(c)の候補者については､前回の表彰から3年を経過していないこと、講義担当者や講義

の内容にほとんど変更がないことから選定の対象から外すことで意見の一致をみた。選定

数はセメスター毎に2件以内となっているので､ (a)の候補者2名にしぼって評価項目ごと

に支持の理由を確認し合った結果、両候補者を選定することで意見が一致した。

2）平成18年度前期分候補者（分野別教養科目1件、分野別基礎科目1件）について、各選

定委員が作成した上記の「判定資料」を集約した結果、 2件ともほとんど全員が表彰を強

く支持していた。そして評価項目ごとに支持の理由を確認し合った結果、 2件を選定する

ことで意見が一致した。

今回の選定結果の報告書については大学教育センター長の責任でとりまとめることとなった。
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4．選定結果および理由

(1)平成17年度後学期推奨授業として、次の授業を選定する。

推奨授業科目 （題目）名

担当教員名（所属）

推薦者（所属）

履修者数

芸術

齋木

堀口

91

(実用書式を学ぶ）

久美（教育学部）

育男（人文学部）

人

コード番号K5072 2単ｲ立

（選定理由）

この科目は手紙やのし袋の表書きなどの「実用書式」について学び、書式に応じた書き方を

身につけることをねらいとして掲げている。授業計画によると、まず書体について学び、つい

で､はがき・手紙の書き方､掲示物･手書きｶｰドの書き方などを学ぶ｡成績評価は､毎回の
授業での制作物、課題の発表､試験により行っている。本授業科目は実践的な技能修得を目標

としたユニークなもので、授業の実施あるいは発表の方法などに細かな配慮がみられる。学生

の満足度は高く、学生の興味を引きつけることに成功している。

よって本授業を推奨授業として選定する。

推奨授業科目 （題目）名 化学（ﾊｲ洲ｲｴﾝｽのための有機化学の基礎）

コード番号K7073 2単位

折山 剛（理学部)、森 聖治（理学部）

坂田文彦（理学部）

52人

担当教員名（所属）

推薦者（所属）

履修者数

（選定理由）

この科目は、農学部1年生（および2年以上全学共通）を対象にした、生物科学のための基

礎的有機化学を目標としたものである。化学の理解に必要な原子、分子結合などについての説

明から始めて有機化学の基礎を説明する内容となっている。また、演習や質問などで双方向の

授業を目指し、教材にも酉礪が行き届いている。小テストを適宜使用して学生の理解度の向上

を目指し、また、講義では日本人が受賞したノーベル化学賞の研究、パーマなどの化学薬品を

用いる身近な現象もトピック的に取り入れるなど工夫がみられる。 自然系の科目にもかかわら

ず学生の評価や満足度も高い。

よって本授業を推奨授業として選定する。

(2)平成18年度前学期推奨授業として、次の授業を選定する。

推奨授業科目 （題目）名人間と心（こころの科学）

担当教員名（所属） 黒田浩司（人文学部）

推薦者（所属） 堀口育男（人文学部）

履修者数 118人

コード番号K5010 2単位
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（選定理由）

本授業は、心理学の基本的な考え方とその研究方法、その様々な実践領域、身近な問題につ

いて学ぶことを目的としている。具体的には、心理学概観、知覚心理学、学習心理学、社会心

理学など、学生に関心のたかい諸分野を含めつつ基礎と応用とを、実験や実習（心理テスト）

を含めながら学ぶよう工夫された授業計画になっている。また、みじかな人に心理教育を実践

することを課題とする「心理教育プログラム」を導入するなど、斬新な試みは特筆に値する。

受講登録者が135名と、大規模クラスであるにもかかわらず学生の理解度・満足度は高い。

よって本授業を推奨授業として選定する。

名数学（微分積分基礎／微分積分入門）

コード番号K7109, 7108 2単位

千葉康生（大学教育センター）

曽我日出夫（教育学部)

55人

推奨授業科目 （題目）

担当教員名（所属）

推薦者（所属）

履修者数

（選定理由）

本授業は、高校段階の数学(微分･積分）の修得が十分でない学生を対象にして、一学期（い

わゆる半期）週二回授業を実施することで専門教育に必要な基礎学力の修得を目標にしたもの

である。授業計画によると、毎回の授業は、復習テスト→基本事項の解説→例題解説→演習→

解説の流れとなっている。このモデルは当該候補者が中心となって作成したものである。同時

に、毎回の授業に合わせたEラーニング教材を用意してPCをとおして授業内容の復習を徹底

的にさせている。学期末テストの結果によると、本授業の教育効果は歴然とあらわれていた。

学生の満足度も高いことがアンケート結果から示されている。

よって本授業を推奨授業として選定する。
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ﾛプルムラ

a
●茨城大学･大学教育研究開発センター

ニュースレター地23

新入生の皆さん，入学おめでとう。
自分の人生の時代と，社会の変化過程の時代と，二つの時代を意

識してみよう。前者としての大学時代は，それ以前ともそれ以後と
も異質の時節であり，その過ごし方が私達の将来に大きな影響力を
持つ時期だ。このことを実感するのは卒業後数年が過ぎてからかも

知れない。後者としての近未来時代は，国際化や情報化がますます

進展し，多様性と変化の時代を捉えられる。そのような卒業後の社

会の中で， 自分のポジションを確保するために，今なすべきことは
何か…広く学び深く考え…既存の枠を越えた発想で，近未来社会に
生きる自分を思い描いてみよう。

特に， 「自分で」考えることが重要だ。それは，考えた結論に自
分が責任を持つことを意味するからだ。 自分で選んだ自分の道を進

むためなら， あらゆる困難を克服できるだろう。先入観から独立し

て， 自分を知り，変化する先の社会を想定してみよう。進み行く社

会を背景に， 自分の生き方を考える過程で，新しい自分を発見する
かも知れない。

大学時代にしておくべきことは， 自分を越えることだ｡そのため
には,昨日よりも今日，今日よりも明日へと成長を積み重ねること

が大切だ。今の自分を越えた皆さんが,卒業後の社会で，他人を幸
せに出来る程に幸せになって欲しい。卒業生がそれぞれの時代の中

で，溌刺と生き抜いている事を知るのが,私にとって最高の喜びで
ある。 （学長宮田武雄）
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垂 ’
目を多くとることになりますので， この「センター」

内にある教養教育係とは何度も関わりをもつことにな

るでしょう。大学生活の案内はいろいろな所から聞く

でしょうから，以下でははじめに述べた「自由」に

関連して， 2～3のアドバイスを言います。

授業科目の選択は,大学では随分自由度が高いと思

います｡それで，ぜひ「よくわかった」と言える科目

をつくっていくようにしてほしいです。 「よくわかる」

とはウ結果や結論をおぼえるのとは違います。結果や

結論が出るに至った過程を再現して納得するというこ

とです6つまり，創始者の思いを追体験するようにし

てほしいということです｡ ：

こんなことにこだわって勉強しようとするとゥ随分

時間がかかります。そこで，どういうものを中心にす

るか, よく計画を立ててほしいです｡全部の授業を

大学教育研究開発ｾﾝﾀｰ長曽我日出夫

新入生のみなさん，御入学おめでとうございます。

でも本当に「芽出」るかどうかは, これからどうする

かにかかっていると思います。大学が高校までと大き

く違うところは,自由が一杯あることでしょう。これ

は薬にも毒にもなります。できるだけ試験のやさしい

授業を選び，最低限の努力で卒業することもできるで

しょうし， あえて高い目標をたて当初は思いもしなか

ったものを修得して卒業することもできるでしょう。

さて，大学には「大学教育研究開発センター」とい

うものがあります。 この「センター」はどこの学部に

も属しておらず，大学全体で運営されています。その

仕事は，全学共通的である教養科目の編成や授業に関

する全学的な調整です。 1年生のみなさんは，教養科
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科目の選択だけでなく，将来いろいろな収穫があるこ

とでしょう6

4年間は長いようですぐ経ってしまいます。しかし，

努力して何かを得ようとすると，かなりのこ､とができ

る期間でもあります。一生のうちで，大学時代程「自

由」があるときはないと思います。これをどう使うか

もこれまたみなさんの自由です。4年後「よかったな

あ」と思えるような大学生活を造るように努力してほ

しいです。

｢よくわかる」ようにするのはちょっと無理でしょう。

ですから，優先させる科目をいくつか決めて，それに

ついては徹底的に「よくわかる」ようにします。

ところで問題は， こういう科目をどれにすればよい

かです｡これは，結局はみなさんひとりひとりが決め

る他ありません｡が,とりあえず計画を立ててみて，

先生に相談してみることをおすすめします。担任の先

生，授業の先生， いろいろ相談してみてください。意

外と先生の方も，相談に来てくれることを期得してい

ると思います。先生と気軽に相談できるようになると，

’
ることですb外国語を習得する過程で，その言語が使

用されている国，地域の人々の思考法，価値観も習得

することができます。そして， さらに，外国語を学ぶ

ことにより， 日本人としての考え方を，他言語でのそ

れと比較検証することによって, 日本人としてのアイ

デンティテイー， さらには個人のアイデンティティー

を明確にすることができます。 自己の考え方を客観的

に分析できない限り，他の文化を受容することはでき

ないでしょう。

このような2つの目的意識をもって，外国語習得に

チャレンジしてほしいと思います。外国語専門部会で

は，学生の皆さんや社会のニーズにあった外国語教育

が，より効果的にできるよう，教養教育の外国語教育

を改革していくつもりです。その手始めとして，今年

度は一部の教養英語の授業に習熟度別クラスが導入さ

れます。

すてきな世界へ旅立とう1

健康･スポーツ科目専門部会長

加藤敏弘

スポーツの語源には, dis (離れる)+port (港) ,

すなわち｢港から離れていく」という意味があります。

スポーツは，陸の上で生きていくために備えなければ

ならない衣・食・住に伴う仕事から離れて，海外旅行

へでかけるような気分にさせてくれる場としての機能

を持っています｡海外旅行へ出かけるとちょっと不安

になったり，何か事件に巻き込まれてワクワクしたり

ドキドキしたりしますよね。それでも，今まで見たこ

ともないような風景に出会ったり，人のぬくもりを感

じたり，そうした体験を経ながら， 自分自身を取り戻

外国語専門部会長永井典子

茨城大学の教養教育で，なぜ外国語を必修科目とし

て学ぶのでしょうか？教養科目として外国語を履修す

る目的は2つあります。まず， 1つは，外国語をコ

ミュニケーショントゥールとして獲得することです。

そして2つ目は， コミュニケーショントウールとして

使いこなせるある外国語を媒介として，その言語が使

用されている国，地域の文化，思想，政治，経済の知

識を深め，異文化間理解を深めることです。

1つ目の目的，即ちコミュニケーショントウールと

して外国語を獲得することは，急速にIT化が進展す

る現在社会を生きていく皆さんにとって，避けられな

い課題です。今では，ネットを使い，あなた方の部屋

からアジア,アメリカ, ヨーロヅパの大学の授業内容

を閲覧したり，刻々と変化する経済情報を入手したり

できるのです｡そのためには,それらの情報が書かれ

ている外国語（英語， 中国語， ドイツ語， フランス語

等）が読めなければなりません。また，ただ単に情報

を入手するという受身的理由で外国語の獲得が必要で

はありません｡皆さんが今後専門とする領域で研究し

た内容，知識をもとに皆さんの考えを世界に向かって

発信するためにも，外国語獲得が不可欠の条件です｡

2つ目の目的，外国語を通しての異文化間理解も現

在のようにグローバル化した社会では，不可欠の要素

です。グローバル化に伴い，昨年アメリカで起こった

テロ事件のように，異文化間の摩擦も顕著になるで

しょう｡このような状況に於いてウ異文化を深く理解

し，それぞれの違いを受容していくことが大切です。

異文化を理解するためには， まず，その言語に精通す
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すきっかけを作ることができたりします。ちょうどス

ポーツは，そうした旅行と同じような気分を手軽に私

たちに提供してくれます。しかも，それは人と人，人

と自然，人と道具がダイナミックに関わりを持ちなが

ら進行していきます。

茨城大学では,健康・スポーツ科目の中で，各種ス

ポーツに触れることができます。そこでは,それぞれ

のスポーツ固有の文化を学びながら，健康的な生活を

営むための科学的な知識が得られます。そして自分の

身体を見つめ直すことができます。大学という教育機

関の活動ですから，そのような学びの場としての機能

を果たすのは当然ですが，健康・スポーツ科目は，そ

うした学びの場の前提として， スポーツや身体活動が

本来持っているワクワク感やドキドキ感をみんなと共

有しながら，お互いに助け合い，触れ合い， 目標に向

かって何かをクリエイトできるような場を大切にして

います。

時にはボールに当たって痛い目にあうかもしれませ

ん。勝てばうれしいし，負ければ悔しい。いろんなこ

とが次々と起こります。そんな時，次に自分がどのよ

うに行動したらよいのか，その水先案内をしてくれる

のが，茨城大学の有能な講師陣です。一般的には危険

だと思われているような活動でも，みなさんを安全に

そして快適に導きながら，一人一人が何かを学びとれ

るように， さまざまな工夫と配慮がなされています。

残念ながら，経年による老朽化によって茨城大学の

体育・スポーツ施設は，高等学校までのそれより劣る

かもしれませんが，それを凌ぐようなプログラムでみ

なさんをすてきな世界へご案内します｡

一情報関連科目の学生ｱﾝｹｰﾄを分析して－

情報関連科目専門部会長鶴田浩一
大学教育センターで実施した情報関連科目の授業

（平成13年度前期）に対するアンケート調査の結果

を分析して感じたことを述べてみたい。

まず，最初に「授業を履修して全体としてよかった

か」との問いに対しては，概ね80％以上の学生が良

かったと答えており，ひとまず安心しました。しかし，

情報関連科目の必要性を考慮すると，高い評価が得ら

れるのは当然かもしれません。

次に， 「教官の説明の解りやすさ，話し方や板書」

に対しては，授業によって評価に大きな差がありまし

た。内容の難易度，授業の形態とも関係するので一概

には言えませんが,教官側の反省事項と考えています。

学生がどの程度努力したかの指標である予習，復習

は，良くやっている人，全くやらない人等，予想通り

広く分布しています。しかし， 50％以上の学生が毎回

2時間以上予習，復習をしている授業もありました。

これは教官の授業の進め方にもよると思われ， ここで

も教える側の責任を感じます。また， 「授業を理解す

るため方法」については， 「友達と話し合って理解に

努めた」が一番多いようです。これは以上に良いこと

だと思います。

さて，皆さんはシラバスを読んでいますか。シラバ

スは役に立ちましたか。 ここ数年，各教官はかなり力

を入れてシラバスを作っています。しかし， アンケー

トの結果ではあまり読まれていないようです。良く読

んでもらえるシラバスとはどのようなシラバスでしょ

うか。学生諸君の意見をお聞かせ下さい。

授業の「内容に興味を持てたか」 ，授業を受けて

「知識，技能が向上したか」に対しては，多くの学生

が「興味が持て」 ， 「知識技能が向上した」と答え

てくれました。興味が持てなかったり，向上しなかっ

たら大変です。

以上をまとめると，学生諸君は情報関連科目に大い

に興味があり， また期待が大きいことが分かりました。

それだけに，教官の責任もまた大きいことを痛感しま

した。

人文科目専門部会長渡邊邦夫

入学おめでとうございます。人文分野別科目では，

人間文化，歴史のことを勉強します。 自己と別にあ

る「対象」というよりは，わたしたちはどこから来た

のか，何を（いかなるすばらしいものを， いかに多様

なものを）作り上げることができるか， また， いかに

心に関わるか， 自分が日頃様々なものに見いだす「意

味」とは何だろうか，などの， 自己理解の深化がどこ

かに含まれるような学問の勉強です。授業科目は「哲

学」 「心理学」 「歴史学｣ 「比較文化論」 「文学」

「言語学」 「芸術」 「コミュニケーション論」の8つ

です。人文分野は，単に人間や文化に関わるような学

問群として，一律の方法をもっているわけではなく，

それぞれの分野において，すぐれた先達が開発してき

た独自の学問的方法があります。学問の性格自体が，

研究する「現象」の違いに応じて多様になっています。

受験勉強から解放されて， これからがほんとうの学
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学生は，教師の話を聞きながら自分の判断で要点をま

とめ， 自主的にノートにメモすることを前提に授業を

組み立てていたから， 自ずから板書は走り書きになっ

てしまう。当然の結果だが，私の授業に対しても板書

への不満が多く記されていた。 「そんなもんなのかな

あ，来年度の授業からは板書にもっと気を配らないと

いけないなあ」 ， アンケート調査を分析した後の個人

的な感想である。

「だが，待てよ」 ， という気持ちもぬぐいきれない。

もちろん全員ではないだろうが，教師が黒板に書いた

ことをそのままノートに写すだけで満足していいんだ

ろうか？板書に頼りすぎるのは問題ではないのか？教

師が板書しようがすまいが， あるいはどんな字で書こ

うが，聞いている学生が自分の頭で授業内容を咀噛し，

整理し， ノートをとる力を身につけることの方が大事

なのではあるまいか？

できるだけ丁寧に板書しようかと思いつつ，他方で，

学生諸君にも板書依存からの脱却を求めたい，そんな

心境である。

自然科目専門部会長井村久則

ご覧になった方も多いと思うが，平成14年1月25日

付けの朝日新聞「総合」欄に「科学基礎クイズ何問分

かる？」 ， さらに27日付けの同天声人語にも「大人た

ちの基礎的な科学知識を○×10問で調べたら， 日本は

14カ国中12位なる記事が掲載された。文部科学省が18

から69歳の約2000人に面接調査した結果だそうで，

「日本の15歳の科学知識レベルは31カ国中2位と高

い」のに「子供より大人の理科離れが心配」 ，そして

「大学教育がだめだからと言う理由だ。だが，…」な

どと続く。

もちろん，原因が大学教育にあると決めつけられる

訳はなく，むしろ，子供の頃からの科学へのあこがれ

や興味の低下， また急速な社会の変化に教育（改革）

が翻弄されているなどの事情によるものと思うが，皆

様はどのようにお考えでしょうか。いずれにしても科

学の教育レベルを評価する一つの客観的なデータであ

り，大学の教養教育においても理系，文系を問わずレ

ベルの向上を目指す必要はあると考えている。

本学では教養教育の改革の一環として， 13年度から

授業アンケートが各クラス単位で実施され，受講生側

からの授業の評価や要望，受講生自身の取り組みの様

子が，統計データとして見られるようになり， 自然科

問です。簡単な「正解」はありません。じっくり考え，

（自分なりの，そしてあくまでもさしあたりの）答え

が出るまでやり続ける， という態度を学んでほしいと

思います。まして，人文分野の「勉強」は，勉強と

いっても，がんらい強制されてやるものではなく，人

間（たち）が一定の成長段階に至ればだれでも抱くよ

うな， 自分や， 自分が深く関わる文化そのものや， 自

分にとっての「他者」 「異質なもの」についての，或

いは他者と自分を結ぶ諸制度についての，根源的な知

的好奇心に基づいています。初めさえ少し我慢すれば，

面白くないわけがないと思います。将来技術者になり

たいとか自分は理系に徹すると考えている人も，或い

は人文分野なんて甘つちよるくてきらいだと感じてい

る人も，編されたと思って授業の言葉を聞いてみてく

ださい。その中には， きっとだれもがいまの年齢で疑

問に思うに違いない， 自分は何者なのか， ということ

を考えるための貴重なヒントが，隠されているはずで

す。技術や自然研究にしても，それを「一生の」課題

とするとはどういうことか， という 「意味の問い」が

答えられなければなりません。どうせだれもがいつか

どこかで考えることになるのですから，鍛えられた思

考法を， いまのうちに手に入れるのが得策でしょう。

板書は重要？1

社会科目専門部会長齊藤典生

1月末から2月初めにかけて，昨年7月に行われた

学生の授業評価アンケート調査の分析に追われた。専

門部会長であるがゆえに生じた仕事だったが，学生諸

君の授業に向き合う姿勢の一端をうかがうことができ

て興味深かった。

とくに， 自由記入欄には率直な感想を綴ったものが

多く，なかには読んでいてドキリとさせられる指摘も

含まれていた。私が担当した社会分野のアンケート調

査では172人の学生が何らかの意見や感想を寄せてく

れたのだが，驚いたのは，板書に関わる記述が38人を

数え，最も多かったことである。一人だけ， 「黒板に

きちんと書いて，字も上手」とプラス評価をしていた

が，それ以外はすべて不平・不満の類であった。字が

薄い，小さい，字が読めない，字が読みづらいから

ノートもまとめられない，等々･

学生諸君は， こんなにも板書を重視しているのか1

認識不足であった。変わってきているなと感じてはい

たものの，念押しされたとの思いが強い。私の場合，
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目専門部会においても， 目下その分析，報告に追われ

ているところである。一側面ではあるが現状の問題点

が明らかになり，改革の方向性を決める上で重要な資

料になるものと思う。授業アンケートは今年度も引き

続き実施されることになっており，改革の進展に資す

るような正確なデータが得られるよう学生諸君の真蟄

な取り組みをお願いしたい。

自然科目専門部会のルーチンは，決められたカリ

キュラムに沿って具体的な授業時間割をコーディネー

トすることである。例えば，前年度の専門部会で決定

された教養教育の基本方針に則り，基本計画案，実施

計画案の策定，授業題名，担当教官， 開講曜日・時間

の調整と続く一連の骨の折れる作業である。 13年度は

主として巨大クラス問題に取り組み， 14年度より地球

科学分野で開講本数を増やすことになった。また

ニュースレターNo.22でも取り上げられているが，懸

案であった理学部の専門基礎科目のうち，基礎的な科

目を他学部の2年次以上を対象に開講することになっ

た。改革の議論のきっかけと理解している。

『天の声／地の声』

総合科目専門部会長松井宗彦

活気に溢れ創意工夫に満ちた平成13年度の授業が

滞りなく終了した。大学教育研究開発センターは点検

評価の一環として，学生を対象とした『教養教育に関

するアンケート調査』を実施した。これとは別に総合

科目専門部会は平成13年度前期の授業を担当した先

生方を対象に『成績評価に関するアンケート調査』を

行った。今回は， この二つの調査結果にみる「学生の

声と教師の声」をその一部だけ紹介してみたいと思う。

教師は学生たちの率直な意見に耳を傾け，学生のみな

さんは教師の言い分を親心と受け止めて，相互啓発，

大いに研鑛していきたいものである。

［学生の声］－－‐ 「この授業は推薦できません」 「板書

が練れてない」 「字が汚くて読めない」 「声が小さく

て何をしゃべっているのか， よくわからなかった」

「教えようというやる気が2人とも感じられなかった

ので， もっとやる気を出してほしい」 「シャキッと授

業し･ろ」 「さっさと教職やめて二度と教壇にたつ

な」 ‐---など過激な意見も吐露されているが， これ以

上は割愛する（きっと身に覚えのある先生もいらっ

しやるとは思うが） 。

［教師の声］ ‐--‐ 「茨城大学には非常に優秀な学生が

いることを知っている」 （というお褒めの言葉もある

が） 「そうではない学生たちが低い方へ足を引っ張ら

ないでほしい」 「学生は興味を持つ者と全く興味を示

さない者にわかれる。特に携帯電話に熱中する者，眠

り込む者など授業に関心のない者がはっきり見られ

る」 「受講生の教室における学習意欲が専門科目の授

業と比べ，低い」 「授業に参加する態度が見られない

学生が多く見られる」 「強い関心を持つ学生もいるが，

関心を持たない無思考の学生もいる」 「授業の途中で

エスケイプするくらいならば，最初から出ない方がよ

い」 「レポート作成という切羽詰まった時がこないと

本は手にしない。タバコは買えるのにテキストは買え

ない」 （実はオレもそうなんだ…と自己批判している

学生諸君も多いのではないか)。

いずれにせよ,教師の心,学生知らず｡学生の心,教師

知らず,では進展はない。 「天の声と地の声｣が共鳴し

合って素晴らしいハーモニィとなり,知の世界が広が

り躍動することを希望したい（特に若い群像に期待し

たい)。

なってしまった。そういう人が何人いることだろう

か？一応，私は学問に対してまじめに取り組んできた

つもりだが，結局のところ，私は何を学びに大学へ入

学し，大学で何を学んだのだろうか…？

大学1年のころ，私は最初にあまり興味のない教養

科目ばかり受けさせられ，専門科目に対する興味もな

くなりかけていた。とりあえず， 「興味のないことは

やらず，興味があることも適当な理屈をこれてやらず，

ひとときの娯楽に走る」ことを繰り返した。また，人

小林 篤（工学部4年）

受験勉強という名の暗いトンネルをくく、り抜け，待

ちに待った夢の大学生活11 「大学ってどんなところだ

ろう?!｣と期待して入学した。そして…。 ‘

入学して多くの学生が， まず最初に覚えることは，

代返の頼み方，一夜漬けのコツ，飲み会の盛り上げ方

☆。肝心の学問については…(一;。 「な～に， どうに

かなるサj」と考え，そんなこんなで， もう4年生に
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ん，私たちも日頃からそういったことに注意を払うこ

とも大事です。ただ時々心配になることが多々あるの

で，そこの所はお願いしたいと思います。

最後に教養科目の語学の授業の種類を増やしていた

だきたいのです。今は，仏独露西中韓の6種類の言語

しか学べないようになっている。私は伊語やマジャー

ル語などいろいろな言語を学べるようにして欲しい。

これはぜひやって欲しいと私は思っている。なぜなら，

国際化といった面で上記の6か国語では対応しきれな

いと思うからです。ほぼ必修に近い英語と自分の使い

たい言語を学べるようにと思います。

国分理都子（人文学部1年）

一年が終わった。一年次より多少の新鮮さは失われ

るものの，再び新しい大学生活が始まるのだ。そこで

私が過ごしてきたこの一年間を振り返ってみたいと思

う。

そんなに興味のない自然の科目。授業で分からない

ことがいくつかあり質問しようとしたのだが，忙しそ

うに荷物をまとめて帰ろうとする先生の姿を見ると，

なんとなく迷惑になりそうで声をかけづらい。実際忙

しいのだとは思うが， もう少しゆったりとした態度で

いてほしい。私も，そこで諦めず呼びとめるか，研究

室に行って質問すればよかったのである。だが，次の

時間の授業を受けたり，一晩経ってしまえば質問する

こと自体をすっかり忘れてしまうのである。そして試

験勉強をしている最中に思い出し，他の試験もあるの

で時間もなく，分からないままの状態で試験を受ける

ことになるのだ。 これほど悔しいことはない。

また，前期に受けた授業ノートを振り返ってふと冬

頃に疑問を持ったとしても，その先生が非常勤務で大

学に来ていた場合，来年の前期まで待つか，その科目

の別の先生に聞く意外に方法がない。教養科目では，

あらゆる学科の， あらゆる先生がいるため，研究室が

どこにあるか探すのだけでもなかなか大変だ。だから

分からなければ，授業中もしくは授業直後，必ず質問

するようにしたいと思う。

さきほど， 「興味のない」自然の科目， と書いたが，

これは私の過ちである。興味がないのではなく，興味

を持とうとしていないのだ。これでは授業を取ってい

る意味がないばかりか， 自分が授業を選択している事

実が間違っていることになる。大学側が教養として学

ぶべきだと判断したこと， この学科・学部を選んだ際

付き合いに関しても， 「相手を理解しなくても， 自分

のことは理解してもらえる」と考えていたために，

「～って俺のこと理解してくれないからムカツク」な

どと他人の不平不満ばかり言っていた。自分が不平不

満を言われているとも知らずに…。

しかし，社会に出たら，娯楽的なやりたいことより

も，精神的， 肉体的にも辛いやりたくないことの方が

多いだろう。また，相手を理解しようとする思いやり

の心がなくては，心の底から信頼できる友人は作れな

いだろう。私は大学4年目にしてようやく， これから

長い人生を生き続けるにあたって，今までと同じ生き

方ができるはずもないと考えるようになった。

これから私は， 「何に興味を持ち，やっていきたい

と思っているのか」を再確認し， 「自分を理解しても

らう前に相手を理解する気持ち」を持って生きてい

こうと思う。私は気付くのが遅すぎたかもしれない。

しかし， 1～3年生の人達はまだ間に合うと思う。充

実した大学生活を送るためにも， もう一度「自分」を，

「友達」を，そして，生きていく 「環境」を見つめ直

してほしい。

安田有希（教育学部1年）

大学では，恒例の如く，試験の前になると学生は試

験勉強をするためにバタバタとする。後期の試験があ

る2月近辺になると， 当然のようにそれが起こる。そ

の中で，私は突然この原稿の依頼が． ・ ・ ・断ろうと

思っていたのだが，題は「聞いて欲しい，私の意見」 。

これはちょうどいいと思い，今に至っている次第です。

現時点では日々私のストレスの原因は， もちろん試験

であり，その事で当然頭の中はいっぱいであるので，

多少訳の分からない事が書いてあっても，お許し願い

たい。

さて， 「聞いて欲しい，私の意見」ですが，なぜ，

教育棟の改修工事（建てかえ？）が早く行なわれない

のだろうかと思います。私が聞いた話では雨漏りのす

る棟もあるそうです。老朽化が進み，雨漏りがする中

で勉強を行うことは非常に辛いと私は思うのです。だ

から，早急に何か手を打って欲しいと思います。

次に， いろいろな施設のセキュリティーの強化をし

て欲しいです。最近よく，研究室等が荒らされるのが

よく見られます。だから， もう一度，見直して，セ

キュリティーの強化をして，安全に勉強，研究などに

望める環境の提供をしていただきたいのです。もちろ
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学ぶべきこと， この大学に行く際学ぶべきことをまる

ごと否定することになるのだ。 これは自分が選んだこ

とに積極的に働きかけもせず，責任が持てず，放棄し

た状態だ。興味がないとはそのようなことだ。私はそ

うならないために多くのことに興味を持って接してい

きたい。

春休みが明けると二年生になるが,私にはまだまだ

反省するべきことが多いようだ。

■■ ■■ ー

しい生活にどきどきのことでしょう。不安なこともた

くさんあると思います。みんな初めはそうですから,

慣れるのをまって気楽に毎日を過ごしてくださいね｡

大学の授業では， 自分の学部の専門的な勉強ができ

る所だと思っている人も多いと思います。私もそう

思っていました。しかし実際1年のうちは，専門的な

授業はほんのわずかで，ほとんどが教養科目という基

礎的な教養の授業です。期待していただけに，がっか

りという人もいると思います。だけどこの教養科目は，

たくさんの授業の中から，学びたいこと，知識を得た

いことを， 自分で選ぶことができるのです。これが大

学のいいところです。シラバスをパラパラ見ながら，

いいなと思う授業を見つけるときっとわくわくしてく

ると思います。 自分の専門分野の科目を受講すれば基

礎的な勉強ができるし，全く違った分野の科目を受講

すれば視野が広がるでしょう。学問に最終的な到達点

はありません。ずっと続いていくものです。だから無

駄な知識なんて1つもないと思うのです。授業を選ぶ

ときには，先ぱいや友達に単位のとりやすい授業を教

えてもらうのもそれはそれでよいでしょう。だけど私

は，やっぱり自分の意志で学びたいと思う授業をとっ

た方がいいかなと思います。何より授業をおもしろい

と思える， これはすごく大事なことです！

ほとんど毎日教養科目だけでは， もの足りない気持

ちもあるかもしれません。だけど，せっかく色んなこ

とが勉強できるのに， ものにしなければもったいない

と思いませんか？どうせならいっぱい吸収してしまい

ましょう6大学生活は多くの人にとって勉強できる最

後のチャンスです。今， この時が，将来どんな貴重な

時間になるか…たぶんみなさんも色々な人から聞いて

知っていると思います。いっぱい遊ぶのもOKです。

でも学ぶときはしっかり学んで， 「充実している☆」

と言える大学生活を目指して下さい。応援してます1

中村修一（農学部2年）

高橋和美（人文学部2年）

大学に入り, どんな授業をやるのだろうと胸はずま

せる1年次，最初に受けるのが教養科目です。しかし

私が実際に受けてみての感想はというと……高校の授

業とあまり変わらないなと少し拍子ぬけしました。ま

あ例外もあって，数学の授業などは高校時代に数Ⅲ．

Cを学んだにもかかわらず…手も足も出ないといった

有様でしたが。

教養の授業はたいていが大きな教室で行われ…多い

時は2． 3百人が一緒に受けることもあります。集団

の心理とでもいいましょうか，授業を聞いていない学

生が多いように思います。事実私もその中の1人でし

た。たまに先生がマイクを忘れるという事態も起こり

ます。これは不可抗力です。 この大人数を律儀にも30

分もかけて出席をとる先生もいますが， どう考えても

賢いやり方ではないように思うのは私だけでしょうか。

指定された教科書が担当の先生が書いた本だったとい

うこともありました。 これにはちょっとちゃっかりし

ているなと感心したほどです。

1年の授業のほとんどは教養科目といっても過言で

はありません。私は英語が他の科目より少しできたた

め今の学科に入ることができたというのが本音なので

そんなことはなかったのですが，輝かしい夢と希望を

胸に大学に入ってきたという人の中には，先に述べた

ような現実に矛盾を感じ，大学をやめてしまったり他

の大学を受け直すといったこともあるようです。実際

に私の知人にもそのような人が2， 3人いました。

「学問というのは独学でするのが基本だ。教養教育

の前提というのは，興味を持つように手助けをしてや

ることだ」とある先生がいっておられました。なかな

か的をえていて説得力があります。 ここはこの言葉を

貸りて終わりにしたいと思います。

渡辺美妃子（理学部2年）

新入生のみなさん，入学おめでとうございます。新 私が大学に入学して初めて出会った「教養科目」と
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えば近年注目されており，私たち農学部生にとっても

身近な話題の1つである遺伝子工学に対する興味は，

研究者のみならず，一般の人々の問にまで広がってい

ます。 「クローン技術」をはじめとするあらゆる遺伝

子操作は明るい未来を開拓する新技術と称賛される一

方で，生命の設計図を人為的に造り変える「神への返

逆」と言われ， これらの技術の悪魔性に多くの人々が

不安と恐怖を感じました。このような状況において，

科学者自身も「神の存在」 「生命をそうさすることの

罪悪性」について冷静に考えざるを得なくなり，議論

の末，実験上の規則を設けるに至りました。しかし，

今でもこれらの技術における倫理上の問題に対する論

争が絶えることはありません。 「教養科目」の意義は

人によって様々であると思いますが， このような技術

を持つ私たちがポストゲノムの時代をいかに生きるか。

この問いに対する無限の解答例を少しだけ示してくれ

るもの。それが私にとっての教養科目であったように

思います。

称される「心理学」 「哲学」 「社会学」などといった

分野は，幼稚園時代は生き物の観察に夢中になり，

小・中学校では理科，高校では生物・化学に心を奪わ

れた私にとって触れる機会が少なかった新境地でした。

「神とは何か」 「真実と虚偽」 「常識と非常識」など

一筋縄ではいかないであろうテーマの連続であった講

義で垣間見る未知の世界観は．驚嘆・懐疑・恐怖の念

を抱くことなしには受け入れることができないもので

した。 1つのテーマに対するあらゆる観念を自分の中

でどのように解釈していけばよいのか。何が正しく，

何が間違っているのか。各分野専門の先生方の講義と

ともに，それらを初めて考える機会を与えられたこと

は，私の大学生活のスタートとして非常に貴重なこと

であり，専門科目だけでは得られないであろう幅広い

視野を養うきっかけの1つとなりました。実際に，私

が今後より深く学んでいくわけであろう農学の分野に

おいても，科学的思考だけでなく，倫理的観念に基づ

く知識や，それに対する理解も求められています。例

新たに，各区分の評価の基礎となる修得の内容と程度，

さらに，各区分に与えられる評価点(A+に5点, A

に4点, ･ ･ ･Dに1点）が明示されます。この評価

点はグレード・ポイント (GP)と呼ばれ， アメリカ

などでは以前から用いられてきました。その平均値

(GPA)は，学生の成績の指標の一つとして色々な

場面で活用され，諸君にはまだ適用されませんが，一

定のGPAを得ることが卒業の要件となることも検討

されています。

このような新しいシステムは何を目指しているので

しょうか。そのもっとも根本的なものは，諸君が学ん

だ成果を客観的かつ適正に評価し，勉学への意欲と成

果を高めることです。茨城大学で学んだ諸君が，大き

な成果を手にして，胸を張って社会に旅立ってほしい

のです。諸君には，従来以上に実のある学業への取り

組みが求められますが， このシステムが効果的に働く

には，学生だけでなく授業を行う教員の大きな努力も

必要です。

私たち教員には， これまで以上に授業の目的を鮮明

にし,内容を吟味した上で十分な準備を行い，効果的

に授業を行う姿勢が求められます。 このような努力が

あって，初めて諸君に厳しさを求めることができるの

成績の6段階評価の導入と履修単位

教育学部山根爽一

新入生の皆さん，入学おめでとうございます。陽光

の下，新鮮な春の息吹を感じるキャンパスの空気はい

かがでしょうか。私たち950名を数える教職員一同，

皆さんが茨城大学で勉学やサークル活動を通じて有意

義な4年間を過ごせるよう，色々な面からサポートし

ようと熱意を燃やしています。

ところで，大学における重要な課題のひとつに，学

生の成績評価があります。茨城大学では平成12年度

からその改革に向けて検討してきましたが，今年度の

入学者から成績評価のシステムを変更することになり

ました。そこで， この誌上を借りて変更の概略を説明

し，皆さんにその内容と意義をよく理解していただこ

うと思います。

成績評価については，各学部の履修要項に詳しく書

かれており，評価の区分などが表で示されています。

まず，従来4段階(A～Cは合格,Dは不合格）だっ

た成績の評価区分が6段階(A+とA～Dが合格, E

は不合格）に増えるのが大きな変化です。区分の細分

は評価の精度向上をねらっています。そして，表には，
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担当の医師や建築家は実力のある信頼できる専門家で

あると期待するでしょう。信頼を保証するものとして

資格制度があり，それぞれ医師国家試験や一級建築士

試験に合格していることが必要になります。資格を与

えることに関しては， 日本は「実務経験」と「試験」

を重視していますが，国によっては， 「専門学部系の

学部卒業の学歴」を重視するところもあります。

近年，地球規模で市場経済化が進み，国境を越えて

ボーダーレス化が進行しつつあります。それとともに，

技術者の活躍の場も国境を越えて拡がり，商品と技術

の国際規格化・標準化とともに，技術者資格の国際的

相互認証の動きが進んでいます。さらに，その前提と

して技術者教育の相互承認が進められています。

このような中で，我が国の工学教育に対しても，

「工学者教育プログラムの認証を行うことにより教育

の質を高めるとともに，国際的な共通基準に準拠させ，

品質保証をする」認定システムの検討が進められてい

ます。 この目的のために, JABEE(日本技術者教

育認定機構http://www.jabee.org/)が1999年に設立

されました。最近，幾つかの大学で試行的にこの認定

審査を受けていますし，数年後には本格化することと

なっています。 JABEE認定は， いろいろな分野が

対象になっており，工学部ばかりではなく，理学部，

農学部も一部関係しますし，専門教育ばかりでなく教

養教育も対象に含まれます。

それではどこがポイントになるのでしょうか？基準

1 （学習・教育目標)では，工学基礎及び専門能力に

加えて, (a)地球的視点から考える能力とその素養

(b)技術者倫理, (e)社会の要求を解決するためのデザ

イン能力, (f)コミュニケーション能力, (g)自主的，

継続的な学習能力, (h)制約の下で計画的に仕事を進

め， まとめる能力，が求められますので，教養教育へ

の係わりが大きいでしょう。また, JABEE認定で

は，教育プログラム毎に「その教育が要求基準を満た

しているか」について大学側による証明の妥当性を，

成果に焦点を当てて審査します。ですから，教官は要

求基準を満足するような教育プログラムを用意し，適

切に実施し， 目標とした成果を挙げるよう努力する必

要がありますし， また成果が挙がっていることを示す

ことが求められます。今後卒業証書が，認定基準をク

リアし，技術者教育の第一段階を修了した証明になり

ます。従って成績の評価も厳格になりますので，学生

諸君もしっかり勉強し，社会に出るための実力を身に

です。諸君は，すでに授業の目的や概要，到達目標な

どを書いたシラバス（授業計画）のぶ厚い冊子を受け

取りましたね。これは，諸君が授業を履修するにあ

たって，教員のもつ授業の意図と受講者に求める到達

度などを，書面によって確認するためのものといえま

す。受講者に授業に関わる適切な情報を提供し，学修

成果をどの資料によっていかに評価するのかを示すな

ど，今年度からシラバスの記述内容にも工夫が加えら

れました。教員と学生が一体となって，学問の府とし

ての大学の本来のあり方を追究しようというのです。

次に，年間あるいは半期ごとの履修申告単位数に上

限を設けることにふれておきましょう。 これは，検討

中の事項で，平成14年度の入学生にはまだ適用され

ませんが，上に述べた成績評価の制度と密接な関係を

もつので，その基本的な考え方を諸君にも知っておい

てほしいのです。

文部科学省の規定によって，大学では45時間の学

習に対して1単位が与えられます。

茨大で行われている多くの授業は半期で2単位を得ら

れるよう設定されており，例えば，講義の場合，週1

回2時間（実際には90分）で15週，つまり30時間の

授業で2単位が得られます。これは，一見すると上の

規定に反しますが，それなりの仕組みがあるのです。

つまり，教室での授業は30時間だが，学生が授業外

に図書館や自宅などで60時間の予習・復習を行うこ

とを前提としているのです。 これを忠実に実行した場

合， 1本の授業を受けるたびに4時間の授業外学習が

必要で，充実した履修には1日あたり2本程度（週あ

たり10本程度）が限度ということになりますね。こ

れが履修申告の上限設定の理由であり， 45時間1単

位の規定の実質化（少ない授業を密度高く履修する）

によって，各授業の学修成果を飛躍的に向上させよう

というねらいがこめられています。新システムを効果

的に実施するためには，図書館や学習室などを整備し

て授業外にも学習できる環境を整えたり，学生の履修

相談を受けるオフィスアワーの制度を充実させること

も強く望まれます。

以上のことを念頭において新学期の授業履修計画を

作り，有意義な大学生活をスタートさせてください。

JABEE対応と教養教育

工学部横山功一

だれでも，医者にかかるときや家を建てるときには，
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このような現状を踏まえて，本学の教養英語教育を

より満足のゆくものに改善すべく立ち上げようとして

いるのが，習熟度別クラス構想である。この構想は，

①教養英語として必要な到達度をきちんと設定し，②

習熟度別クラスの可能な限り細かく分け，③週2回の

連動授業を行い，④統一されたカリキュラムの下で授

業を行い統一された評価基準で単位を出す， ことを柱

としている。 これにより，現行システムの主な問題点

3つを解決することができる。まず，週2回の連動授

業を行い，各レベルの習熟度に到達した学生のみが次

のレベヘ進むことになるので，第1の問題点は解決さ

れる。次に，統一されたカリキュラムに基づいて授業

を行い，単位認定に関する評価基準も統一されるので，

第2の問題点も解消される。さらに，学年度の初めに

統一基準に基づく習熟度別クラス編成を行うために，

だいたい同じレベルの学生が1つのクラスに集まるこ

とになり，授業運営の効率化が見込まれる。それゆえ，

第3の問題点の解消につながる。

ただ，物事は何ごとも机の上の計算通りにはいかず，

構想と実践とのずれはつきものである。本構想も，細

心の注意を払い，多大な時間を費やして準備してはき

たが，実際に導入してみてはじめて明らかになる問題

点もあると思われる。そのために，来年度人文学部社

会科学科の1年生を対象にしたパイロット授業（試験

的授業）を行う予定である。 この結果明るみに出るで

あろう様々な問題点を検討・分析し，適宜修正してい

くことで，平成15年度以降の本格導入への足掛かりに

したいと考えている。

つけてください。

－英語習熟度別ｸﾗｽ構想について－

人文学部コミュニケーション学科

和田尚明

本学の教養英語は現在EnglishCommunication

(EC),InterculturalCommunication(IC) ,

TextReadmg(TR)の3種類から学生が好きなタ

イプの授業を選び， さらに各タイプ用に複数用意され

たクラスの中から希望する教官の授業を選ぶことがで

きるシステムになっている。現行のシステムが始まっ

て6年が経つが，一定の効果が見られ評価すべき点も

あるが，一方で少なからず無視できない問題も出てき

ている。とりわけ，大きな問題は3つあるように思え

る。第1に，各クラスに連動性がないために，学生は

週2回の授業をばらばらに受けることになり， 1年生

で受ける2つの英語の授業内容のレベルや進度が極端

に違っていたり， 2年生になって受けた授業の方が1

年生の時に受けた授業よりも， 内容的にやさしくなる

といった事態が生じている。 2つめとしては，例えば

同じ英語のICクラスであっても，評価基準が異なる

ために，たとえ同じグレード (AならA)を取ったと

しても，到達した英語力にかなりの差異が見られると

いう点が挙げられる。第3点として，基本的には学生

の希望に基づくクラス編成になっているので， 同一ク

ラス内での学生の習熟度に大きな差異がある場合が多

く，そのため効率的な授業運営が難しい場合が多いこ

とが挙げられる。

’
著作（森博嗣著「臨機応答・変問自在」 ，集英社新

書， 2001年）を本屋でみつけた。本稿のタイトルは，

その本に書かれていた言葉を引用したものである。

質問メモにはいろいろなことが書かれてくる。数回

目になると，学生も慣れて安易な質問が目立ち始めた。

そこで，疑問を自分で調べるという姿勢を欠く質問者

に対しては，逆質問をしてレポート提出を求めた。ま

た，質問メモを介して，学生と討論するような状況も

生まれた。一例をあげると，＜学生＞「細菌の新種を

発見したら何かメリットはあるのですか（特許のよう

なかんじで） ？」→＜教官＞「こんな質問をされた新

種の細菌は，問い返すでしょう， 『あなたは生きてい

「重要なことは答えることではない，
問うことである」

農学部太田寛行

今年度は，毎回，授業の最後の10～15分間で授業

に関する質問メモを学生に書かせ提出してもらった

（教養科目ではなく，専門科目での話である）。質問

メモは， 1)授業で理解したこと，考えたこと， 2)質問

に分けて書いてもらい，質問に対しては，次回の授業

で私の答え，考えをプリントして配布した。先日， こ

のような授業を20年間続けている某国立大学教官の
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て何かメリットがあるのですか？』と」→＜学生＞

「 （前回の質問では）新種発見のメリットは社会的に

どうなのかが知りたかった。 」→＜教官＞「～。私は，

微生物を見つけだすことの意味は, 自然界の物質代謝

（そのほとんどは微生物が担っているはず）の正しい

理解に向けた地道な作業だと思っています。微生物と

その物質代謝に対する理解不足の例は環境汚染の問題

に現れています。環境汚染は，環境中の微生物の働き

の限界を知らなかったために起きた人災と断言できま

す。～」→＜学生＞「～。私も同感です。『分解者を

みつけて処理すればいいではないかという発想が生ま

れた功罪』というところは，特に，最近考えていると

ころです。～。 『本来は，環境に対する意識改革が必

要』 ，本当にそう思います。 」

森博嗣氏の授業では，質問をさせ，その質問の内

容で学生を評価しているらしい。問うことを義務づけ

ることで，受け手に「学んでやろう」という積極性を

持たせることがねらいのようだ。森氏が説く 「問う学

生は， 口を開けている雛鳥のようなもので，そこに餌

を与えるのが教師の役目」に向けて，来年度は質問メ

モをもう一工夫しようと考えている。

るようになった， と言っていいだろう。そこから必要

で有用な情報や知識を選り分けて自分のものとするこ

とは必ずしも容易ではない。その点，古典といわれる

ものは，長い年月にわたり多くの人々に読み継がれて

きた， いわば人類の貴重な知的遺産であり，諸君が，

今後，専門的知識の体系を学び，人格形成をはかって

いく上で大いに有用なエッセンスが濃縮されているも

のといえる。 このような古典に意識的に取り組むこと

によって諸君の大学生活は一層充実したものになるで

あろう。

（人文学部田中重博）

人文学部から

新入生がキャンパスにあふれる季節がまたやってき

た。新入生諸君は， これから始まる大学生活に期待で

胸をふくらませていることと思う。

大学は，学問をし，専門的知識や情報，技能などを

修得し， さらには自分なりの人生観を深め，人間性を

磨く場であると， いえるだろう。あわてることはない，

時間はたっぷりある。大いに楽しんで充実した生活を

送ってほしい。

さて，大学生にはいくつかのタイプがあるようだ。

ひたすら学問，勉強だけをして過ごすタイプ， クラ

ブ・サークル活動に専念するタイプ， もっぱらアルバ

イトに精を出すタイプ，学問以外の多様な活動に広く

浅く取り組むタイプ，何もしないで漫然と過ごすタイ

プ，等。

君はどのタイプになりそうかな。いずれにしても大

学のキャンパス外での活動（アルバイトやボランティ

アなど）を含めると，大学生が学び，成長し，友達を

つくる経路や機会は多様にあるといえそうだ。要は，

学生諸君の意欲の問題だろう。

そこで，受験勉強に忙しく追い立てられるように過

ごしてきた諸君に， どのような大学生活を送ろうとも，

心がけてほしいと思うことをひとつだけあげておきた

い。それは，古今東西の古典と呼ばれる書物をじっく

りと時間をかけて読むことである。情報化社会の急速

な進行の中で，私たちは不必要な， どうでもいいよう

な， また誤ったものを含め情報の洪水の中にさらされ

教
幸
目 学部から

この四月から，文部省の「ゆとり教育」が本格化し，

公立学校が完全週五日制になるのは皆さんご承知のこ

とと思います。教育学部では， この変化にあわせて

様々な準備をしてきました。

たとえば新指導要領で求められている，地域社会と

連携して行なう教育活動に対しては， 「美術館イン

ターンシップ」という授業を昨年からスタートさせて

います。茨城県近代美術館の教育普及活動の現場に学

生が参加して，学芸員の助手として実際に子供たちと

創作活動を行なうのです。土日の休日を美術館で過ご

す子供たちのために， どんなプログラムが必要なのか

を実地で学ぶことができる貴重な場として，美術館か

らも，学校からも注目される授業になっています。こ

のタイプの授業としては全国でも早い例だったようで，

今年からは埼玉大学教育学部と埼玉県立近代美術館が
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る外国語も専門基礎科目にすればよい。もう一つの講

義群は，学問と社会や人生との関係をかんがえる， あ

るいはそのきっかけとなるような科目群である。本来

の意味での「教養科目」である。心の豊かさや人格形

成を目指したものともいえよう。各自が勉強しようと

している専門分野にむかう方向を縦向きのカリキュラ

ムとすれば，その位置付けや意味付けをかんがえる横

方向のカリキュラムともいえる。全ての面での専門化，

細分化のすすんだこの時代に，両方向のバランスのと

れたカリキュラムに対する要請は，大学審議会からだ

けでなく，社会的にも強いものがある。自分の専門分

野のみならず専門外の分野をふくめて，それらの社会

的意味を中心にあつかう科目を「教養科目」とするべ

きではなかろうか。しからば， この「教養科目」のす

べてを1， 2年次に集中することに無理があるとおも

う。 自分の専門の社会的意義などは， ある程度の専門

をまなんではじめて具体的な関心がむくというものだ。

わたしは， 1， 2年生には徹底した専門基礎教育を

おこない， 「教養教育」は1年から3年次後期あたり

にわたるのがのぞましいとかんがえている。けっして

簡単なことではないが，専門基礎科目と「教養科目」

を峻別することがまず必要だとおもう。

（理学部森野 浩）

同様のものを始めるとのことです。

また，新聞報道等で小学校でも初歩的な英語教育が

取り入れられようとしているという話を聞いたことが

ある方も多いでしょう。 これは各学校の判断で内容が

決められる「総合」という時間のことで，実際に多く

の小学校が検討しているようです。確かに中学校に

なって初めて英語に接するというような時代ではない

のですから， 当然のことだと思われます。小学校の先

生に求められる英語力とはどのようなものか。教育学

部でもそれに対応するカリキュラムの試運転として，

今年から一部の学生を対象として，小学校の教師のた

めの英語の授業を開講しました。

「ゆとり教育」では小中学校の授業時間数の減少に

ともなう学力低下がとりざたされていますが，今まで

以上に，少ない授業時間で中身のある授業が展開でき

る教員を養成しなければいけないのは確かです。今年

から，開始される茨城大学の成績評価の精撤化は， こ

の問題に対してもタイムリーな効果を挙げてくれるこ

とと期待しています。

（教育学部小泉晋弥）

理学部から

｢教養科目｣は必要である
工学部から

今年1月発行の本誌22号の特集には，幾人かの学

生さんが教養科目についての意見をよせている。かれ

らの所属学部はそれぞれちがっているものの，それら

の意見は基本的に教養科目にたいして懐疑的であるこ

とにおいて共通していた。なかにはかなり否定的なも

のもあった。そのY君の主張するように，教養科目の

システムと内容がおおくの新入生の向学心や勉学意欲

をそいでいるならば，大変残念なことである。教養教

育にはいくつかの問題があり，現在も検討されている

ところであるが， ここで教養科目は必要であるという

立場から自分の考えをのべ，前号に投稿した学生さん

への返答にしたい。

わたしは，現行の教養科目が2種類の講義の混成に

なっていることに不評の原因があるとおもう。一つの

講義群は，専門の直接的基礎としての科目群であり，

これは学部で開講している基礎専門科目と本質はかわ

らない。 この種の科目体系は各学部で企画し，専門科

目として開講すればいいことである。情報教育や主た

4月になり，新入生は希望に胸を膨らまし，在学生

は新しい年度の開始を迎え心機一転しているものと考

えます。さて，私がこの原稿を書いている今は， 2月

中旬で，工学部では卒業研究や修士論文の締切ラッ

シュとなっており，卒業予定者は， まさに，徹夜徹夜

の連続といったところです。今年の一年もアッという

間に過ぎ去っていった感があります。前期は風のよう

に過ぎていき，すぐ守に夏休み，秋は知らぬ間に通り越

し，年末年始で今日を迎えております。一年，一年を

計画的に過ごしていかないと， 4年間はすぐに過ぎて

いきますので新入生の方々も十分に注意してください。

特に，最近は就職活動開始の時期が早まり， 3年生の

後期から活動を始めている学生もいます。卒業はすぐ，

目の前にあると考えたほうが良さそうです。

我が大学における教育方法も急速に進化しています。

工学部の各学科はJARFF対応を目指してカリキュラ

ムの改訂を進めている最中です。また，今年から工学
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部の新入生を対象に，英語のセンター試験点数に準じ

た英語授業クラス分けも始まりました。特に，工学部

の学生には英語を苦手とする人が多くみられます。し

かし，グローバル化が進む今日においては，エンジニ

アにとって英語は世界共通語として必ず必要な道具で

す。そこで，学生の英語習熟度に応じて大学英語教育

を柔軟に対応させ，各個人の英語能力を可能な限り伸

ばそうといった考えから，本クラス分けが提案されま

した。

若い学生諸君の能力開発度は無限大といって良いの

で，語学が苦手な諸君も， これを機会にチャレンジし

てください。

さて，工学部のキャンパスにも変化が現れています。

今年から図書館脇に総合研究棟の新築工事が始まりま

した。総合研究棟は計算機センター， メディア通信工

学科，機械工学科の各研究室が入ることになっている

棟で，今年度末には完成予定です。また，今後，老朽

化している各学科の建物の改修工事も予定されていま

す。ここ数年は工学部キャンパスのいろいろなところ

で工事が進みそうです。

大学生活を有意義に過ごすためには一年一年の計を

立て，大事にすることが必要不可欠です。新学期が開

始されるこの時期，皆で有意義な一年を過ごせるよう，

考えていきましょう。

（工学部増澤 徹）

阿見キャンパスのもう一つのポイントは，研究棟の

屋上からの眺望の良さです。霞ヶ浦と筑波山を一望で

きる眺めは天下一品です。そういえば， もうすぐ釣り

の季節ですね。霞ヶ浦は釣りのポイントがいくつもあ

るようです。

ここで，再び，ただし，です。霞ヶ浦の水質はかな

り悪化しているため，夏になるとアオコが大量に発生

し，異臭を発します。さすがに阿見キャンパスまでは，

その臭いは届かないようですが…。また，最近は飛ん

でこなくなりましたが，ガガンボのような虫が大量に

飛来するのもいつものことです。さらに，環境ホルモ

ンの影響か，体長2rn近くの鯉も釣れるという話も聞

いたことがあります。

以上が，私がみる阿見キャンパスを取り巻く周辺の

偽らざる自然環境です｡ただし（三度目となります

が） ， こうした自然環境は格好の研究の材料となって

いることも事実です。例えば霞ヶ浦研究は農学部を代

表する研究として全国に知られています。このように

豊富な研究材料に取り囲まれている阿見キャンパスで，

新たな研究素材をいっしょに発掘しましょう （なお，

この原稿の依頼を受けて執筆しているのは1月末段階

のことですので， これから状況は大きく変わる可能性

もあることをお断りしておきます）、Zノ O

(農学部安藤光義）

垂
辰 学部から

4月のこの時期の阿見キャンパスは，大学前の桜並

木が満開となります。 この桜並木の美しさは一見の価

値があります。キャンパス内にも古い桜の木があり，

毎年，その下で花見の宴が催されます。今年は花冷え

の寒さにならないことを祈っております。

ただし，阿見キャンパスの桜は必ずしもいいことづ

くめではありません。最大の難点は毛虫がたかること

です。盛夏のある日，それは起こります。町が消毒用

の薬を撒布するや否や，桜並木は毛虫並木へと一変し

ます。一本の桜の木に数え切れないほどの毛虫がぶら

下がって降りて来るからです。その桜の木の下は，晴

天であっても傘なくしては歩くことはできなくなりま

す。死体は埋まっていないはずですが， これだけは勘

弁してもらいたいと常日頃思っています。でも， いま

は桜の花を楽しむことにしましょう。

p
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きなどができず,不利な取り扱いを受けることもあり

ます。

登校,下校,授業の合間には従来の掲示板と電子掲示

板の両方の掲示に注意して下さい。

平成13年度から,共通教育棟において,電子掲示版に

より,休講・教室の変更・集中講義及び大学の行事等を

掲示されておりますが当分の間学生の呼び出しや試

験等については従来どおりの掲示板によりお知らせし

ますので注意して下さい。

掲示板を見ないことにより,所定の期日までに手続

－毎日3回は見きしょう－

っぶやき

日に大学教育研究開発センター運営委員会拡大委員

会で審議され， 3月に茨城大学教務委員会で正式に

決定される。習熟度別英語クラス，習熟度別情報教

育クラス，接続授業クラス，成績評価の厳正化等々

……が，てぐすねひいて待ち構えてている大学へ新

入生諸君が入ってくことになる。教養教育の改革に

専念されてきたセンター長のリーダーシップに感謝

するとともに,教養教育の開花と瀕死の大学の再生

を祈りたい。

（笹倉）

大学教育研究開発センターの「ローザ･プルムラ」

ニュース・レター第23号をお届けします。今，二月

中旬，後学期試験も終わり，学生がいなくなったキ

ャンパスは， ときたま教職員が忙しげに行き交うだ

けで寒々と静まりかえっている。蜆の殻の虚脱感が

漂うこんなキャンパスのなかでも，だれが植えたか

分からないが，侘助，茶人笠原侘助が愛でたといわ

れる椿に出くわし，はっとすることがある。似つか

わしくない場所で，似つかわしくない花，気をつけ

て見回すと，そこかしこに侘助， これも，それも，

あれはヒメ侘助……思いがけない遭遇，地獄で仏

……いずれどこかに， ヒメシャラ，それは季節外

れのワルアガキ，それともワルフザケ……

平成15年度教養教育基本方針（原案）が2月28

平成14年3月

茨城大学大学教育研究開発センター

水戸市文京2-1-1

029(228)8416(学生課教養教育係）

発行日

発行者
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教養「教育」の様変わり

－入り口管理から過程管理へ－

人文学部長村中知子

戦後日本は高等教育政策をアメリカ型へとシフトしてゆく。そ

の一つが教養部の創設である。アメリカ型の特徴は,"プレ専門教育

たる教養教育と専門教育とを明確に分離していることにある。ア

メリカの大学では,〆学部で教養教育，大学院で専門教育がなされる。

この分離をまねて, 日本では教養教育専門の教養部が設置されたの

である。その背後には，教養教育重視の思想がまぎれもなく存在し

ていたはずである。

ところが，従来の教養教育については「高校教育のくりかえしで

目 次
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(平成14年10月発行）

新鮮味がない」という批判が絶えなかった。教養部廃止はこの批判

を踏襲したものといってよい。だが90年代後半， 「学力低下」論議が勢いを増してくると，基礎的な教養教育が

またもや強調されるようになる。アメリカの教育学者マーチン・トローによれば，先進国では，高等教育はマス

段階からユニバーサル段階に突入しようとしているという。すなわち，同年齢集団の50％におよぶ進学希望者の

ほとんどすべてが大学に入学可能となる段階の到来である。

この段階では，入試（入り口管理）による質の高い学生の確保を断念しなければならない。むしろ来てくれる

学生に感謝である。大学の存在価値を示すには，学生に柔軟な実力をつけさせうる教育プログラム（過程管理)，

その結果としての就職先の確保（出口管理）という2点が最優先課題となる。人材養成の基礎となる教養教育は

地味ではあるがいっそう注目されることになるだろう。さらに，高校教育の積み残しを「接続教育」として大学

が引き受けざるをえなくなっている。

馬を水辺に引いていっても,水を飲んでくれなけば意味がない。 「水を飲ませる工夫｣が今まさに大学の教育に

要求されているのだと考えざるをえない。
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’
中には良好な評価を得ていない授業科目も少数ながら

見受けられます。 「もう少し，要点をまとめてから授

業をしてもらいたい｡」 「説明がわかりにくく，要点が

はっきりしない。板書の仕方も悪い｡」 「やり方が変わ

らない限り，他の人には絶対に薦めない｡」これらの貴

重な評価・授業に対する意見は授業担当教官にフィー

ドバックされ，授業の工夫に活用するようにしてもら

っております。ですから， アンケートには感情的な意

見ではなく，冷静な評価と改善につながる意見をお願

いします。

教員サイドから見ると， 「授業にも出てこない学生

が，授業の評価をするのはけしからん｡」 「学生の評価

は当たっていない｡」という気持ちがあるのも事実です。

でも双方が勝手なことを言っていたのでは，何も解決

しません。教養科目ではありませんが，理学部では専

門科目の授業評価アンケートの結果を学内ホームペー

ジhttp://www.sci.ibaraki.ac・jp/gaku/questn.html

に掲載しています。そこには， アンケート結果だけで

はなく，教員の声も載せてあります。言ってみれば双

方の見解を交換するフォーラムを作っています。一方

通行ではない，学生と教官の双方の努力によるさらに

一歩進んだ授業改善の試みかもしれません。ただ，授

業評価アンケートは通常学期末の授業が終わる頃に行

われます。ですから，結果を活用した改善は次学期以

降ということになります。本当は授業が進行中に学生

と教官が協力して授業をよりよくするのが望ましいと

いうことは言うまでもありません。

このようないろいろな試みにより冒頭の学生と教員

の溝を少しでも埋めることができるのではないかと期

待しております。

｢授業評価アンケートで溝を埋める」

大学教育研究開発センター

副センター長横山功一

｢あの先生の授業は，面白くないよな°直ぐに寝ちゃ

うよ｡」 「分かりづらいね。何で教え方が下手なんだろ

う｡」

一方， 「最近の学生は，授業に集中できない。勉強す

る意欲があるのか疑ってしまう｡」

どうも，学生と教員の双方にかなり大きな意識のず

れがありそうです。このような状況を松井宗彦教授

(教育学部）は， 「教師の心，学生知らず。学生の心，

教師知らず。先生は， あの手この手で，理解してもら

うための工夫をしているが，学生の半数は，授業の技

術に不満。先生は，学生の自発的な学習意欲に期待し，

学生は，教師の指導力の向上に期待する｡」と述べてい

ます（センター年報第6号，平成14年3月)。

前期も終わり，全教養科目について学生による授業

評価アンケートを実施してもらいました。皆さんのご

協力に感謝します。授業アンケートは，授業状況を把

握し改善に役立てるように以前から行われてきたもの

で，結果は報告書にとりまとめられ公表されておりま

すので図書館などでご覧下さい。昨年からは授業個別

にアンケートを採っておりますが，その結果を見ます

と，授業に対する満足度，理解度，授業方法に対する

評価などの評価項目に対して，おおむね良好な評価を

得ております。 「非常に役に立った／非常に良い授業

でした｡」 「先生に意欲があるとこんなにも授業が面白

いんだと実感した｡」 「授業の進め方や話し方がとても

良くて,楽しく授業を受けることができた｡」｢やり方が

違うだけで点数が変わるとは思わなかった｡」ただし，
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業人としての知識や技術を習得することは大切である

が， これだけでは勿論足りない。その前に，将来いか

なる道に進むにせよ，人間としての基礎となる教養を

しっかりと身に付けることが不可欠である。それには

第一級の古典をしっかり読むことが欠かせない。優れ

た古典は人間と社会の本質的な姿を深く鋭く洞察して

おり，歳月を経ても古びない。高度産業化管理社会の

中で人間性を圧し潰されて組織の歯車となり終ること

なく，乱れ飛ぶ情報に振り回されることなく， 目標を

見極めて人間らしく生きるためにも,古典を読むこと

が必要であり，それが人間存在の核を作るだろう。

（人文学部教務委員高橋智之）

人文学部から

昔，ソクラテスは，アテナイ市民一人一人に， 「ただ

金銭を，できるだけ多く自分のものにしたいというよ

うなことに気をつかっていて，恥ずかしくはないのか。

評判や地位のことは気にしても,思盧と真実には気を

つかわず，たましい（いのちそのもの）を，できるだ

けすぐれたよいものにするように，心を用いることを

しないというのは」と問いかけ，たましいのことより

も先に， もしくは同程度にも，身体や金銭のことを気

にしてはならない，金銭その他のものが，人間のため

に善いものとなるのは，公私いずれにおいても，すべ

てはたましいのよさによるのだから， と説き，最も大

切にすべきことを最も大切にしているかどうか，何の

値うちもない者なのに，ひとかどの者のように思って

いないかどうか等々に関して，対話によって自他を吟

味しつつ，人間の在り方を根底から問うて行った。

ソクラテスの洞察は， いつの世にも変らぬ人間の姿

を鋭く捉えている。そして個々人だけでなく，集団や

社会や国家の在り方も, 同時に問題にしている。今の

日本の世相一般を見ると， 日本人の心はすさみ切って

いるとしか思えないような事ばかりが目に付くが，例

えば，経済効率を最優先させ，国民総生産・国民総所

得を増大させることに血道を上げて，社会的に弱い立

場にある者を切り捨てて行く日本社会の在り様は，で

きるだけ多くの金銭を所有しようとしたアテナイ人の

在り様と本質的には異ならないだろう。しかも， 日本

においては，国家が教育を管理し，教育も経済至上主

義に取り込まれる傾向が強い。

大学教育において，直接的に社会の役に立つ専門的職

幸
胃教 学部から

大学の正門を入ってすぐ右手に樟の大樹が聟えてい

る。樟は常緑樹だから四季折々の空に映えて豐麗な緑

葉を震わせている。私は一日の仕事を終えて門を出る

とき何故かこの樟を見上げることが多い。

教育学部は現在大きな曲がり角に立たされている。

国立大学の独立法人化の流れの中で， とくに「教育」

の再編統合は焦眉の課題である。

しかし， いかなる時代的な変遷があろうとも， 「教

育」を問う姿勢は変わりようがないようにも見える。

時代的，政策的な規定のもとで「教育」は具体化され

てくるが，常に「人間」への問いかけを通して「教育」

は考えられねばならない。 日本人は「国民とは何か」

を問うことはしても「人間とは何か」を問うことに怠

惰であるようだ。 「教育｣は少なくてもこの二つの問い

を貫くところにはじめて成立するはずである。

教育学部はこの問いを学生と教官が共有しつつ， こ
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も堂々と批判できる精神が必要ではないかと思います。

現在「マイナスイオン」ブームです。最近，滝の近

くに行くとマイナスイオンが出ると，朝のテレビ番組

(袋田の滝が中継されていました)でアナウンサーがさ

かんに言っておりました。いわゆる「マイナスイオン

発生装置」は大手メーカーでもつくられています。た

だ，マイナスイオンが存在することはいまだに証明さ

れておりません｡高校や大学初年度の化学で習う用語

の中で，似たような術語として， 「陰イオン」 （負の電

荷をもった原子および原子団のこと）があります。 こ

の英語訳はnegativeion(anion)であってminusion

ではありません。マイナスイオンは和製英語です。陰

イオンは体にいいものだけではありません。すると，

｢マイナスイオン」ははたして何でしょうか？ 「マイナ

スイオン」は存在しないと私は言っていませんが， ま

だ証明されていないことを堂々と宣伝するのはいかが

なものかと思います。今年8月にアメリカに研修に行

ったとき，電気店で「マイナスイオン製品」は見かけ

ませんでした。マイナスイオンにかこつけて売ってい

るのは日本だけじゃないかと思うのですがどうでしょ

うか。

今の例を挙げたように，学生さんは社会に対して

堂々と批判できる態度を身に付けて欲しいです。そう

いう人が育たないと日本は滅びます。

（理学部教務委員森 聖治）

れまで必ずしも見えてこなかった教育の地平を新たに

顕在化する努力をはじめている。授業という場を濃厚

な思索と実践の場として組み直すにはどうすればよい

か，学部の全力を傾けた構想力が求められている。

先日のオーブンキャンパスには近年にない大勢の高

校生が参加した。 うれしい悲鳴が聞こえてきそうであ

ったが，われわれはこの若いエネルギーを正面から受

け止めて十分に手応えのある学生生活を提供する義務

がある。参加者のひとりは，前日水戸に来て説明会に

臨んだが， ますますやる気が出てきました， と感想を

述べて帰途についた。

若者よ大樹たれ。この言葉に見合うだけの豊かな士

を造らなければならないと，気持ちを新たにした次第

である。

(教育学部教務委員長橋浦洋志）

理学部から

石塚・理学部教務委員長に「このニュースレターを

書いていただけませんか」と電話で言われ承諾しまし

た。私のようなロクに経験のない若手の教官が教養教

育のうんちくを垂れられるはずがないし，理学部を知

り尽くしていないので， 自分の私見しかここでは書け

ません。 「理学部から」と題されていますが，私の考え

は理学部の意見ではないのでご了解下さい。

日本の大学の理学部は，昔から 「役に立たないこと

をやっている」と批判されています。

現在は時代が変わり理学部からベンチャー企業が立

ち上がるなど「役に立つ」研究が出てきています。産

学官協同研究は，倫理にもとるものでないかぎりどん

どん推進して欲しいものです。

しかし，理学部に真に求められているのは産業の発

展に寄与することでしょうか。学生さんには「批判的

精神」も学んで欲しいと思います。国や企業に対して

工学部から

教育のIT化が喧伝されています。注目される一つ，

シラバスのWeb化は，外に向けた大学の特色アピー

ル，内においては在学生の便利なページ，ついでにシ

ラバス印刷経費の削減などが期待されるでしょう。近

隣の大学にても全学的なシラバスのWeb化が進行し

つつあります。本学でも鋭意検討されているようです
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が，個別的には，工学部や大学教育研究開発センター

等で，各々の方式に沿いWeb化が行われています。

工学部では，昨年度の教務委員会の下に進められ，

昨年度末から利用可能となっています。工学部方式の

特徴として，一定期間の間，教官自らがWeb上でシラ

バス文章を直接入力，編集できます。そのため，校正

の回りくどさはありませんが，見栄えを気にすると時

間がかかります。ソフトウェアはボランティアで作成

されていますので，利用者の意見を反映した見易さ，

分かり易さや扱い易さなどに関する今後のメンテナン

スについて熟盧が必要となっています。

その二としては，個人レベルのIT化，つまり講義の

IT化があります。手始めは講義録のWeb化, ｢Web講

義録」です。十分に調査はしていませんが，私自身も

含め，複数の教官が行っているようです。

使ってみて気がついたことは，授業中における受講

者の反応や質問などに対し，授業終了後直ちに講義録

の修正や追加が可能なことです。もちろん,Web講義

録にその更新日は付加しておきます。熱心な受講者な

ら新しい情報をすぐさま見つける筈ですし，予習．復

習にも最適ではないかと思っています。ただ， 自分で

筆写したノートとダウンロード・ノートの功罪につい

ては，今後の検討が必要です。

大学教育の充実が問われる中，教える側と学ぶ側の

双方に便利なものは使っていくことが必要でしょう。

（工学部教務委員長岸義樹）

農学部でドクターをとり， と書きましたが，正確に言

えば東京農工大学のドクターです。昭和60年4月，

東京農工大学農学部，宇都宮大学農学部，茨城大学農

学部の三大学が，東京農工大学大学院連合農学研究科

という博士課程だけの大学院をつくりました。だから，

研究しているところは茨城大学農学部であっても，東

京農工大学のドクターなのです。

松浦さんは，テキサス大学オースチン校でイントロ

ンの研究をしています。西澤さんは， ミネソタ州立大

学医学部で放線菌からのポリケチド合成の遺伝子工学

の研究をしています。年報3万ドル超です。1ドル

100円とすると， 300万円ですね。Dr・ タナベのボ

ストン便りというホームページの書き込みによれば，

これはアメリカ人の平均年収ぐらいのようです。 日本

のポストドクターは，ときに600万円ぐらいにもなる

そうですが，物価を考えると生活程度はまあいい勝負

ではないか, と思います。しかし，研究者として名を

成すには，それはアメリカの方がだんぜん有利です。

そして, ここが重要なところですが， 日本の学位もア

メリカの学位も，学位としは等価なのです。

農学部でドクターをとって, アメリカで研究者とし

て，活躍してみませんか。アメリカでポストドクター

としてのとりあえずの職を得るノウハウは，今の農学

部にはあります。勇んで進学してきてください。

（農学部教務委員長小杉山基昭）

麓曲
辰 学部から

蕊
－ドクターとってアメリカへ行こう－

松浦学さん，西澤智康さんは二人とも茨城大学農学

部でドクターをとり，今アメリカでポストドクターと

して活躍している農学部OBのエースです。茨城大学
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ようか。

石下絵里加（人文学部2年）

服部友樹（教育学部2年）
大学に入ってまず初めに受ける授業･教養科目。 「教

養」という名前だけあって，その内容は基礎的なこと

が多いです。さらに，各分野決められた分は，最低で

も履修していかねばならないので面白くないことが多

いかもしれません。苦手分野も履修しなくてはなりま

せんし，実際に，私も「教養科目は楽しいか」と尋ね

られたら 「あまり楽しくない」 と答えるでしょう。

しかし， 「教養」にはculture－すなわち「耕

す」という意味が与えられています。つまり教養科目

は，我々がこれから学問をしていくうえで必要な前準

備だと考えることができます。そう思って臨んでみる

と・ ・ ・どうでしょう，少しはつまらなさが消えてい

くように思いませんか。

実際，各分野をそれぞれこなさなければならないと

いう事は， さまざまな分野に触れる機会があるという

ことでもあります。つまり，その分だけ視野を広げる

ことが可能になり，多面的な見方が出来るようになる

のです。一つの事に熱心に打ち込むのは素晴らしいこ

とですが， ともすれば視野狭窄になりかねません。そ

のような事を防ぐためにも「教養」として様々な知識

を身につけることは非常に有意義なことなのです。今

まで興味のあった内容以外にも興味が沸いてくるかも

しれません。あるいは新たに学んだ知識・見解から，

自分の考え方が変化するかもしれません。いずれにせ

よ，学んでみて無駄なことは無いと思います。

このように教養科目の意義を理解したうえで（あく

までも私の個人的な見方ですが）授業に臨んでみると，

つまらなさ・退屈さが減少し， これから行う自分独自

の「学問」に対する期待が増えてゆくのではないでし

私は教養科目を履修しているが，おもしろいもの，

つまらなくて仕方のないものがあり，思いは様々であ

る。そんな私の教養科目の楽しみ方を紹介してみよう。

当然のことではあるが， まず，興味に従って科目を

履修することが大前提である。幸いにして，履修科目

選択幅はとても広い。ファンタジー文学もあればパソ

コンの使い方，哲学や心理学も並んでいる。これには

非常に感謝している。既に学んだことを更に深めるの

も，逆に新しい分野に挑戦するのも，全く自由である

ことは嬉しい。

さて，面白いと感じる授業を楽しむことは至極簡単

だ。なんにせよ授業内容を理解することが肝要だが，

それ容易なのである。思考を深めるにしる未知の分野

を開拓するにしろ，新しい世界が流れ込むことを自覚

することはとても心地よい。少し難解な箇所があれば，

友人と「あれってどういう意味だった？」という具合

にちょっとした議論を交わしたりもする。つまり，教

養科目の一番の楽しみは， 自己の中に新情報が構築さ

れていくことにある。興味がある事柄なので尚更だ。

しかし，つまらない授業を楽しく受けることはかな

り難しい。つまらないのは大概の場合，教授が何を言

っているか， また書いているか判断できないような，

とかく暖昧な講義であることが多い。普通，私は理解

できるよう努力する。それでも駄目な場合，私は，諦

める。私の場合，好きな本を読むことが多い。或いは

眠ってしまうこともあった。さすがに単位は落とさぬ

ようにしたが，夏場は空調の効いた教室で本が読める

ので幸せな思いをした。 こういう楽しみ方もあるには
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まず一つ目。講義の内容をあまりにテキトーに選ん

でしまったことです。つまり，全く興味のない講義を

受講してしまったのです。いくら幅広い知識を得るた

めの教養科目でも， まったく興味のない分野はとるべ

きではないです。まったく興味のないものを選んで，

それに対し興味をもたせてくれるような講義は，はた

してあるのかどうか疑わしい。そんな講義をとっても

楽しみ方なんて話にはなりません。

二つ目 自分のとった講義には出席しましょう。そ

して寝ないで起きてましょう。話を聞きましょう。自

分のことをタナにあげればこれらは当然ですね。

今あげた二つのことをクリアしていよいよ楽しみ方。

雑学を学んでると思って勉強してみてはいかがでしよ。

やっぱりベンキョー，ベンキョー，ベンキョーって考

えるとつまんなくなっちゃう。 「ああ－こんなことが

あるんだなあ」 くらいでいいと思います。そうすれば

知る楽しみとかもでてくるのでは？まあ，単位を落と

したらそれはそれということで。

以上，たいした文章が書けなかったと思うので；や

っぱり楽しみ方なんていうのはみなさんがテキトーに

みつけて，テキトーに楽しんでみて下さい。

ある。

最後に，講義自体がおもしろいにしろつまらないに

しろ，それとは別にもう一つ楽しみが挙げられよう。

それは，学部の枠に囚われない人間関係が広がる余地

のあることである。事実，教養科目が一緒だったおか

げで学部だけでなく多くの友人ができた。教養科目の

二次的な楽しみ方を此処に求めるもまた一興ではなか

ろうか。

濱田大典（理学部2年）

一年次の時，時間割の多くが教養科目を占めていま

した。また，二年次になった今でもいくつかの教養科

目を受講しています。

さて， ここで教養科目の楽しみ方について。 とはい

っても，私は教養科目がおもしろいものだなんて， あ

まり思ったことがないです。特に人文，社会の分野。

これらはほとんどつまらなかったなあ。 こんなことば

かり書いていると今回のテーマ｢教養科目の楽しみ方」

からどんどんずれていってしまうので， どうしてつま

らなかったんだろうということを考えて，思いあたっ

たことを書いていくことにします。

んでいるような気がする。 自分から主体的に動かなけ

れば何もはじまらないということにやっと気付いた。

大学側に過大な期待をしても，何もかえるものはない

のだ。また，大学専門的にやろうとまで思わなかった

りまたそれほどの基礎学力を持っていない科目があっ

た。そんな科目を学べる教養科目はありがたいと思っ

た。シラバスの内容も学習のねらいなど書かれてある

ため，その時はやる気がでた。実際うけてみておもし

ろいと感じるものもそうでないのもあったが， シラバ

スによって， ある程度の方向性が見出せたと思う。ま

小林仁美（人文学部1年）

受験してこの大学に入ったけれど達成感みたいなも

のはなかった。ただ，満足できない自分がそこにいた

ので，入ったら， あれをしよう， これをしようといく

つかの目標はあった。また，受験で増やした知識を大

学で減らしたくなかったので，今までにたくわえたも

のを生かしていこうと思っていた。しかし，入ってみ

るとこれだけやる気に満ちていた私だが全く勉強しよ

うとする意欲が湧いてこず，かえって正反対の道へ進

－413－

聞いて欲しい私の意見一大学|こ入学して思うこと－ 口



iaamｸzu｣laM24

た人間関係が高校以前のものと違うと思った。以前は

毎日クラスメイトとして会う人がいて，その中に友人

がいたのだが，今では毎日会う人はほとんどいない。

このように薄い人間関係の中でうまく付きあっていく

のに最初戸惑ったが，今は慣れてきたように思える。

望月陽子（農学部1年）

私は農学部なので，農学部の視点で書いてみる。知

っての通り，農学部生は二年次から阿見へ行くので，

水戸には1年しかいれない。 このことによって私たち

農学部生や工学部生は，他学部生とは違う思いを抱え

て大学生活を送っているはずだ‘

勉強面では，一年次のうちに教養科目や専門科目の

必須を落としてしまうと， いわゆる「水戸通い」とい

う状態に陥ってしまう。阿見・日立で開講されている

授業に支障なく水戸に行くのは大変らしい。水戸に行

くのにとても時間がかかり，時間が制限される。他学

部生は落としてもこんなに面倒にはならない。それと

二年次になって取れる未修外国語も非常に少ない。せ

っかくやり始めたので最後までやりたいのにやれない

のは残念なことだ。

サークル面でもそうだ。1年次のうちに水戸のサー

クルに入ると, 1年で辞めるか通わなくてはならない。

これを嫌って入らない人もいる。阿見・日立のサーク

ル数は格段に少ない。農・工学生が遊べるのは1年の

ときだけときくが事実だと思った。学生の本分は勉強

だが，社会に出る前に礼儀とか年上の人との接し方を

学んだり，交友関係を広げることも勉強に匹敵するく

らい大切なことだと思う。考え方や興味も広げられ将

来を決定するヒントにもなるはずだ。

土地・環境の問題もあって，阿見・日立にキャンパ

スがあるのだろうけど，作るときに，私たち学生の身

になってもう少し考えてほしかった。しかしきっと阿

見は阿見でしかない， いい所があるはずだ。そこを見

つけて自分にプラスになる充実した大学生活を送りた

(工学部1年）石垣博 誉
.『＝．

長い受験勉強の日々を終えて，今までよくがんばっ

て勉強したなと自分に感動しているうちにいつのまに

かもう四月に入り，入学式も終え，授業も次々に始ま

り，気づけばもう初めてのテスト期間を向かえていま

した。

四，五，六，七と四か月の間大学生活を送ってきて

高校と大学との違いに，最近は慣れましたが入学当初

は少なからず動揺と， とまどいがありました。何につ

いても担任の先生が指示してくれて，それに従って行

動していればよかった高校生活に対して，大学では自

分から何かしようとしない限り，本当にほとんど何も

できなくて,いつまでも「明日やろう，明日でいいや」

と思っていると， いつの間にかもう自分のやりたい事

が， 出来なくなってしまうのです。

それともう一つ感じた事は，お金に対してとても貧

欲になったという事です。これは自分だけかもしれま

せんが，大学に入って初の一か月間一人暮らしをし

ているので，親から一定の仕送りをもらっているので

すが，その最初の一か月間では， 月の終わりになると

いつのまにか残高が二九三円になってしまい， 自分の

それまでの生活ぶりにとても後悔していました。それ

からは大分節約することを覚えて， どんどんお金に貧

欲になっている自分がなにかちょっと頼もしく感じま

した。大学とは， 自分自身を育てていく場だと，最近

感じてきました。

い。

－414－
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アルバニア，ブルガリア，マケドニアなど国境が長く

境し，紛争にかり出されたり，国境の警備につかなく

てはならないという状況があるということである。若

者が国を守らなければならないという事情と，やせた

岩だらけの国士であるが故に,貿易と産業を盛んにし

なければならないという状況が，国策として，若者を

大事にし，教育にお金を使っているということなので

あろう。ギリシャは貿易国として，東ヨーロッパの中

では豊かであることはよく知られたことであるが，学

生達若者を大事にするということはあまり知られて

いないのでないかと思う。教養部の学生委員会では立

看問題自治会室の移転問題，建物の鍵の問題など，

いつも起きていたように記憶している。しかしながら，

近年， 自治会が消失してしまった，なくなった， と聞

いて，時代は変わってしまっているのだと感じた人は

小生だけではないと思う。建物の鍵の問題はある教官

が学生自治会に責任をもたせることで解決したが，責

任感のある立派な先生で， また教養教育の改革のこと

にも熱心であったが，教養部の解体の前に，残念に思

うのだけれど，他の私立大学へ移っていってしまわれ

た。

理学部併任教官
白
『百］ 野勝男

教養部に関する資料を研究室の移転で，整理してし

まったので，思い出して書き記すのはとても困難です

が，思い出すまま，書くことにします。友人のギリシ

ヤ人が1ケ月程，水戸に来られ，奥さんが大学の英語

の教官であったので，英語の先生方に英語教育のこと

について，研究討論をお願いしたことがあった。ギリ

シャでは，ギリシャ語と英語の違いが非常に大きくて

(ヨーロッパの中では， あのギリシャ文字が独特な文

化圏を作り出している）英語の教育がとりわけ問題に

なるということだった。ヨーロッパ人は全くわからな

いこと，理解できないことを表現するのに， これは私

にはギリシャ語だという，そうである。 日本人はなん

というのか， とたずねられて，小生にはわからない，

としか言えなかった。 日本語には，チンプンカンプン

という言葉はあるが何のことか，小生は理解してなか

ったし，なんと言えばよいのか， こまってしまった。

そんな機会に，ギリシャの大学生活について，聞くこ

とができた。 9月から新学期が始まる。授業料はただ，

食費，寮費もただ，国家がめんどうをみてくれる。そ

れで，学生達はよく勉強するか， とたずねると，多く

の学生は普通に勉強するという。教養課程の授業内容

も茨城大学の教養科目の授業内容と変わらないように

思われた。どうして，授業料，食費，寮費等ただにし

て，学生達の支援をして，勉強させているのか，その

時は，小生には理解できなかった。後に，ギリシヤの

大学に，7ケ月滞在して，学生寮の食事を1ケ月食し

て，彼ら学生と話しする機会があって，ようやく理解

できたことであるが，学生達には， 2年間の兵役の義

務があるというである。小さな島々からなり， トルコ，

－415－
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掲示板．－ナ一

きなどができず,不利な取り扱いを受けることもあり

ます。

登校,下校,授業の合間には従来の掲示板と電子掲示

板の両方の掲示に注意して下さい。

平成13年度から,共通教育棟において,電子掲示版に

より,休講・教室の変更・集中講義及び大学の行事等を

掲示されておりますが当分の間,学生の呼び出しや試

験等については従来どおりの掲示板によりお知らせし

ますので注意して下さい。

掲示板を見ないことにより,所定の期日までに手続

－毎日3回は見ましょう一

つぶやき

も納得できました。

短い視察旅行なので印象に過ぎませんが，個人の

自由をベースとするアメリカ型の社会システムと伝

統文化を重んじる西欧型の社会システムの狭間にあ

って右往左往する「優柔不断な」 日本の社会システ

ムの心地よさを再確認した旅でもありました。歳を

とりすぎたのでしょうか。

（斎藤義則）

有意義で楽しい夏休みだったでしょうか。

私は，脱原子力エネルギーと環境共生型都市づく

りをめざす北欧とドイツの視察旅行に10日程行っ

てきました。

日本でもこれらに関する紹介文献と情報は過剰な

ほど入手できるのですが，それぞれの国の自然環境，

歴史，文化，政治・行政制度，人口規模等の社会シ

ステムをふまえて書かれているものは少なく，断片

的な紹介にとどまっているという観を強くしました。

飛行機に1時間も乗れば他国で，言葉も通貨も違

うヨーロッパの狭さも実感でき, EU統合の必然性

平成14年10月

茨城大学大学教育研究開発センター

水戸市文京2-1-1

029(228)8416(学生課教養教育係）

発行日

発行者

－416－
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１
２

副学長(教育担当） 池谷文夫

私が高校生の時，世界史の先生が好んで朗唱されたのが唐の詩人

李白の詩「山中幽人と対酌す」でした。 「両人対酌して山花開く

一杯一杯復（ま）た一杯我酔うて眠らんと欲す卿（きみ）且

(しばら） く去れ明朝意あらば琴を抱いて来たれ｣。先生は中国

史が専門でした。朗唱中は誠に楽しげで， 「一杯一杯復た一杯｣の行

は，御自身が酒好きだったこともあり,まさに実感がこもっていま

した。

この詩一編で，唐代の文化に共感を覚えた想い出があります。こ

うした脱線は，適切なシラバスに即した授業という点では良い評価

は得られないでしょう。しかし，受け手に対して与えるインパクト

3

6

７
９
０
０

１
１

(平成15年1月発行）

と教育効果は，一様ではないけれども，測り知れないと言えます。

教養とは，学問知識をしっかり身につけることによって養われる心の豊かさである, とある国語辞典に定義さ

れています｡また教養は， ある人の将来の時点で何らかの効果をあらためて持つもの；と言ってよいでしょう。

中世のヨーロッパで大学が出来る以前から， 「学校」 (Schola)で基礎的な学問知識として教授されていたのが

｢自由学芸」 (LiberalArts)でした。 これがやがて大学におけるスコラ哲学を開花させ，今に影響を及ぼしてい

ます。まさに教養科目こそがカリキュラムの中核なのです。宗教改革者カルヴアンも日本布教者ザビエルも，そ

こから学識を深めました。

英語を学ぶ場合， いくら流暢に会話ができても，基本的な語彙が身についていなければ，文字通り話になりま

せん。同様に，ある学問分野でもその分野の「基本的な語彙力」がなければ，話は通じないでしょう。一般に

｢読み，書き，算盤」に相当する,平素身についた知識や技術の上に， さらに学問知識を身につけた心の豊かさ

を築くことが，教養の目指すものでしょう。

－417－
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および学生の学習支援体制の観点から，点検評価を継

続的に実行中である。 これらの，評価結果を踏まえ，

15年度の習熟度別クラスを一層充実したものに整え

たいと思っている。なお，来年度からは，習熟度別の

｢話す，聞く，読む，書く」という4技能習得型のクラ

スと， これらの技能がある一定のレベルに達した学生

のために,EAP(EnglishforAcademicPumoses)と

いう授業タイプが新たに加わる。EAPでは,特に，大

学教育で必要とされる英語文献を読み取る読解能力，

文献を批判的に検証し、議論する能力． レポートなど文献を批判的に検証し，議論する能力， 1

大学教育研究開発センター

副センター長永井典子

情報技術の急速な進展により，地球規模の情報ネッ

トワークが構築され，国，地域を越え，情報が自由に

瞬時のうちに送受信できるようになった。 このような

情報社会において，英語は，母語が異なる人同士の意

思疎通をはかるための言語トゥール，すなわち国際標

準語としての役割を果たしている。そのため，英語学

習の重要性が今まで以上に高まっている。 このような

英語学習に対する社会の要請に応えるために，茨城大

学では，今年度から，人文学部社会科学科で習熟度別

英語教育を開始した。そして，今後習熟度別英語教育

は全学的取り組みとして，全学部へと拡大されていく

ことになった。来年度は，新たに農学部で，習熟度別

英語教育が実施される。

今年度から開始した人文学部社会科学科1年生対象

の習熟度別英語教育では，①学生の英語の習熟度に応

じた授業を行い，②各レベルの到達目標を明確にし，

その到達目標に到達できたのかを公正に評価する，そ

して③学生が自ら学ぶことができる教育環境(CALL

ラボ）を整えることを目指している。学生は4つのレ

ベルにクラス分けされた対面授業を週2回とり，週1

回のラボで自習を行っている。CALLラボでは，教科

書に準拠した出版社のホームページでの学習や他のソ

フト及びサイトを使用することで， 自ら英語を学ぶこ

とが期待されている。また，学生の学習支援の一環と

して，学生のモーティベーションを高めるための授業

も後学期の第1回目に行った。この授業では，①現代

社会での英語の必要性を実感するためのビデオの視聴，

②社会科学科の教官による専門の授業での英語の必要

性に関する説明，そして③各学生が今学期の具体的な

学習目標を設定し，その目標が達成されているのか学

期を通して自己点検評を行う目標設定票を作成した。

現在進行中の習熟度別英語教育は，そのカリキュラ

ム，教材， クラス分け方法，評価方法, CALLラボ，

を書く能力を養成することを目標とする。

I

一

、
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キャンパス情報一各学部から－

人文学部から
云
胃教 学部から

教育学部キッズ・クラブを

はじめてみました。

大学という所は，私が想像していた以上に風通しの

悪い所である｡他の学部の状況はもとより，場合によ

っては，同じ学部の他学科の状況もわからないことが

多い｡ こうした場を借りて，外に向けて学部・学科の

事情を紹介することは，状況の改善に僅かながらでも

資するものがあると考え，筆をとった次第である。

私が属している社会科学科の2年次生にとって， 11

月末から12月の時期は，今後の大学での勉学にとって

極めて重要な時期である。なぜなら， この時期に各自

の希望する専門教育の核となるゼミナールへの登録が

決定するからである。ゼミナールは，社会科学科では

唯一の，2年間（3年次,4年次）を一つの単位として

履修する授業であり，原則としてこの時期決定した登

録ゼミナールは変更できない。ゼミナールは，学生各

自が選択した専門領域における勉学を深化させる場で

あると同時に，卒論を準備・作成する場ともなる。

毎年この時期，学科教務委員が中心となり，各ゼミ

ナールが扱うテーマ，運営方針等々を記載した資料が，

2年生に配布される。さらにゼミナール毎に説明会・

公開ゼミナール・教官への個別訪問といった形式で，

志望決定のため情報提供が行われる。

社会科学科では，およそ50のゼミナールが設置され

ているが，各ゼミナール毎に10名の定員が定められて

おり，少人数教育が保証されるよう配慮されている。

学生の希望には当然のことながら，偏りがあるが，現

時点では多くの学生が第一希望のゼミナールに所属す

ることができている。昨年度のデータによれば， 84％

の学生が第一希望のゼミナールに所属している。

（人文学部教務委員中田 潤）

文部科学省（生涯学習政策局）では，平成14年度か

ら 「新子どもプラン」に位置づく 「大学地域開放特別

事業『大学Jr.サイエンス＆ものづくり』」をはじめ

ています。本学部も名乗りをあげて「キッズ･クラブ」

を10月に創設し，完全学校週5日制に対応した連続開

催として，毎週土曜に小学校5年生以上を集め，授業

を行っています。この事業については，すでに工学部

での実践報告が｢生涯学習教育研究センターニュース」

第20号に掲載されていますが，本学部の実践は継続中

です。

キッズ・クラブには，教員養成担当学部としての理

念があります。仕組みが理解できない現象を見せて子

どもを驚かせるのは簡単で，しかも， 「子どもが楽しん

でいる」と見えるものです。しかし，その子の頭の中

では，新しい概念が出来上がっているとは限りません。

小学校にない「本物」が大学にあれば，それに触れさ

せることだけでも意味があるでしょう(鉱物標本など)。

大切なのは，子どもたちの頭の中を変えることです。

彼らがすでに知っていること，体験したことに結び付

けて，深め，広げることです。作成したパンフレット

の中で， 「科学を楽しんでください」などとせず， 「豊

かな思考力が身につくことを願っています」としてい

るのは， このような背景があります。

授業には，教科書もノートもありません。しかし，

一瞬一瞬の現象が目を話せない，真剣勝負の時空が広

がっています。ある日の昼食後， 「さあ，午後の勉強を

はじめよう」と言ったら， ある子どもが「えっ。これ，

勉強だったの？」と切り返してきました。勉強と思わ

せない中で，彼らの思考を回転させる。大成功です

(その子はしょんぼりしてしまいましたが)。

初日の子どもの感想は， 「大学って暗くて怖い」とい

－419－



faamｸzujlaM25

小学校時代を， メディアを通して拝見するに，教育の

場の本来有るべき姿を考えさせられる。地域に根ざし

た子供たちの感性を学校の授業の中で活用した人間性

豊かな小学校の先生と，職人気質で丁寧に仕事をこな

していく父親の後ろ姿から， 田中少年は後にノーベル

化学賞を射止めるに必要な観察力と，仕事からデータ

の新しい結果を見逃さない集中力を磨かれている。こ

れこそ偶然のハプニングを感性と忍耐力，集中力でノ

ーベル化学賞まで昇華させた原動力と考えられる。も

う一人， ノーベル賞の小柴昌俊先生の場合も理論家の

予言である陽子崩壊の観測のため岐阜県神岡町に造ら

れたカミオカンデで観測実験に従事していたがデータ

が否定的なのでニュートリノ観測に切り替え，偶然に

もマゼラン星雲内の超新星SN1987Aの爆発における

ニュートリノ検出に成功しニュートリノ天体物理学を

創始したとしてノーベル物理学賞をえている。インタ

ーネットなどのメディアをとおして伝え聞く話を聞け

ば， この結果も単なる偶然でなく，理論の把握や実験

のあり方に関し，先生ご自身の自然科学に関わる哲学

的認識が重要な鍵となっている事が伺える。 このこと

は田中耕一さんと同様に自然に対する感性と豊かな人

間性を想像させる。将来，文部科学省がノーベル賞を

大量に出したいと表明しているが， 自然を味わうこと

のできる環境と精神的に豊かでいられる社会の基盤が

なければ実現の可能性は低いといわざるを得ない。

最後に大学のあるべき姿の一つとして，感性の重要

性は何も理系だけでなく学問分野を超えて重要なはず

である。我が理学部だけでなく，茨城大学全体におい

て文系，理系，体育系を問わず感性を磨く場を学生諸

君と共に創造していきたいものである。

（理学部教務委員玉城和宏）

うものでした。ちょうど停電だったのです。地域貢献

を目指すのであれば，土曜日には停電にならないよう

にする必要があります。もらえる予算は，学外者への

講師謝金はありますが，旅費は出ない不思議な予算で

す。参加者負担で保険に加入してもらいましたが，保

険が必要だと気づくことも，保険会社との折衝も教官

から動きました。パンフレットも手作りです。子ども

の側に立てば，毎回同じ先生の顔があった方が安心し

ます。担任として教官が土曜に大学に来ても，現時点

では勤務割り振りを変えるところまでは話が成熟して

いません。走り出してからの教官の仕事は，外部講師

の手配が中心です。担当の生涯学習係の方は本当によ

く動いてくださり，教官と事務官が二人三脚で動いて

おります。

定員は20人（実際は18人）で，細々とやっていま

す。応募してきた子どもたちは理科好きの（頭を動か

すのことが不得手でない）子どもたちで，打てば響く

ような， ある意味，理想的な学級ができあがったと自

負しています。詳しくはホームページをご覧ください

(http://telemann. edu. ibaraki. ac・ jp/kids/)。

(教育学部利安義雄・大辻 永）

理学部から

我が国は科学技術立国を標傍している割には国民の

理系離れが収まらない。理学部としても真剣に考えざ

るを得ないのだが，最も重要な多感な時期に，やれお

受験や塾やらと記憶力偏重主義がまかり通っている。

自然の分野の科目も例外でなく，感性を育む観察や実

験，論理的思考力を育てる対話を通した共通理解の場

がなくなって久しい。

古き良き時代には自然を背景として勝手に遊び回っ

たり，子供たち同士で話し合っていろいろ決めていた。

その基盤のもとでの学校の知識は実際の生活の中にお

いて少しずつではあるが活かされていた。つまり知識

を活用するとはどういうことか学校で意識的に教わら

なくても子供たちが自然に身につけていたのである。

このことが授業において真に理科教育を豊かなものに

していたのではと推察される。

今年度のノーベル化学賞に選ばれた田中耕一さんの

工学部から

皆さんがこれを読むのは，後期の授業も終りに近付

いている頃だと思いますので，特に学部1年生に気に

留めておいて欲しいことを書きます。

茨城大学の学生・卒業生は非常におとなしい， 自分

を売り込むのが下手である， とよく言われます。 この

ことは就職の面接だけでなく，多くの場面で不利に働
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曲
辰 学部からきます。実力が身についていれば問題ない， という考

え方もできますが，同じ実力なら他人と円滑にコミュ

ニケーションがとれる人材を採りますよね。そういう

わけで，在籍中にコミュニケーション能力を養って欲

しいのです。

コミュニケーション能力を身に付けるための講義は

大学では開講されていませんから， 自分で対処するし

かありません。接客系のアルバイトもひとつの有効な

方法ですが，大学内でも，友人，サークル，事務の窓

口，科目の担当教官など，気にいった／気にいらない

人と接する機会はいくらでもあります。そういった機

会をうまく利用しましょう。

2年生以降になると専門科目の比重がぐっと増えま

す。工学系の場合，先修科目を押さえておかないと他

の講義がわからなくなることも往々にして起こります

から，解らないところは早めに解決しておくことが大

事です。どこがわからないのか。自分はどう考えてい

るのか。友人や教官へ質問するという行為を何度も繰

り返すことで，そういった自分の意見を他人に伝える

訓練にもなります。

特に多用して欲しいのは，教官への質問です。最初

は抵抗があるかも知れませんが，教官に質問する権利

は授業料の中に含まれていますから，無駄にしないよ

うにしましょう。教官のほうも， 口では「考えれば分

かるだる～」などと言いながらも，喜んで応えてくれ

ると思いますよ。

（工学部大瀧保広）

つい最近イネの第一染色体と第四染色体の塩基配列

が決定されました。 この原稿が皆さんの目に届く頃に

はイネ全ゲノムの塩基配列が決定されたというニュー

スが届いていることでしょう。第一染色体も第四染色

体も10個以下の塩基配列の固まりとしてまとめ上げ

られています。 この精度でまとめられているとすると，

イネの全ゲノムが百程度の塩基配列のまとまりとして

つながることになります。また，塩基配列の精度は

99． 99％以上だそうです。これだけの精度であれば，

三千塩基対の長さを持つ遺伝子の中で読み間違いのあ

る期待値は1以下になります。つまり， 日本晴という

品種に関しては研究者が自分で塩基配列を決めること

がほとんど必要ないほど正確だと言うことです。科学

はジグザグで進むということを言った人がいます。

1985年頃までに分子生物学上の重要な発見や技術の

確立が一段落したようにも思えたのですが, PCR法

の発明など，技術の進歩は想像を超えた勢いで進み，

今では， ショウジョウバエ，線虫，人， シロイヌナズ

ナなどのモデル生物でゲノムの塩基配列が決定されて

います。多細胞生物の設計図を手にしたという意味で

これらの成果は月に人を送り込んだアポロ計画に匹敵

するものと言えましょう。また，染色体上の位置情報

から遺伝子を単離することはかつては大変な大仕事で

したが，モデル植物においてはそれほど大変なことで

はなくなりつつあります。21世紀初頭は後に，ゲノム

科学が急速に花を咲かせた時代として記憶されるよう

になるに違いありません。科学の世界は今後も予想も

しない発展を遂げる事でしょう。あなたも農学部でジ

グザグしてみませんか？

（農学部教務委員久保山勉）

一三型全E』哩些－－－I口
一ドに入り， とたんに図書館の人口密度が増える。そ

して試験前日の追い込み，科目によっては徹夜で勉強

することもあるだろう。ほとんど常識のようになって

いるこの一連の行動について少し考えてみようと思う。

まずは試験勉強。 これについては疑う余地もない。

田中秀行（理学部2年）

試験に備えてすべきことと言えば， 当然試験勉強で

ある。それ以外には特にないのではないだろうか。恐

らくほとんどの学生が試験前になるといわゆる試験モ
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して，試験はテストなのか， レポートなのかによって，

これから授業に望む姿勢は違ってきます。テストなら

今までの分のノートは友達に拝借させてもらって， こ

れからはテストに備えてノートをとるし，もしレポー

トなら，早めにテーマなどを決め，それに即した情報

を得るという視点に立って授業を聴いたり，本を読ん

だりと，対策を立てておけばよいでしょう。

ここまで，私はやっつけでとる単位のとり方を述べ

てきましたが，興味は持とうと思って持てるものでは

なし，興味のないものはないもので仕方ないと考えま

す。ただ，教養の科目のみならず，新しく出会ったも

ので興味を持てるものがあったら, 《それには突き進ん

でいくべきだと思います。テスト対策のみに尽力しな

くてはならないようなものではなく， 自ら追いかけて

いけるようなものを教養科目では見つけて欲しいと思

います。

次ぎに試験前。本当ならばここがおかしい。本来なら

ば授業があったその日に復習をし，わからない点は教

授に質問に行き理解し，後顧の憂いをたったあと翌週

の授業に臨む， これが正しいはずである。そのために

予習復習の時間の目安まで学校が定めていてくれてい

る。以上のことを毎日行っていれば，前日に徹夜など

しなくてもよい…はずである。

しかし実際にはほとんど不可能であろう。かく言う

私も「その日に復習」はできないことが多い。人によ

って理由は様々であろうが，なにぶん時間が取れない。

恐らく大部分の学生が私と同じか似た様なものだろう

と思う （…いや，思いたい)。

ではどうすればよいか。…結局どうにもならんので

はなかろうか？まあせいぜいがノートをもらさず取っ

ておくことく、らいなのだろうか？先輩にテストの傾向

を聞いたり （むしろ過去問をもらったり）教授と仲良

くなって傾向を聞いたり、まじめにやってないやつの

末路はこんなものである（試験中に何やらこそこそす

るという方法もあるらしいがそれについての言及はこ

こでは避ける)。 こんなことばかり書いていると私が

不真面目な人間のように思えるだろうが平均的な学生

はこんなものであろう。

結局試験に備えて何をすればよいか？答は至ってシ

ンプル｡勉強である。

(農学部2年）惠加藤

試験勉強は図書館でするのが好きです。残念ながら

農分館は自習スペースが狭いので競争が激しく，席を

取れないことも多いのですが，静かで集中できるので

気に入っています。普段は小さな物音にも敏感になっ

てしまう気がして，図書館で勉強することはほとんど

ありません。しかし試験前になるとなぜか，緊張感の

漂う図書館の雰囲気が好きになるのです。

図書館で試験勉強をすると，効率よく気分転換が図

れます。自宅では雑誌を読み出してしまうようなとき，

図書館で，私はよく書架の間を歩き回ったりします。

歩きながらほかの講義やレポートの資料を探したり，

手足を伸ばしたり， といった事は狭いアパートの一室

ではできないことです。自宅にある資料には限りがあ

るし，何歩も歩かずに本棚に手が届いてしまい，気分

転換にはなり得ません。ほかに， ロビーのソファーに

座って新聞や広告を読んだり，遠くを眺めて目を休め

たりするのもいいと思います。ただし，人の目がある

ために，あまり長い間ぼんやりともしていられません。

これは，気分転換をしすぎないためのブレーキになり

ます。

また，図書館は友人との情報交換の場にもなります。

講義で理解できなかった事があるときも，友人と話し

田口慶子（教育学部3年）

入学して， まだ右も左も，単位のとり方もシステム

もわからないまま， 「取らなきやならない」という義務

感のもと，抽選に洩れては他の教室に行き…と，急が

されるように教養を履修申告した二年前を思い出しま

した。後期も半ばにさしかかり，教養科目それぞれと

の相性も明らかになってきた頃でしょう。つまらなく

て聞いていないなんて科目も，今更になって取り消す

訳にもいかず， もてあましていて，後先不安だ…なん

て思っている人もいるでしょう6そんな人のために私

なりに今後の対策を講じてみようと思います。

まず，半分怠けてしまったなら， これからはそれな

りに授業に耳を傾ける努力が必要だと思います。全て

を理解する事などは出来なくとも， もしかしたら試験

の耳寄り情報を得ることが出来るかもしれません。そ
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ているうちに，頭の中の整理することができます。逆

に，疑問点が増え，手分けをして調べ始めるような場

合もありますが，それが後で役に立つこともあるので

ばかにできません。試験の時期には友人と資料のやり

取りをする機会も増えます。先輩から頂く貴重な資料

のコピーをとって分け合うことも少なくありません。

試験に備えて，私は図書館へ行き，教室とは違った

緊張感漂う雰囲気を感じて，気を引き締めて勉強に取

り掛かります。緊揮一番といった具合でしょうか｡そ

して気分転換を図りながら，試験までの残り少ない時

間を今年も同じ様に過ごしていると思います。

大学側と生徒側が協力しあえたらいいと思います。

齊藤 稔（工学部4年）

天久親紀（人文学部1年）

私が初めて茨城大学を訪れたのは，大学入試2次試

験前日の事でした。緊張しながらキャンパスを回る私

の目に飛び込んできた，生協前に立つ大きなイチョウ

の木。 3月を目の前にしてすっかり丸裸になっていた

ものの，その壮大さは私を驚かせるのに十分なもので

した。これから巡る季節の中でこの木が色を変えてい

くのはきっと見物だろうと思い， 「がんばろう！ 」って

気になったのを覚えています。茨大キャンパスの緑は，

私にとって茨大のイメージそのものであり, これから

も大切にしていきたいとものの1つです。

茨大は狭く，古い学校です。キャンパス環境につい

ての不満も少なからず存在します。 「サークル棟｣はそ

んな不満の1例だと思います。サークル数に対して部

屋の数はかなり不足していて， 1部屋をいくつかのサ

ークルで共同使用している状態。サークルはこれから

も増えていくだろうし，プレハブをたてるなり，なに

かしらの手を早く打つべきだと思います。大学生活の

醍醐味の1つであるサークル活動が，より楽しく，よ

りよい環境で行われることを希望します。

大学でお世話になる施設として，生協の食堂があり

ます。茨大の食堂は，非常によく運営されていると思

います。とにかく安い！そしてうまい1学生の味方で

すね。特に「地方フェアー」はすごく面白いと思いま

す。様々な地方から人が集まってくる大学ならではの

食の楽しみ方だと思います。大学側と生徒側が協力し

て活動する生協がうまくいっているという事は，茨大

がうまくいっている様で嬉しい限りです。

大学には様々な施設があり，私達の学校生活を助け

ています。それが少しでもよりよいものになるよう，

日立キャンパスに来て早や3年， 日立キャンパスの

雰囲気にも慣れ， これまでキャンパスの環境について

考えることも無かった。今回， この文章を書くことに

なり， 自分なりにキャンパス環境について考え，周り

の人々にも意見を聞いてみました。

その中でも一番多かった意見は，生協の食堂をもう

少し美味しくして欲しいというものである。 日立キャ

ンパスの周辺にはあまり飲食店も無く，昼の休み時間

が短いと言うことも有り生協の食堂を利用する学生が

多い。学生はただ空腹感を満足させるためだけに昼食

を取っているのではなく，少しでも美味しい物を食べ，

午後の授業に向かう活力を得たいと思っているはずで

ある。よって，生協の食堂にはメニューや味を改善し

て欲しいのと，大学側は学生がゆっくり昼食を取れる

ように， 12時40分から午後の授業を始めるのではな

く，水戸キャンパスのように1時から授業を始めて欲

しい。

次に， 日立キャンパスはサークル活動があまり活発

的でないため，サークル活動をしたいと思っていても

多くの学生がどのサークルにも所属していないのが現

状である。その主な原因は，キャンパス内に色々なサ

ークルが活動できる施設が充実していないことと，サ

ークルが積極的に活動をアピールしないからである。

これらが改善されれば，今よりはサークル活動が活発

になると思われる。

また，私的な意見だが， 日立キャンパス内での学生

のマナー違反が気になります。特に， タバコの吸殻を

所かまわず投げ捨てたり，教室内にゴミ （空き缶や紙
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次ぎにクーラーについて。私は農学部なのでほとん

どの授業を共通教育棟で受講している。そのため他の

棟のことは分からないが，共通教育棟では大教室にし

かクーラーが設置されていない。そのため，夏に他の

教室で授業があると暑い。さらに四階の人数の多い教

室では人から出る熱が加えられすごく暑い。はっきり

言って勉強のできる状態ではなくなる。ぜひクーラー

を設置して欲しいと思う。

今まで悪い所しか書いていないので良い所も書こう

と思う。

まずいい人が多い。悪い人もいるのだろうが，少な

くとも私の周りにはいないと思う。みな親切でやさし

い人ばかりだ。

また，少しキャンパス環境とは外れるかもしれない

が，食品が豊富で安いと思う。一人暮らしをしている

私にはとてもありがたい。

このような水戸キャンパスであるが，残念なことに

農学部の私はあと4カ月で別れをつげ， 2年次になれ

ば阿見キャンパスに行くことになる、残り4ヵ月を大

切に充実した日々を過ごしていこうと思っている。

くず）を置きっ放しの輩がいるのには， 同じ学生とし

て恥ずかしい限りであります。自分たちが学んでいる

キャンパス環境を悪化させ，気持ちよく勉強に励むこ

とができましょうか？否11学生はもっと良い環境で勉

学に励めるようにキャンパスを綺麗に保つことを心が

けるべきである。

藤生祐介（農学部1年）

これを書くためキャンパス環境について考えた時，

頭に浮かんだことが2つある。茨城弁とクーラーにつ

いてだ。

まず，春に大学に合格して水戸キャンパスに来た時

に初めて茨城弁を使う人と話した。 こんなことを書く

と怒るかもしれないが，茨城弁はかなりキツかつた。

若い人の話すことは別に平気なのだが，お年寄りに話

しかけられると何を言っているのか分からないことが

ある。私の出身も北関東の方言の強い地方なのだが，

茨城で暮らし始めた当時は困った。しかし，その茨城

弁にも半年以上生活しているうちに慣れ，今では写っ

てしまいそうなくらいだ。人間， どんなことにも慣れ

るものだ。

|ニー一室一塁一塾一己一旦一 一旦一一二I
教養教育古今東西

ため，世界中にはチーズが400種類あるいは500～

1000種類ほどあるとされている。スパゲテイーにか

けるパルメザンやアニメのトムとジェリーでみられる

穴の空いたエメンタール，青かびが生えたブルーチー

ズと国内でもいろいろな種類を目にする。 日本でもか

つて独自の乳製品があった。酩や酢， また，醍醐味の

語源でもある醍醐といったヨーグルトやバター，チー

ズのようなものと考えられている。また，江戸時代，

日本で初めて発刊された牛乳の専門書「白牛酩考」で

は，水戸光圀公も醍醐を作って食していたとされてい

る。古くから，醗酵という知恵を使って，冷蔵庫がな

い時代から食べ物を保存してきた歴史を知ることは非

常に興味深い。また， 白かびで熟成される軟らかいカ

マンベールチーズの名付け親はナポレオンだそうだ。

今では，北海道をはじめとして世界各地で製造されて

おり， カマンベールの名前はチーズの性質を指し，生

専門分野から無限に広がる教養教育

農学部教官宮口右二

専門分野の科目の中から教養教育が垣間見えること

がある。例えば，著者の担当する講義の中で， ミルク

や食肉などの畜産物の貯蔵と保存に関する科目がある。

チーズは乳製品を代表する保存食品であるが，わが国

でチーズといえば，熱処理したプロセスチーズが馴染

み深い。一方，それらの原料となるのがナチュラルチ

ーズと呼ばれる未加熱チーズである。そのうち，仔牛

の胃から抽出された酵素であるレンネットの力でミル

クを凝固させる西欧型チーズがよく知られるが， イン

ドやモンゴルなどレンネットを使用しないで乳酸醗酵

のみで製造する東洋型の酸チーズがある。製法の違い

により，硬さや色，味，風味などバラエティーに富む

－424－
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産地を指すものではなくなった。しかし，本場フラン

スでは今もオージュ地方の農家手作りと工場で生産さ

れるものとは区別されているそうである。 このように

乳製品の保存について一つテーマを挙げても，その中

にはいろんな話題が尽きない。まさに専門分野には教

養への窓口が無限に広がっているようである。チーズ

というと，著者がかつてスイスを訪れたとき，デイナ

ーにいわゆるカマンベールチーズがテーブルにのって

いた。 「あ， カマンベールチーズですね」と地元の方

に訪ねたところ， 「いえ，これはヌシヤテルというチー

ズです」と答えられた。そうここはヌシャテルという

地名だったのです。 この時，食べ物に対する人々の思

いとこだわりを痛感させられる一方， 日本では食の伝

統が失われてきているのではと感じた。科学技術の進

歩により，品質の安定した大量の食品が我が国にはた

くさん輸入，生産されている。かたやスローフードに

代表される伝統的な食についても見直されつつある。

これからの食糧生産の問題は，かたよった専門知識だ

けでは対応できない予感がする。

－425－
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I
きなどができず,不利な取り扱いを受けることもあり

ます。

登校,下校,授業の合間には従来の掲示板と電子掲示

板の両方の掲示に注意して下さい。

’ ’’ ’

平成13年度から,共通教育棟において,電子掲示版に

より,休講・教室の変更・集中講義及び大学の行事等を

掲示されておりますが当分の間,学生の呼び出しや試

験等については従来どおりの掲示板によりお知らせし

ますので注意して下さい。

掲示板を見ないことにより,所定の期日までに手続

－毎日3回は見ましょう－

っぶやき

流をもっと活発にできないものかと，

と研究会を行っています。

て教室で学習し，研究することは不可

域社会の現場で何が起こっているかを

はもっと重要かもしれません。現場で

善し，人々の希望をかなえるために学

大学は何ができるのかを自問自答する

と思います。

独立行政法人化が予定され， ますます

会における役割が重要になってきます。

会の一員であることに変わりはありま

室や自宅に閉じこもらないで現場に出

都市・農村交

地域の人たち

学生にとつ

欠ですが，地

体験すること

の問題点を改

生，研究者，

ことが大切だ

国立大学の

大学の地域社

学生も地域社

せんので，教

けましておめでとうございます。

年暮れに，一週間ほど世界遺産で有名な屋久島

本，大分の中山間地域に行ってきました。エコ

リズムの資料収集と視察が目的でしたが，エコ

ーも体験しました。

の講義担当科目は都市計画論ですが，大学院の

から地域計画の調査・研究にも取り組んでおり，

間地域に調査に行くのは楽しみの一つです。

久島では，世界遺産に登録されたこともあって

エコツアーのガイドをする民間のグループがた

んあります。ツアーにもよりますが1日1万円

のガイド料金をとるところがほとんどです。

んなにガイド料金をとれないにしても，茨城県

，人々の暮らしと密接に関わっている里山や平

などの生活文化的価値のある自然を活用して，

《Ｊ一一冷座Ｉ岫肌、Ｊ／』９Ⅱｂヲノ〆″Ｊ０８ｕＰ』司ｌ〃Ｊヴ″ｐｊ》』

れないにしても，茨城県

に関わっている里山や平

のある自然を活用して，

明
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私
ろ
山
屋
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さ
後

と
シ
シ
こ
中
か
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かけてみてはどうでしょうか？こ

(斎藤義則）でも，

地林

平成15年1月

茨城大学大学教育研究開発センター

水戸市文京2-1-1

029(228)8416(学生課教養教育係）

発行日
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学長宮田武雄2

新入生の皆さん,入学おめでとうございます。

これから数年間の学生時代を,皆さんはどのように過ごそうと考

えているでしょうか。おそらく十人十色の考え方があるでしょう。

自分の人生の一時代ですから， 自分で納得できるように過ごすのが

良いと思いますが，私自身の学生時代とその後の人生を振り返って

みますと，学生時代は人生における他のどの時代とも異質であり，

なおかつその後の人生に極めて大きい影響力を持っているように

思います。

2

5

７
９
０
０

１
１

(平成15年4月発行）

、学生時代だからこそ出来ることもあるでしょうし，学生時代にこ

そしておくべきこともあるでしょう。今この時点で将来を見渡してみてください。社会は変化します。しかも

変化の速度はますます速く，変化の形はますます多様化しています。それ故に，皆さんにはとても広い可能性が

あるのです。多くのことを学び，深く考察し，様々な体験の中から，将来の社会と自分との関係を設計図に描き

ましょう。そして，その設計図を具現化するための底力を，学生時代に蓄えてください。 自分がしたいことと社

会が求めることの整合する領域を見出し，その中に自分が得意なことを確立するために，決して長くはない学生

時代という貴重な時間を大切にしていただきたいのです。

人生は感動の連続でありたい，生きていることの実感が欲しい,と思います。そして，生涯を通してそのこと

がどれ程多く体感出来るかは，知性も感性も鋭い学生時代の過ごし方に依存しているのではないか， と感じてい

ます。皆さんの学生時代が,将来の豊かな人生の源泉となることを心から祈ります。

健康と安全にくれぐれも留意して，悔いのない学生時代を過ごしてください。
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で試行錯誤して最初に造った人の思いを自分の中に再

現する（追体験）することを意味します｡決してでき

あがった結果や知識をおぼえることではありません。

また，そういう作業をする対象はなるべく古典的なも

の（基礎的なもの）を選ぶべきです。早く早くと専門

の勉強を急ぐ人がいますが，基礎的なことがおろそか

になっている人は，納得するという状態には到達でき

ません。

さて， こういう古典的なことを提供しようとしてい

るのが教養科目です。もちろん，それ以外に最先端の

ことを入門的に紹介しようとしている科目など他のタ

イプのものも数多くありますが。教養科目にはたくさ

んの種類があり，選択の幅も非常に広くなっています。

この中から， よくわかるまで勉強してみるものを選ん

で下さい。

それを選ぶとき， 「教養科目シラバス」をぜひ利用し

て下さい。シラバスからその授業の内容がどういうも

のかかなり知ることができるはずです。また， どうい

う履修計画をたてればいいかよくわからなければ,担

任の先生，授業の先生，誰でもいいですから，信頼で

きそうな先生に相談してみて下さい。意外と先生の方

も相談があることを期待していると思います。

私の所属している「大学教育研究開発センター」は，

Iこのような教養科目を運営維持している機関です。

1年生のみなさんは，教養科目を多くとることにな

りますので， このセンター内にある教養教育係には何

度も関わりを持つことになるでしょう。

教養科目を有意義に利用して下さい。

大学教育研究開発センター
』

センター長曽我日出夫

新入生のみなさん御入学おめでとうございます。

新しいことを始めるときの何かわくわくしたような

気持ちがしている人が多いのではないでしょうか。大

学では何が得られるのでしょうか。実は,私も35年ほ

ど前わくわくした気持ちで大学に入学しました。けれ

ども， 1～2ヶ月すると新鮮な気持ちはなくなってき

て，大学は随分不親切なところだなと思うようになっ

てきました。 これはひとつには何かを与えてもらえる

ものだと考えていたからです。それで，その後大学は

つまらない所と思って卒業したかというと，決してそ‘

うではありません。

大学で得た一番の大きなことは「自由」です。それ

は， 自分の好きに使える時間がたっぷりあり，納得で

きるまでいろいろ考えることができたということです。

時間が自由に使えるということは，非常にありがた

いことです。大学は，今と昔では大変変わりましたが，

｢自由｣があるという点では変わらないと思います。み

なさんはこの「自由」をどんなことに使いますか。で

きるだけ楽に単位を取って，遊びに使うということも

できますが,私はやはり勉強に使って欲しいと思って

います。

それも，一生の基礎になるような勉強に。そんな勉

強ってどんなものでしょう。まず，はっきりわかった

と思えるまで納得するということです。それは， 自分

’
し，もっとも大事なものはと聞かれたら， 「疑う心」と

私なら答える。 「人を見たら泥棒と思え｣というのとは

やや違う。 これは猜疑心であって， さしずめ外交官の

心得か。方法としての疑い， 「懐疑する精神

(skepsis)｣のことだ。懐疑こそは人類の知の発展の原

動力であった。それは多くの｢なぜ？｣， 「本当？」， 「も

人文学部から

疑うこころ

大学でいったい何を学ぶのか？英語にパソコン，数

学に宇宙物理，農業と環境，政治や経済etc.etc.しか

－428－
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しも」を武器に，世の中がこうあるのは決して自明な

ことではなく，誰もが当たり前と思っていることの中

に潜む大きな誤謬や嘘を見抜く力を備え，決して熱狂

せず，洗練されたしなやかな精神のことだ。人権，平

等，民主主義ヒューマニズム，環境保護全人教育，

競争原理，国際化，そしてグローバリゼーション。本

当にそれらは世に声高に言われているようなものなの

だろうか，と疑ってみてほしい。 「油のための戦争」と

書けない大新聞を疑ってみてほしい。懐疑は受動的に

教わってなぞるだけの学問からは決して生まれない。

観察と推論の積み重ねに､よる自力の論理を打ち立てる

こと。ではなぜ疑うのか？それはデマゴーグたちのも

っともらしい言葉に惑わされないようにするためであ

り， タブーをつくらず，何者にも脅されず， 自分の心

を曲げずにまつすぐに保つためである。経済的自立は

自由を保障するが（ヴォルテール)，疑うことと選択の

自由を自分に保留するという精神の自由こそ尊厳ある

人生への鍵である。それにしても最大の懐疑は「私は

何を知っているか」 （モンテーニュ）であろう。 自分の

判断と知の限界を知ることは寛容の精神につながる。

疑うことのない寛容はないのだ。懐疑と寛容はさなが

ら楕円の両極であり，光と影のようだ。学生諸君， 「懐

疑の精神」を身につけて卒業してほしい。そのための

触媒として我々スタッフがいる。

（人文学部教務委員長鄭 基成）

プロジェクト科目は以下のような考え方で実施して

います。

①基礎から専門へという発想をとらない。

②一年生からテーマを持って，班別に共同作業（学

習）を行う。

③「つくること」 「情報を整理・加工してモノとして

残すこと」 「フィールドワークを行うこと」の三点

のいずれかを選ぶ。

④教員だけでなく，上級生も指導に加わる。異学年

の集団を単位とする。

⑤成果を社会的に発信，還元する。

これらの成果は，雑誌『いんふおかるちやあ』等に

まとめて地域に公開されています｡実施においては社

会の様々な人々と関わるとともに，その成果物によっ

て社会から教育成果の評価を受けることになります。

目的と意義を明確にして授業に参加できるはずです。

プロジェクト科目を1‐3年次までの必修科目とし

て導入した代わりに， これまで必修だった卒業研究は

選択科目となりました。これまで4年次でおこなって

いた専門的な研究や演習，制作などの一部は， より実

践的な形で1年次からプロジェクト科目で実施されて

います。プロジェクト科目の導入により， 3年次の終

わりから就職活動が始まる現状でも， 自分の専門性や

適性を進路により反映させることも可能になります。

場合によっては，プロジェクトの成果物が，就職活動

にプラスになっている例も現われてきています。

雑誌『いんふおかるちやあ』は，教官学生によって

作られた茨城大学教育学部情報文化研究会が発行して

います。図書館等に備えてありますので， どんなプロ

ジェクトがどのように実施されているかは，それを参

照して下さい。昨年度の特集では，今話題の「金砂郷

大祭礼」を先取りしていました。

（教育学部小泉晋弥）

教育学部から

プロジェクト科目について

これまでの大学教育では4年次に卒業研究を行うの

が通例です。しかし，就職活動が長期化し卒業研究に

十分時間をとることができないことは先輩方の体験か

らうすうす感じていられるでしょう。また，教える側

からも，大学全入時代の到来と言われる近い将来に向

けて，学生の「質」と教育方法の改善を真剣に考える

必要がありました。

そのため，情報文化課程では平成11年度より，カリ

キュラムの重要な柱としてプロジェクト科目を導入し

ました。講義形式をとらないで作業を中心とし，地域

社会との関わりを重視した新しい学習形式です。

理学 部から

理学部は，平成7年4月にそれまでの数学科，物理

学科，化学科，生物学科，地球科学科の5学科を現行

の数理科学科， 自然機能科学科，地球生命環境科学科

の3学科に改組し， 旧来の数物化生地に捕らわれない
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総合的な専門知識で社会の急速な変化に対応できる人

材の育成を行うべく努力してきた。複合的な学科組織

の利点を生かして，総合的で学際的かつ先端的科目を

多数開講，教育効果を上げるために大々的なカリキュ

ラム改革も行った。改組から8年が経過したが，教育

システムとしての新学科体制の抱える問題点も目に付

くようになり， よりよい体制への改革に向かう内発的

な力学が理学部の中で働き始めている。

そもそも，大学の役割は，学術・文化の継承・発展

と次世代の教育で，大学教育の目指す到達点は，社会

の発展に資する科学的な考え方ができる人間の育成で

ある。急速に発展する科学・技術，情報の洪水が渦巻

き激しく変化する現代社会に対応し，授業や演習，実

験や実習のコンテンツ， さらには教育システムをアッ

プデートすることは確かに必要だろ。が，大本の教育

目標が達成されるなければならない。自然科学に関し

て言うならば，数学，物理，化学，生物で区分された

いずれかの専門分野で，系統的な専門知識と経験が大

切で，それを前提として総合的学際的科目があるのだ。

毎年，新入生の専門科目履修ガイダンスの際には， 4

年の間，何を自分の専門としたいかを考えて，授業を

履修するようにと指導してきた。しかし，必修科目の

縛りが緩い現行のカリキュラムでは，そうした指導を

徹底するには限界がある。教育とは，教える側と教わ

る側があって成り立っているのであるが，学生諸君が

よく考えて，最善の履修計画を立てて主体的に一生懸

命勉強してくれることまで期待するのは無理がある。

学部教育は，専門の基礎に重点を置き，それを土台に

して社会に出てやってゆける， あるいは大学院に進ん

でさらに勉強できる能力を身につけさせることを目指

すべきだというのがわたしの意見だ。

勿論，学生諸君の大学進学の目的は，学問だけとは

限らないであろう。大学には，知的なもの，文化的も

の，創造的なものなら何でも受容してしまう自由な雰

囲気が必要で，学生諸君の知的好奇心を満たし，文化

活動，創作活動の場を提供するのも大学の役割なのだ。

みなさんが充実した学生生活を送り， 自信と夢を抱い

て次のステップへ進めるよう，応援したいと思っている。

（理学部藤原高徳）

工学部から

入学試験の多様化に伴ってか，学生間の学力レベル

の差が増大しているようである。工学部では，工学基

礎・数学ミニマム，物理ミニマムとして共通試験を平

成14年度より実施し，工学基礎としての基礎知識習得

の啓蒙に努めている（その結果を卒業研究着手等の条

件とする学科もある。各学科の履修要項を参照)。考

えてみると，入学当初の学生における学力差は， いつ

の時代にも多かれ少なかれ存在したように思う。不断

の努力でこれを克服し， 自分なりの考えを持って4年

間の学生生活を駆け抜け，世に出て活躍している先輩

諸君は少なくない。卒業から10年以上を経た今も忘

れがたい， いわゆるユニークな学生生活を送った卒業

生諸君について話してみたい。

体育会系のサークルに所属していた○君は，人間関

係の形成を学生時代のメインテーマと考え， コンパ，

合コンに明け暮れていた。が，成績は常にトップクラ

スであった。その秘訣として，体力にものをいわせ徹

夜の連続で定期試験に臨んでいたという裏話が流れて

いた。現在，彼は東北地方の某企業工場長を勤めてい

る。セールスエンジニアとして欧米と日本を行き来し

て活躍中のS君は，映画「ShallWeDance？」公開以

前であったが，社交ダンス同好会に所属していた。

｢よくあのスタイルで・ ・ ・」と失笑する仲間も少なく

なかったようである。しかし， タキシードに身を包み

憧れのパートナーと華麗にステップを踏む勇姿が，研

究室のアルバムに今も残されている。素敵な笑顔でひ

ときわ輝いていたSさんは，卒業研究で希望の研究室

へ配属されず，泣く泣く当研究室にやってきた。しか

し，持ち前の明るさと頑張りで大学院進学を果たし，

希望の研究分野で立派な成果を上げて巣立っていった。

趣味のバンドでドラムを担当していた彼女は，現在，

一児の母として，企業マンとして活躍中である。 ・ ・ ・

等々。彼ら，彼女らがまじめ一徹な学生であったとは

思えない。共通して言える素晴らしさは，事に向かっ

たときの集中力と切り替えの上手さだと思う。真面目

であったとは言い難い卒業生諸君が世に出て活躍し，

茨城大学の知名度アップに貢献することが多々ある，
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と認めざるを得ないと思う。

4年間は短いようで長い6将来の糧となるようjい

ろいろな経験をして欲しい。周りはともかく自分の考

えを持って学生生活を送ることが最も大切であること

は，先輩諸君の例からも明らかであると思う。そのよ

うな学生諸君を，全ての教職員がバックアップしてく

れることを確信している。

（工学部稲見 隆）

くなってしまいましたが， このことは本当に幸せなこ

となのでしょうか？野菜本来の季節に露地で生産され

た本物の味を知らない世代が増える中で，限られ石油

エネルギー資源を消費して作る野菜など， 「食のあり

方」が今問われています。また，食べ物は本来様々な

食味があるものであり，美味いものから美味くないも

のまで幅広く存在します。調理や加工の仕方でその特

性が生かされるものです｡農産物が画一化された美味

いものしか売れない現実から，食物の味が実は単純化

し， ある特定の「品種」しか生産されなくなっていま

すが， このことは本当に幸せなことでしょうか？ヨー

ロッパでは伝統的な農産物（昔作られていた農作物や

家畜の品種）に価値を見出して，生産を保護する政策

がとられています。さらに， もし自分が自給自足の生

活をするとしたら， どのくらいの面積にどんな作物や

家畜を育てる必要があるのでしょうか？輸入飼料に依

存する畜産業からの脱皮や食糧の自給率を高めるため

には何が必要なのでしょうか？24ヘクタールの広大

な農学部附属農場を散策する中で答えを見出して下さ

い。

農学部2年次生には授業科目として農牧場一般実習

などがあり， いろいろ体験できるので，ほとんどの学

生が受講しています。 日本の「食のあり方」を考える

よい機会になると思います。

（農学部教務委員佐合隆一）

室
辰 学部から

新入生諸君の中には一度も農学部に来ることなく卒

業する人もいるかもしれません。農学部は阿見町にあ

ります。一年次生の暇な時にぜひ農学部に訪れてみて

下さい。農学部のキャンパスは他の国立大学と比較し

ても遜色のない美しい庭園があり, ここでは木々の四

季の変化を楽しむことができます。また，農学部キャ

ンパスに隣接して附属農場がありますが， ここでは農

業生産の四季を実感することができます。今農場では，

梅の花が終わり，桜に負けじと梨の花が咲き誇ります。

そして,冬作物(大麦)の収穫の準備と夏作物(水稲,サ

ツマイモ）の植付け準備に追われています。

日本では冬にトマト，キュウリやメロンがふんだん

に販売されるなどして，農産物のほとんどが周年供給

されています。農作物の品種改良や｢産地から消費地」

までの輸送・保管技術の進歩により，農産物の旬がな

語の中で，第2外国語として中国語や独語,仏語，朝

鮮語など,今まで学習したことのない言語を学ぶこと

ができます｡主題別科目は，人文・社会・自然といっ

た分野別科目や総合科目，主題別ゼミナールで構成さ

れ， 自分の専門とは違った幅広い内容を学部問わず学

ぶことができます。

教養科目を面白く聴くには， まず, 自分にとって本

当に学びがいのあるものは，何かということを模索す

ることが大切です。このことは， 自分さがしであると

いってよいでしょう。 自分がこれから知りたいと思う

ことや， 自分が面白い，楽しい，得るものがあると感

‘ 大輪惠美（人文学部2年）

新入生の皆さん，御入学おめでとうございます｡み

なさんは， これから始まる大学生活に対して，期待と

不安の気持ちでいっぱいなことでしょう。

大学の授業は，大きく 「教養科目」と「専門科目」

に分かれています。 1年生の間は教養科目中心の授

業になります。教養科目は, ｢共通基礎科目」と「主題

別科目｣から構成されています｡共通基礎科目は，外

国語や情報関連科目などで構成され，現代の国際化・

情報化社会に対応した能力を育成していきます。外国
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の必要性を感じると思います。二年生になってからで

は専門科目ばかりになってしまうので，一年生のうち

に教養科目をたくさんとって，いろいろな分野の話を

聴いておきましょう。環境の話はとても面白かったで

すよ｡

教養科目は，専門科目のように必死に頭にたたきこ

むということはしなくて良いと思います。授業に毎回

出席して，きちんと先生の話を聴き，だいたいこんな

感じぐらいの理解で良いと思います。

それから，工学部の学生に関して，教養科目で数学

と物理学がありますが， これらをおろそかにしてしま

うと後々苦労することになるので,しっかり勉強して

おきましょう｡教養科目というよりむしろ専門科目と

して取り扱った方が良いです｡毎日少しずつやれば，

きらいになることはないと思います。それと，英語も

しっかりやっておきましょうd

教養科目は興味がないものが多いかもしれませんが，

自分の専門分野以外のことを学ぶことは必要だと思い

ます。それから繰り返しになりますが，二年生になる

とほとんど教養科目がとれなくなります｡‘一年生のう

ちに， 自分の専門分野と全く違った授業を受けるのも

良いのではないでしょうか。

じるものは何かなどを自分でじっくり考えて，興味・

関心を広げていくことで授業を面白く聴くことができ

ると思います。

自分の専門とは別の分野である教養科目に視野を向

けることはとても大切です。ここで学んだことは， こ

れから先に大いに役立つことになるでしょう。あらゆ

る学問はつながっているものです。そのことを忘れな

いで下さい｡様々なものの考え方を知ろうとする意欲

を持って,講義を受けることが大切です。 この意欲こ

そが，授業をより面白くさせ, :大学生活を充実させる

ことになるでしょう。

最後に， これから自分で授業を選び,受けていく新

入生の皆さんは，シラバスをじっくりと読むことを絶

対してください。シラバスとは， 「授業計画書」のこと

です。授業の進み方やねらいなどが書かれています。

このシラバスこそが，授業内容の重要な情報源になり

ます。シラバスを読んで， 自分が学びたい授業を考え

て下さい。また，先輩に話を聞くことも大切であると

思います｡大学生活の中において，学問以外にも様々

なことを得ることとなるでしょう。これからの大学生

活が充実したものとなるかどうかはあなた次第だと思

います。充実した大学生活を送ることができるよう頑

張って下さい｡
瀬雅幸（農学部2年）自

層］

石田憲之（工学部2年）
講義を受ける前にはシラバスをしっかり読んで，興

味のある講義を選ぶ。興味のない科目の場合は単位の

とりやすそうな講義を選ぶ。講義を受ける際は，休ま

ない。質問をする。私はこれらを心掛けていました。

私は学生が工夫する以外にも教官が教養科目を面白

くすることは，教養科目を面白く聴くことにつながる

と考えましたので，教官に是非やって欲しいと思うこ

とを述べたいと思います｡まず教官がやる気を出すこ

とが重要だと思います。やる気の感じられない教官の

講義では学生もやる気が出ないと思います。昨年の講

義中に教室の後ろでおしやくりしている学生がいても

注意する教官は少なかったです。もしもやる気がある

のなら学生のそのような態度は我慢できないと思いま

す。それにそのような学生がいるとまじめに講義を受

けている学生までやる気をなくしてしまうという悪循

環に陥ってしまうと思います。次に教え方ですが，教

大学へ入り一年生で受ける授業は，ほとんどが教養

科目です｡大学の授業は専門分野ばかりで，きらいな

国語や社会をやらなくて良いと思っていた自分にとっ

ては，がっかりでした。

自分の興味のない授業の中から選ばなければならな

い時，非常に困りますし，興味のあるものがあったと

しても，抽選で落とされる可能性もあります。

こんな感じではじめのうちは， あまり面白くありま

せんでした。

でも，今思えば教養科目は良かったと思います。専

門科目を勉強してみて，いろいろな分野の知識が必要

であると感じるようになりました。ものを作るにして

も，機械工学の知識だけでは良いものは出来ないです

からね。一年生のうちは気づかなくても，二年生にな

って専門科目を勉強するようになれば，だれでも教養
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官毎に教え方も異なり，講義毎に難度も学んで欲しい

点も異なると思うので一括りにして言うのは難しいと

思います。ただ，どんな講義でも興味を持ってもらう

事と，質問しやすい雰囲気を作るように心掛けて欲し

いと思います｡興味を持てば質問します。質問すれば

理解度が高くなり講義が面白くなっていくと思います。

大学側にも工夫が必要だと思います。講義の専門家

による教官の指導の場を設けるなど，積極的に講義の

質を上げる努力をして欲しいと思います。又，せっか

く教官が講義の質を上げても学生が的確に講義を選べ

なければ意味がありません。ですからもっとシラバス

の内容を充実させて欲しいです。私が講義を選ぶ際，

最も欲しかった情報は実際に講義を受けた学生の意見

だったのですがシラバスにはそれが記載されていませ

ん。学期末に授業アンケートを集めているのですから

その結果や意見をシラバスに記載してはどうでしょう

か。又，やる気を出し，様々な工夫をしている教官も

確実にいます。そのような教官を評価する事も重要な

事だと思います。評価の高い教官に研究資金を授与し

ている国立大学もあると聞いたことがあるので，それ

を取り入れるのはどうでしょう。これは無理かもしれ

ませんが， とにかく何らかの形で大学が教官のやる気

を引き出していかないといけないと思います。

これまで述べた事は私が思っているだけで実際は間

違っていたり，実施されているかもしれません。ただ，

学生だけで出来る工夫は限られていると思います。で

すから学生と教官と大学の二人三脚ならぬ三人四脚で

講義を面白くする工夫をしていくべきだと思います。

て，何について話しているのかさえさっぱり分からな

い授業もありました。高校でその科目を取っていたに

もかかわらず，全くついていけませんでした。特に，

高校でその科目を履修していなかった知人には辛かっ

たようです。私がとった授業の中で，途中で興味もな

くなり,最終的にはただ単位を取るだけのための授業

になってしまったものもいくつかありました。これで

はせっかく授業に出ていても意味がありません。しか

しそれは， もっとその内容に対して深く知ろうと努力

しなかった自分にも責任はもちろんあります。

大学生活の4年間で何を得られるか。授業を自分に

とってプラスのものにできるかどうかは，私達学生次

第かもしれません。しかしそれに加え，普段聞けない

話が聞けたり，体験できる，そんな授業がもっと増え

れば， というのがこの1年間で感じた私の願いです。

2年次でも，教養科目の授業をいくつか受けますが，

その中でさらに自分の視野を広げ, ，様々なことを吸収

していければと思います。

中野冬咲子（人文学部1年）

たかが教養科目， されど教養科目。私がこの1年間

を通して教養の授業に感じたことを一言で表すとこん

な感じになるでしょう｡ 1年次の授業の大半は教養科

目で占められます。ですから授業が自分にとって面白

いもの，意味のあるものになるかどうかは,大学生活

初めの1年間にとってなかなか重要なことです｡

私は自分が本当にやりたいことを見つけるために大

学に進学しました。本当は海外の大学に進学したいと

考えていましたが， これといってはっきりとした目標

分野があった訳でもなく， 日本でしっかり何かを学ん

でからにしようと思い；今に至っていますb現在, あ

る程度自分のやりたいことの方向性は定まってきてい

ますが， もっと様々な分野に触れ， 自分の興味を広げ

ていければ， と考えています。そんな私にとって,

様々な分野がある教養科目はひとつのチャンスだと思

いました。そして， この1年間受けてきた感想はとい

うと， これた！と感じたのと，正直少し拍子抜けして

しまった， というのと両方です。

二・三百人も入る大教室での一方的になりがちな講

義。人が多いと何となく質問がしにくいと感じるのは

私だけでしょうか。また，内容がいきなり専門的過ぎ

早川優佳（教育学部1年）

｢バイトや遊びは大学に入ってからにしろ！ 」

｢自分の好きな分野だけ勉強するのは，大学に行って

からいくらでもできる｡今は弱点克服だ！ ! 」
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……『受験生』時代の私（だけじゃないはず！ ）が，

何度となく耳にしたセリフである。そんな言葉に後押

しされ（？）て，茨大合格を手に入れた私（達）の手

元に， 『シラバス』が届く。

｢こんなに沢山の授業の中から，好きなものが選べる

なんて，ほんとに『大学』って感じ！遊びも，勉強も，

好きなことをとにかく全部やろう！ !」

私の新生活への期待はめいっぱい膨らんだ。

四月。初めての一人暮らしと共に,私の大学生活が

スタートした。授業は勿論，サークル活動，バイト探

しなど， 自分がやりたいと思ったこと全てに手を出し

た。毎日が楽しくて,多忙な日々を送っていた。……

けれど，なぜか有り余る一人の自由な時間。(今思うと，

自分を見つめ直すよい機会だった）その中で，将来に

向けて漠然とした不安を持ち始めるようになった。

｢自分は本当は何をしたいのか｡」「このままの生活を続

けていて,夢に近づいて行けるのか｡」そんなことを考

える日々が続いた。

一年次も終了に近づいた現在では，友達に相談した

り，少しでも自分の目指す職業の情報を集め，行動を

起こしてみることで， 「自分は前に進んでいる」と信じ

ることができるようになった。しかし， いつ再び立ち

止まってしまうか分からない。悩みなさ気に笑ってい

ても，そんな不安定な思いを抱いている学生は，私だ

けではないと思う。

そこで，私が提案したい教養科目は，

『教授の学生時代の話を聞く』というものだ。

私は，ある教授が学生時代， 『詩集』を出したいとい

う気持ちを押さえ切れず， とうとう自分で詩集を作っ

て，売ったことがあるという話を聞いて驚いた。そし

て， 自分の夢に向かって動き出せる力を，私ももう持

っているんじゃないかな？と希望を持つことができた。

人生経験豊富な教授のお話は， 「やりたいことが見つ

からない｡」 「今，何をしていいのか分からない｡」とい

う学生の参考になるのではないか。

さて，そこで私は，シラバスを作ってみた。

[総合科目：人間文化科目系？］『我々の学生時代』

ねらい：大学生活の中で与えられた自由な時間に， 自

己を見つめ直す学生がいる。教授が自分の学生時代を

学生に語ることで，助言を与えたり，親近感を持たせ

る。後に悩みを抱えた時，相談できる関係を作る。

概要：毎回違う学部・学科の教授のお話を聞く｡なぜ，

専門とする分野に興味を持ったのか， 自分はどんな学

生だったか。学生に伝えたいこと等を語って頂く。学

生はそれらを参考にし,様々な分野への興味・関心を

深め，学生生活を豊かにしていけるよう努める。

．…．．以上です。失礼しました。m()m

後藤真希（理学部1年）

貴方は小学生くらいのころ，野外学習で校外に出る

のが楽しくありませんでしたか？同じ内容を勉強する

のでも，机の上で教科書とノートを広げるよりも，直

に目で見て，手で触れて学んだことの方が何故か印象

に残った覚えはありませんか？そうした『実践で手に

いれた知識』というのは，なかなか忘れられないもの

です。

そして，現実に役立つ技術というのは， この知識に

基づくものが殆どです。例えばマニュアルを読んだだ

けでは，大抵の人はその通りに動くことはできません。

やり方を知っているのと実際にそれを出来るかという

ことは，次元が全く異なってくるのです6しかしその

知識も技術も，独学で手にいれるのはかなり難しいも

のがあります。もし今私が誰かから突然ツルハシとハ

ンマーとマニュアルを渡されて『どこそこの崖からこ

れこれを採掘して，その成分を研究して来なさい。方

法はそこに書いてあるから』と言われても，例えそれ

がどんなに興味深い課題であっても，多分途方に暮れ

るしか無いでしょう。何しろ私は穴掘りの方法すらま

だ知らないのですから。

もちろんその専門分野に進めば，そうした学習を授

業として受けられます。むしろそうした授業こそが日

常の学習となることもあるでしょう。特にその分野を

極めようとする人達（例えば研究職に就く人など）に

とってはなおさらのことです。

しかし，例え自分の専攻科目を見つけてしまった人

達でも，それ以外の何かに興味をそそられるというの

も良くあることです。例えば理学部で学んでいる人も，

ただ化学や生物に対する学習だけに食指を動かされる

という訳ではありません。どんなにそうしたことを学

ぶ事が好きな人でも，歴史や文学といった文系の科目
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に興味を持つこともあるでしょう， またその逆ももち

ろん有り得ることです。それほど人の好奇心という物

は，限りの無い代物です。私にとって大学の教養科目

とは，そうした好奇心一新しいことを知りたいという

欲を満たすにはもってこいでした。

だからこそ，その教養科目にこうしたフィールドワ

ークを教える授業があってほしいのです。現実に，不

思議なこと，解らないこと，知りたいと思ったことを

理解しようとすることに全力を注げるのは，研究職に

でも就かない限りは学生の問だけだと思います。その

貴重な時間の間に『実践で手にいれた知識』， 『自力で

出来るだけの技術』を手にいれることが出来れば，そ

れだけでも学生生活は無駄なものではなくなるのでは

ないでしょうか。

’
I

後かに，教え子の結婚式に出席したその席上で， ある

卒業生から 「大学の4年間で一番難解で苦労した授業

は教養の英語,Melvilleであった」ことを知らされ，

樗然とした次第です。当時の学生は，良く我慢をして，

私のわがままを許してくれたものだと思います。また

学生も単位を取るために，良く勉強したと思います。

おそらく現在のような授業アンケートがあれば，最も

不適格な外国語の授業として即刻改善命令を出される

か， あるいは授業登録をする学生は誰一人としていな

いかのいずれかでしょう。私にとっては，古き良き時

代の一コマとして印象に残っている出来事です。

さて教養英語教育ですが， どのようにカリキュラム

を変えようが，学生の英語の力はあまり変化しないで

しょう。制度をいじっても制度以前の学生自身の学習

動機が変化しないことには多くは期待できない， と言

ったら言い過ぎでしょうか。英語を使わなければなら

ないという切迫感があって初めて，英語はものになる

訳です。その切迫感を感じた者だけが努力をすればい

いのです｡従来の「教養としての外国語」は比較的受

け身の態度でも修得でき，多人数でも授業展開が可能

であるというコスト面での利点がありました。しかし

｢発話行為を伴なう英語」は，少人数による授業展開が

必要であり， しかも効果を上げるためには学生の能動

的な参加が求められます。したがって学生の学習動機

がおのずと決定的な要因となります。本学の英語教育

改革に水を差すつもりは全くありませんが， コストに

見合った効率性という観点からすると悲観的にならざ

るをえません。今となっては，改革の結果，今以上に

学力の低下を招いたとか，金をかけた割には云々等の

声が上がらないことだけをただひたすら願うのみです。

大畠一芳（人文学部）

外国語教育の在り方が，かまびすしい議論になるの

は何も今に始まったことではないようです。 30数年前

の高度成長への突入期であれ，デフレにあえぐ現代で

あれ,社会の変革期に恒例行事のように登場するのが；

外国語教育，特に英語教育問題です。想像するに，社

会の諸制度の効率性が問題になると， いい意味でも悪

い意味でも，それが教育の分野に反映され，そして凝

縮された形でそれを一身に背負うのが英語教育という

ことになるのかもしれません。 （英語教育の専門家に

は是非この点を検証していただけたら有り難いと思っ

ている次第｡）

私が大学に入学したのは，昭和42年です。当時の大

学の教養英語は「読み，書き」が中心でした。外国人

教師を大勢雇っている昨今の状況を見るにつけ，隔世

の感がします。主に英米の文学作品や随筆を中心とし

た購読の授業がすべてでした。授業は訳読を中心とし

たものでしたが，文章や段落の構造，論旨の展開など

日本語についても多くの示唆を与えられました。つま

り英語の授業から日本語も同時に学習していたことに

なります。 （昨今問題となっている国語の学力の低下

はひょっとすると外国語の訳読式の授業の軽視にその原

因の一端があるのかもしれません?ただし単なる憶測｡）

そのような背景があって,私が20年前に茨城大学に

赴任し，教養英語を一本担当することになった時，迷

うことなくHermanMelvilleのBenitoCerenoとい

う文学作品を教科書として指定しました。 こちらはそ

れで当然と思っていますから，選定したテキストの適

否に関していささかの疑念も抱きません。しかし何年
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きなどができず,不利な取り扱いを受けることもあり

ます。

登校,下校,授業の合間には従来の掲示板と電子掲示

板の両方の掲示に注意して下さい。

電子掲示板の利用について

共通教育棟において,電子掲示版により,休講・教室

の変更・集中講義及び大学の行事等を掲示されており

ますが当分の間,学生の呼び出しや試験等については

従来どおりの掲示板によりお知らせしますので注意し

て下さい。

掲示板を見ないことにより,所定の期日までに手続

－毎日3回は見ましょう一

つぶやき

新入生の皆さん，入学おめでとうございます。 ます。多くはコンパの席上ですが。

大学は高校と違って，教師が皆さんを画一的かつ そうならないためには，知的好奇心を持ち続ける

管理的に教育しようとすることはありませんので， ことが最も大切ですが，大学の外に飛び出して，地

科目選択から授業への出席に至るまで皆さんの自主 域の人々と交流することも大切だと思います。地域

性にゆだねられています。 4年後に卒業するために 社会には様々な問題を抱えながらも希望や夢を持っ

は決められた最低限の単位を取得すれば良いわけで て活動している人々がたくさんいます。

すから， 自由時間が多くなると思います。 大学で勉強する大切な意義の一つは，地域社会の

大学の自由な雰囲気にあこがれて入学してきた学 「普通｣の人々が抱いている希望や夢の実現を支援す

生も多いと思いますが，学年が進むにつれて，その ることでもあります。地域社会から学生の意見を間

自由を持て余しがちになる学生も多く見受けられま きたいという要望が数多く寄せられています。是非，

す。何をしたら良いのかわからない，やりたいこと 大学内に閉じこもらないで，勇気をもって地域社会

が見つからない， 同級生とまじめな話をすると嫌わ に一歩踏み出して，地域の人々と交流して下さい。

れそうなので誰に相談したらいいかわからない，授 必ず，歓迎されることと思います。

業がつまらない，ゼミの学生からしばしば間かされ （斎藤義則）

平成15年4月

茨城大学大学教育研究開発センター

水戸市文京2-1-1

029(228)8415(学生課教養教育係）

発行日

発行者
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2

十数年前， “知の巨人”立花隆氏は， 『同時代を撃つ』の中で， “暗

潅たる若者の活字離れ”は日本の凋落を予感させると嘆きました。

不動産が異常に高騰し，例えば東京の土地でアメリカ全部が買える

などのバブル話に皆が浮かれていた頃のことです。氏は,まもなく

日本が落日を迎えることを,若者の読書に関する日米の圧倒的な差

をもとに私達に問いかけたのです。

いわく，米国の若いビジネスマンは，週60時間以上も働きながら

も，かなり重い内容の本を月に4冊以上読む。それでも彼らは， 自

分に何が欠けているかときかれると，決まって「知識不足」をあげ

る。片や日本の若いビジネスマンや大学生は，マンガばかりで本と

3

7

８
９
０
０

１
１

(平成15年10月発行）

いえるものはほとんど読まない。これまで日本の強みは中堅層の知識レベルの高さにあるといわれてきたが，今

後どんどんレベルが低下し， いずれ日本を衰退せしめる。まさに“売家と唐様で書く三代目”である。

人間はたくさんの文章を辛抱強くしっかり読むことによってのみ思考力がつく。言葉を離れてロジカルな思

考力は育たない。綴密な思考は，実に読み書きによってのみ可能となる。言い換えれば氏は， この本の副題「情

報化社会を撃つ」が示唆するように，本物の思考力はパソコンや携帯電話（その頃はまだ無かったけれども）に

よっては決して育たないと強調したのです。

立花氏は茨大附属中の出身で，既に中学生の時から音に聞こえた読書家でした。学校の図書室を読破し，足り

なくて近くの市立図書館まで征服しようとした話は有名です。それを高校生の昔から聞き及んでいた私には，氏

の嘆きは一層説得力のある深刻な話でした。

そういう思いから私は，以前「茨大100冊」というささやかな構想を図書館で取り上げてもらったのですが，

さしたる成果もなく終わりました。そこで今度は，茨城大学教育学部出身の教師は読書家で教養人が多いといわ

れたくて，今「茨大教育100冊」をカリキュラム改革の目玉の一つにしようと考えています。

－437－



JaamｸZn｣laM27

’
ジウムがあります。昨年度は「教養教育の改革」や

「次世代の教養教育」を中心に熱のこもった発表が行

われました。

今後も引き続きよりよい教養教育を目ざしてさまざ

まな取り組みが行われる予定です。けれども主役はや

はり授業に参加する学生諸君です。成績評価は教員の

仕事ですが，授業評価は学生の仕事です。正確な成績

評価が勉学の励みになるように，真剣な授業評価は教

員を動かして授業をより良くしていくのに直結しますb

大学教育研究開発センター

併任教官佐藤和夫

昔々…皆さんが生まれるずっと以前，およそ三十年

以上も前,現在共通教育棟1号館とか2号館とか呼ばれ

ている建物もすでにありました（当時は教養部という

組織に属していました)｡その頃は教室内外の壁には

「打倒」あるいは「糾弾」などという恐ろしげな文字

を独特の書体で綴うたビラが所かまわずに貼られてい

て,ずいぶんと殺気立った雰囲気を醸し出していまし

た｡ … “

ところで今皆さんの目にはこの共通教育棟はどう映

っているでしょうか。少なくとも私の目にはずいぶん

ときれいになったし, また設備も充実しているように

みえます。どの教室にもビデオ装置がありますし， マ

イクは使えますし,おまけにコンピュータなどという：

最新の装置の勉強もできます。 ,さらには目に見えるも

のばかりでなく，授業の中味もずいぶんと工夫される

ようになりました。とりわけこの数年，大学教育研究

開発センターが教養教育の運営を担って以来授業をよ

くするための方策がさまざまに練られています。一つ

は皆さんが前学期末に各授業ごとに記入した授業評価

アンケートです。これは後ほど集計され，統計的な処

理を加えて各担当教官に通知されます。先生方は結果

を見て，来年度の授業に役立ててくれるはずです。皆

さんもどうか最後の時間の印象だけではなく， 15回の

授業全体を見渡した上で各項目に記入して下さい。

さらに学生諸君の目に見えないところでも工夫が行

われています。例えばファカルティ・デベロップメン

ト （教師の教育者としての資質向上の営み，略称:F

D)という名の研究会です。主に教養教育を主導して

いく立場の大学教職員が参加します。昨年度は阿見の

農学部を会場として他大学の先生の講演を始め授業評

価アンケートや成績評価をめぐっての討論会などが行

われました。

大勢の教官が参加する催しとしては教養教育シンポ

記入の数が多くとも快くご協力ください。
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忘れるほうは努力しなくても， 自然に忘れる。忘れる

ことを恐れたら,何も覚えられやしない。第一，我我

がもし忘れることをしなくても，生まれてからのこと

をみんな覚えていたら， とっくの昔に気違いになって

しまってる｡」

そして，参考書について， 「参考書には色々あるさ…

要するに参考書などに頼る必要はない。また読んでも

役に立たない。語学の初歩は脅迫に限る。脅迫する役

目は僕が引き受けている｡相手は君等だ。参考書は脅

かさないから，駄目だ｡」

これは戦前のことである。今から見れば， きっと

「まシ， なんてヅ……！ 」， 「こんな教師･…･･ 11」あた

りが大方の反応だろう。同感ではある。

が，無類のレトリシャン百間ならではの真面目くさ

った表面の裏からにじみ出るユーモアについ微笑みた

くなるのも否めない。レトリックとは元来，率直なも

のの言い方をある方向に幾分ずらすことにある。しか

し皆が遠慮してなかなか言いたがらないことを敢えて

ずばりと言ってしまうのもレトリックのひとつかもし

れない。もしレトリックにイ「直言法」あるいは「率

直法」などというものがあるとしたら，百間のこの文

章はその一例だろうか。少なくとも読者の意表を突い

てはいる。そして妙な爽快感が残るのだ。引用の多い

文章になってしまった。紙数制限の関係上あとは割愛

する。

（人文学部教務委員長鄭 基成）

人文学部から

百鬼園先生の「外国語教育法」

一または内田百間の「率直法」－

内田百間がドイツ語の教授をしていたころの文章。

その要諦は，言語神授説，人間と言語の不条理説，

記憶力即ち下司根性説，参考書不役説そして脅迫に

よる教育法である。

外国語学習がむずかしいと言う学生に向かって，百

鬼園先生曰く， 「…外国語を習って，六ずかしいなんか

云い出す位，下らない不平はない。人間は一つの言葉

を知っていれば沢山なのだ。それだけでも勿体ないと

思わなければならない。神様の特別の贈り物を感謝し

なければいかん。その上に欲張って， また別のことば

を覚えようとするのは，神の摂理を無視し， 自然の法

則に反く一種の反逆である。外国語の学習ということ

は，人間のすべからざる事をするのだ。苦しいのはそ

の罰なのだ。それを覚悟でやらなければ駄目だ｡」

ドイツ語が特にむずかしいのは不公平ではないか，

という学生の苦情に対しては， 「公平も不公平もあっ

たものじゃない。ただ自分のやろうと思ったことを一

生懸命にやっていれば， それでいいのだ。我々が人間

に生まれたのが幸福なのか，不幸なんだか知らないけ

れど，君が犬でなくて，人間に生まれたのと，君がこ

うして僕から独逸語を教わっているのと，みんな同じ

出鱈目さ。ただそのときの廻り合わせに過ぎない。誰

だって人間に生まれる資格を主張して生まれたわけで

もなく，人間を志願した覚えもない。気がついてみれ

ば人間だった丈のことさ・犬や牛から云わせたら，随

分不公平な話だろう。黙って人間になり澄ましておい

て， その癖，独逸語が六ずかしいから，不公平ですな

んか云い出したって，誰が相手にするものか｣ダと。

さらに文法の規則や単語が覚えられないという学生

の悩み対して， 「覚えたことは忘れまいとする下司張

った根性がいけないのだ。ただ覚えさえすればいい。
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声ともつかない高校生たちの「ほ一つ」は，むしろ彼

に対する共鳴の声ではなかったかと。自由さと真蟄さ

と，彼が輝いて見えた。

（教育学部橋浦洋志）

云
胃 学部から教

去る7月26日に例年通り「オープンキャンパス」の

名の下、高校生に対しての学部説明会が行われた。今

年は例年にない盛況で，準備した教室では入りきれず，

急邊教室を増やしての説明会となった。ともあれうれ

しい悲鳴であった。

私も大学側の一員として立ち会ったのだが，心に残

ったことがあるのでここに記したい。

説明の一環として，教育学部学生による学生生活紹

介コーナーでのことである。説明のために前に並んだ

のは女子学生3名と男子学生1名である。普段の学生

の姿でということであったが， 男子学生の出で立ちは，

カラフルなシャツに今はやりのだぶついたズボン， そ

れにキャップを真横にかぶって， というものであった。

正直私は戸惑った。高校生たちは制服で来ているし，

引率の先生， 父母たちもいる。そしてなによりもここ

は教育学部なのであり，高校生たちの間にもある種の

戸惑いが広がっていくのが分かった。

説明は大学生活のことを中心として進んでいったが，

アルバイトの話になったとき， その学生が家庭教師を

していると言うと，高校生の方から「ほ一つ」意外だ

というような声が控えめながらもいっせいにあがった。

彼は「なにか変ですか」と受け流したが，私は「やは

り」と思った。

話が進んでいくうちに，彼は「ダンス」に打ち込ん

でいること，外食をせず自炊をしていることなどを述

べ，最後に高校生に対しての一言として，入学当初は

それ程とも思ってなかった大学生活のなかで，改めて

自分の可能性を開拓し，勉強意欲を再燃させて充実し

た生活を送っていること，大学入学ということで自分

の将来が決まるのではなく， それが自分自身を開拓し

ていく新たな出発点であることを述べ，将来のことに

まで触れて話を終えた。それはきわめて真蟄な態度で，

言葉も説得力のあるものであった。聞いている高校生

たちにも最も印象深く残ったのではなかろうか。

私は聞きながら，彼の服装を気にした私が恥ずかし

くなった。つまらない「教師根性」が私のなかに一瞬

忍び込んだことを悔やんだ。その後で，あの溜息とも

理学部から

ご存知のように, 2002年度の入学生からA, B, C,

Dの4段階評価からA+,A, B, C, D, Eの6段階

評価に移行した。教養科目を担当された先生方は，成

績評価を行なうときに学生の入学年度によって成績の

つけ方が異なるので， ちょっとした混乱のもととなる。

他大学には優， 良，可，不可を採用しているところも

あるが， 4段階による評価は現在でも最もポピュラー

な成績評価であろう。それを6段階にすることの利点

は， より“正確な”成績評価が行なえることである。

“正確な”データに基づいて学生の就学状況に対して

正しい判断が下せると考えれば，成績優秀な学生の表

彰や奨学生の候補を決める判断資料， さらには就学不

十分な学生への改善勧告に利用できる。きめの細かい

成績評価に基づいて学生の皆さんに自分の到達点をよ

り明確に理解してもらい， より適切な勉学指導が可能

となれば結構な話であるが, 4段階評価が6段階評価に

なってもたいしたことではないと思われるかもしれな

い。しかし， こうした流れの背景には，成績評価の厳

格化・標準化， さらには，授業評価導入の考えがある

ことが，大学での教育に大きな変化をもたらし得る。

授業のねらい，到達目標授業計画評価方法等が明

確なシラバスを作り，小テストやレポートを行ない，

出欠もきちんと取るということが授業担当者に当然の

こととして求められるようになる。
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思います。高校での授業には，大学への進学のためと

いう明確な目標があるものが多いですが，大学の講義

が直接就職に役に立つわけではありません。シラバス

には教官が作成した講義のねらいという欄があります

が，講義を生かすのはあくまでも学生の皆さん自身で

す。つまり，教官は皆さんが「花いばら」を見つける

ために協力はしてくれますが， 「花いばら」は皆さん自

身が見つけるほかありません。

さて，工学部では，学生の皆さんを技術者や研究者

の卵として社会に送り出す責務があります。科学技術

は日進月歩ですが，大学1年生で学ぶ自然科学系の基

礎科目は40数年前の私の大学入学時とほとんど変わ

っておりません。専門的なことを勉強しようと思って

大学へ入ってきた学生の皆さんにとって，一見専門と

は関係のないように見える科目を勉強させられるのは

つらいことかもしれません。しかし， 自然科学は岡に

のぼるように一歩一歩積み上げていくことによっては

じめて習得できる学問であり，基礎となるところは時

代が変わってもそんなに変わらないということなので

す。多くの学科では， 自然科学系の基礎科目を実際に

応用するための学力を養うため， 2年生で演習や実習

の時間をとっています。研究や技術開発が先端的であ

ればあるほど，基礎科目の習得が不可欠であることを

十分認識してください。ノーベル医学生理学賞を受賞

した利根川さんの学生時代の専攻分野は物理化学でし

た。物理化学を勉強していたことが,専門分野での利

根川さんの画期的な発見の端緒になったことはよく知

られています。

この40年間に，産業界では大きな変化がありました。

産業分野の垣根がなくなり， エレクトロニクスの会社

がバイオやロボットをやったり,化学会社が住宅産業

に進出したりして， いわゆる「つぶし」のきく人材が

要求されています。そのためには,いろいろなことに

好奇心をもって挑戦するチャレンジ精神をもつと同時

に，各専攻分野に共通する自然科学系の基礎科目をし

っかりと習得して自分なりの「花いばら」を見つけて

ください。あとで,勉強するのはきわめて大変なこと

ですから。

最後に‘大学は独立行政法人化という荒波の前にさ

らされていますが， 冒頭の句にあるように， まわり道

理学部では， 6段階評価が始まる前から教育の中身

を充実するいくつかの取り組みを行なってきた。授業

評価アンケートは， それなりに定着し，授業の点検に

役立っている。就学不足の学生への指導も教務委員を

中心に行なってきた。よりきめの細かい指導ができる

ように体制を整備しようと計画が進められている。最

も重要なカリキュラムの検討は，組織改革との関係で

議論されている。いまのところ6段階評価への移行は

問題なく進んでいるように思われるが，授業をする側

の意識や体制が“6段階評価”に対応しているかとい

うと，必ずしもそうではないようである。シラバスの

充実，授業回数の確保， 出欠の徹底，学生への指導の

強化等，検討すべき項目は多い。とりあえずカードリ

ーダーを導入して後期から出欠管理が効率的に行なえ

るようにした◎

（理学部教務委員長藤原高徳）

工学部から

捲りlつつ岡にのぽ牡ば花いばら 豊村

これは，私の好きな句のひとつです。人それぞれの

解釈があるようですが，何があるのかな，そして何の

意味があるのかなと心配しながら岡にのぼってみると，

そこには小さいながらも可憐な白い「花いばら」が咲

いていた， というのが私の勝手な解釈です。 「花いば

ら」は， 岡にのぼるという行為によって， はじめて見

つけることができるわけで，何もしなければ見つから

ない， というのはいかにも工学部的な発想でしょうか。

学生の皆さんが大学に入学してまず戸惑うのは，講

義のとり方が今までとはまったく違っていることだと
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がある狭い専門分野での｢知っておかねばならない知

識｣を教えるのに対して， 「教養」は「知ることの楽

しさ｣を教える教育と言える。 “

本学では現在高校との「接続教育｣の実施を検討し

ているb ｢接続教育」とは，専門教育に入る前に未履修

者や成績不良者に行ういわゆる補講のようなものであ

り,研究の高度化や入学者の多様化に対応するために

は必要であることに疑いはない。しかし，真の大学人

養成のためには専門教育への動機付けでもある「知的

好奇心の養成｣，すなわち｢教養教育」の拡充・発展

こそが重要と考える｡

おそらく皆さんも上記の高校生と同じくb大学入学

時には「どんな講義が聞けるのか」と胸を躍らせてい

たことと思う。その時の気持ちを思い出し，積極的に

「自分はこんな講義が聞きたい」と担当教官や教務委

員までリクェストしてみてはどうだろうか。大学の構

成主体である皆さんの声を汲み取る努力を，本学はき

っと最大限払ってくれると思います。

であっても着実に目標を達成することによって,小さ

くてもしっかりと地面に根を下ろした「花いばら｣が

咲く茨城大学になってほしいというのは；私たち教官

の願いでもあります。

（工学部教務委員長％小野勝道）

＝

学部から
曲
辰

先日，県内のある高校でプレカレッジの講師として

講義をした｡現役高校生相手の初めての講義にややと

まど;ったが,高校側からの「受験対応ではなく，大学

の雰囲気を感じる教養的な講義で｣との申し出により

快く引き受けた｡講義内容は高校側からの依頼により

「動物にも感情はあるか」といった理系･文系共通の

テーマであり；私が専門としている動物行動学とも部

分的に重複していたことから, 「物言わぬ動物の感情

をどうやって測定するか」についての研究の歴史と最

新の成果を紹介した。

当初， 「大学受験が当面の課題である高校生が,教養

的な講義を聞いてくれるのか」と心配であったが，階

段教室いつぱいに集まった100名を越す高校生達はみ

な熱心にノートを取り,多くの質問が寄せられた。中

には「動物に自我の芽生えはありますか？」という，

動物心理学の分野で今世界的に論争となっている問題

について質問し,私を困らせた女子学生も存在した。

また，講義後に書いてもらった感想では皆一様に「最

初は興味がなかったが，知ることの楽しさが少し判っ

た｣， 「早く大学に入ってこういった知識を吸収した

い」など，教養的知識を渇望しているようであった。

そう6純真な高校生が感じたように， 「教養」とは本

来「知的好奇心を満たす」ものなのである。専門教育

(農学部応用動物行動学研究室安江 健）
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ば初めての事ばかりだった。新しい土地新しい学校。

この茨城大学を選んで良かったという思いは強いけれ

ど， さみしさや不安が未だ残っている。

新しい学校生活は，高校とは全く違っていた。朝は

自分で起き，朝食を取り，学校に行く。授業は，曜日

によって数が違う6出席は本人の意志にかかっている。

試験は， はっきりと試験範囲が提示されている訳では

なかったりと，不安というよりは恐怖に近かった。今

までの人生で， これほど野放し状態にされたことがな

かったので，戸惑う事ばかりである。

1年生である私が取っている授業は教養科目が中心

であり，大学では専門科目ばかりを学ぶものと思い込

んでいたので，教養科目をこれほど多く受けることが

できることに驚いたが，私は嬉しかった。なぜなら，

他学部の先生の授業を聞くことは自分の視野を広げる

ことであり，単に面白いと思うからだ。今後，教養科

目を取る機会は減っていくだろうから， 1年生のうち

は意識して他学部の先生の授業を選ぼうと決めている。

昨年から，評価の仕方が変わったので悪い成績をとっ

てしまったらという不安はあるが，色々な科目に挑戦

したいと思っている。教養科目の中で，特に，習熟度

別英語の授業に驚かされた。初めにテストを受け，成

績によってクラス分けが行われる。私は， この方法に

賛成である。英語は得意・不得意があり，私自身，英

語に対する苦手意識が強いため， 同じレベルの人達と

の授業は幾分気が楽だからである。授業内容は，文法

よりも会話に重点を置くものであった。クラスの人達

と話す機会が多くあり，楽しかった。

私は，大学に通うため一人暮らしを始めた。大学生

になり，茨城に住んでみて，改めて故郷の良さ，親の

有り難さを感じるようになった。親には経済的な面で

負担をかけており，親の気持ちに応えたいと考えてい

る。しかしながら，今はどうすれば，何をすれば良い

のかが解らない。だから，取り敢えず目の前の事に誠

実に取り組みたいと思う。毎日の授業を確実にこなし，

遅刻も欠席もしたくない。そんな心持ちで後期に向か

おう。一つずつ着実に。

張替美樹（人文学部1年）

入学してから，早くも3ヵ月が経った。私は， この

3ヵ月の間何をしていたのだろうか。

入学した最初は，大学生活に慣れることに精一杯だ

った気がする。電車での通学，慣れない授業， アルバ

イト，サークル……新しい環境に自分の落ち着ける場

所を見つけたかった。

しばらく経つと，友達も出来,少しずつ大学生活に

も余裕が出てきた。授業もただ講義を聴くだけのもの

もあったがj興味を持って取り組めた。しかし， どこ

か満足できない気持ちがあった。

大学は， もう社会の一部だと考えている。そこでは，

自分で考えて主体性を持って行動することが大切なこ

とであるが，今の私には欠けている部分かもしれない。

ただ，決まった時間に大学に来て，授業を受けて， ま

た家に帰る……毎日がそのくり返しで， ただ時間だけ

が過ぎて行ってしまう。前期はそんな感じで終わって

しまった。

このまま4年間を過ごしてしまってはもったいない。

自分が何をしたいのか。何をすべきなのか。もう一度，

考えて行動していこうと思う。

そして，大学の中の世界だけに自分を閉じ込めたく

はない。もちろん，大学での講義も友達と遊ぶことも

大切なことである。だが， 自分の視野を広げ，成長さ

せるためには外の世界も見ることが必要である。地域

のイベントに参加したり，ボランティアをしたり， 国

内外旅行をしたりなど方法は様々である。そして， そ

こでも自分で考えて行動するという主体性が求められ

る。 自分から積極的にアプローチしてくことが大切で

ある。

「大学は，大学に期待するのではなく， 自分に期待す

るものだ」とある人に言われた。この4年間で自分が

何が出来るのか，今から楽しみである。

矢野由梨（農学部1年）

あっという間に，前期が終ってしまった。思い返せ
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きることが多いと思います。勉強に限らず，様々な場

面においてつまずいてしまった時や，悩んでしまった

時は，信頼できる友達や先輩に相談してみてください。

先輩という立場に立った私達2年生， またその上の先

輩達も，今までの大学生活から学んだことを， 1年生

に出来る限り伝えていき， 同じ道を目指す者として互

いに高め合っていくことを願っています。

中野 圭（教育学部2年）

茨城大学に来て二年目，私の所属する教育学部国語

科にも初々しい1年生がたくさんやってきました。期

待に胸膨らませ，戸惑いながらも，やる気に満ち溢れ

ていた一年前の自分を彼らの姿に重ねつつ，懐かしく

思い返します。 1年生の皆さんも入学したての頃は，

単位のことや， どんな授業を履修したら良いかという

ことなど，初めて直面するシステムや自分の選択に対

する責任感に戸惑いも多かったことでしょう。そして，

大学生活の前期を終えた今， そんなシステムにも慣れ，

大学生としての自覚や，将来に向けての具体的なプラ

ンを持ち，初めて余裕がでてきた頃だと思います。そ

のような時期に，不束ながら先輩として皆さんにアド

バイスしたいことは，その余裕に甘んじて怠け癖が付

かないように気を付けて欲しいということです。私自

身，初めこそ授業やサークル活動に熱心に打ち込んで

いましたが，大学生活に慣れたことや，長い夏休みを

過ごしたことで余裕が出来たせいか，後期の授業をず

いぶんと疎かにしてしまい，成績が下がってしまった

ということがありました。怠け癖を付けて後悔するこ

とがないように， 自分がやりたいことのビジョンをし

っかりと思い描きながら，常に自分を奮い立たせる姿

勢が必要だと思います。そのためには， 同じ道を目指

す友達や先輩とよく情報交換や相談をし合い，休日な

どを利用して，興味のある分野に関係するイベントや

ボランティアに積極的に参加していくことが大切です。

また授業や試験を有利にし，効率良くこなしていく方

法も知っておくと良いと思います。その方法の一つは

学科内でネットワークを作って，掲示板情報や試験の

情報などを交換できるようにしておくこと， もう一つ

は，学科の先輩と親睦を深めて，様々なアドバイスを

得ることです。私はこうした方法で，授業中に聞き逃

したこと， メモし忘れたことを友達と確認し合ったり，

先輩から，試験のための勉強法を教わったりなどして，

試験を乗り切ってきました。 自分では対処しきれない

ことも，友達や先輩の協力があると，すんなり解決で

嘉代和年（理学部2年）

あっという間に夏休みが過ぎ，後期になりました。

1年生の皆さん，楽しい夏休みを過ごせたでしょうか。

後期ということで， もう大学の生活には慣れていると

思いますが，先輩から後輩へ， ということで， アドバ

イスになるかどうかは分かりませんがいくつかのこと

を書こうと思います。

後期になると，決まってかどうか分かりませんが，

1限目の授業がしんどくなります。最初は夏休みの生

活のなごりで朝がつらくなる， ということと，冬に近

づき徐々に寒くなる， ということですね。これらをど

うクリアするかが一つのポイントだと思います。

また，専門の授業もどんどん難しくなっていくこと

だろうと思います。ここで大切なのは，分からなくな

ったらその時にきちんと質問することです。自分もそ

のままにしてしまい，失敗してしまった， という記憶

があります。とくに1年次の専門とかは後々大事にな

る基礎のことをやるのできちんと理解しておくことが

大切だからです。

次に，教養の授業のことです。教養の授業を，前期

落としてしまったり，履修していなかった， という人

もいると思います。教職の都合で2年次にも教養の授

業をとらなければならないという人もいると思います。

個人的にですが，教養はある程度， 1年のうちに済ま

せておいたほうがいいと思います。2年次になると専

門が増えて， テストとかの時期大変になるからです。

最後に語学のことです。自分の学科は未修外国語が

4単位必要だったので， 1年次の語学の授業は落とすわ

けにはいきませんでした。だから大変だったことを覚

－444－
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えています。やぱいかな， と思う人はがんばってくだ

さい。

：後期には茨苑祭もあったり， まだまだ楽しいことが

いっぱいあります。大学生活を楽しんでくださいね。

’

です。たとえば，私は障害児に関する科目を専門とし

て担当していますが， この前， テレビで「自閉症」と

いう言葉を聞いた場合に，一般社会では「心の病気」

であると勘違いしている人が多く， 「脳機能障害」とい

う正しい認識ができるものは10％を少し上回るくら

いでした。つまりは， これをお読みになっている方の

ほとんどは「へえ～」と思ってしまうのでしょうが，

障害児教育に少しでもたずさわった事がある人ならば，

「え？そんなことも知らないの？」と感じてしまうで

しょう。学生時代に講義の中ではじめて得た知識なの

ですが，今の私にとって， 自然と身についたような知

識としてしか感じることができません。そして，一般

社会ではいまだに誤解されていることに驚きさえ感じ

てしまいます。本当に自分の知識として身についてし

まったものは， どうやら昔から知っていたかのように

脳の中では刷り変わってしまうのでしょうか？

私自身としては， なにか一つでもいいので，そのよ

うな形で皆さんの記憶に残してもらえれば， という思

いがあります。暖かく見守っていただければ幸いです。

勝二博 売 (教育学部）

これまでの短い教員経験と私の学生時代の記憶を呼

び起こしながら，教養教育についてお話してみたいと

思います。私は現在教養科目のうち，人文の分野で心

理学を担当しています。心理学は人気が高く，受講生

は毎年大変多いのですが，心理学という学問は非常に

バラエティに富んでいるので，学生が期待する心理学

のイメージとこちらが伝えられる心理学の知識との間

にギャップが生じてしまうこと時々あります。それゆ

え， 「何を話すべきか」と講義内容に迷ってしまうこと

も多いのです。

しかし， その迷いは， 「心理学」という学問の性質

からだけで起こっているわけでもないようです｡教養

科目の場合，受講する学生は様々な学部学科から構成

されますし,受講生の興味がどの程度あるのかも推定

できません。ですから，講義には期待と不安を抱きな

がら，教養教育棟へと向かっていきます。教室に入る

と，専門教育で感じる教室の雰囲気とはやはり異なり

ます。

そういえば， 自分が学生の頃はどうだったのだろ

う？ ………私が，学生の頃には，教養科目はかなり

の数を受講しなければならなかったと思います。しか

し， その内容まではなかなか思い出すことができませ

ん。ということは，私が今やっていることは一体何な

のだろうか？何時間も皆さんの前でお話をするのです

から， きっと少しは（無意識に）記憶に刻まれている

と思うのですが，一生を通じてその記憶が呼び起こさ

れることはあるのだろうか？と不安になってしまいま

す。この点は，専門科目についても同様にいえること

ではあります。

しかし，人間というのは勘違いすることも多いよう

－445－
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’
必ず確認してください6誤りなどがある場合には，速

やかに各学部学務係（教養科目については学生課教養

教育係）に届け出てください。誤ったまま放置してお

くと，卒業時に不利な状態が生じる恐れがありますの

で，注意してください。ただし，単位を取得した科目

を取り消すことはできません。また，記載されている

科目の成績に対し，不服や異議，質問等がある場合に

は，担当教官に直接問い合わせてください。

後学期当初に，各学部学務係(1年次生は学生課教養

教育係）より「成績通知表」が配布されました。この

通知表は，前学期の成績を参照するだけでなく，今後

の履修計画を立てる上で大変重要ですので，各自必ず

受領してください。 ､

なお， この通知表で, 自分が履修した科目が全て記

載されているか,間違った科目が記載されていないか，

っぶやき

暑い夏の間の期末試験は学生にいつも，暑くて考 いるようにみえる。

えが集中できない,と文句をいわれてきたのに，今 また，限界に達しているようにみえる。

年は冷夏で暑く感じなかったせいか文句をいわれる 教育は効率で計れるようなものでないし，短い年

ことなく，試験を終わることができてよかった。 月のあとで，評価できるものでもないから，事業所

しかしながら今年の夏は10年来の異常気象，冷害 などとよんでいる改革などは悪い結果になるだろう

で，東北，北海道が不作とのことで，農家の方々， ということは現場で長く教育に携わった人々には容

農業に関係しているひとたちには困った天候不順に 易に推察できるようにおもわれる。

なってしまったことだろう。 決定されたいまは，承認の必要ないところは多い

設置基準の大綱化とともに，設置基準が大幅にゆ とおもわれるから， いろいろな改革，改組をなんど

るやかになり，大教センターとなり，教養科目の授 もしたほうが生き残れるとおもうのだが， ………そ

業計画がたてられている。 うもさせはしないのだろう。

そして，その多くの仕事を少数の教職員がやって （高野勝男）

平成15年10月

茨城大学大学教育研究開発センター

水戸市文京2-1-1

029(228)8415 （学生課教養教育係）

発行日

発行者
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学長宮田武雄
2

新入生の皆さん,入学おめでとうございます｡

私達の人生において，大学時代はそれ以前ともそれ以後とも異質

の時代であることを，卒業後数年が過ぎた頃に実感するでしょう。

大学時代の特徴は,前後の時代に比較して自由度が大きいこと，そ

の時代に居る人達の知性と感性が共に極めて豊かであること，その

時代の過ごし方が私達の将来に大きな影響力を持つことなどであ

ると思います。かけがいのない貴重な大学時代を， 自分の将来のた

めに悔いのないように活用してください。

まず，卒業後の社会の中で， 自分自身をどのような位置に置きた

いのか，考えてみましょう。自分の好きなことや得意なことは何か，

3

6

8

９
０
０

．
１
１

(平成16年4月発行）

それらと将来の社会との接点は何か。これらに関する考察の結論に到達するために，大切なことが二つあります。

一つは，授業や体験を通して広く学び深く考え，先入観にとらわれず既存の枠を越えた発想で，近未来社会に生

きる自分を思い描くことです。この過程で，新しい自分を発見するかも知れません。もう一つは， 「自分で」考

えることです。多様な考え方に耳を傾けたり身近な人々に相談することは大切ですが,それらを消化吸収して主

体的に考え自分の責任で結論を出しましょう。自分で決めることが，強力な推進力になります6自分で選んだ自

分の道を進むためなら，その完遂に向けてあらゆる困難を克服できるからです。

次に,将来の自分のために，大学時代の今こそ学んでおかなければならないことは何かを考えましょう。事に

臨んで最後に頼りになるのは自分です。大学時代を活用して，頼れる自分を創りましょう。昨日よりも今日，今

日よりも明日へと成長を積み重ねることで，卒業の時，今の自分を越えた暹しい自分になっているでしょう。皆

さんが卒業後の社会で, 自信に満ちて自分の道を歩み， それぞれの幸せを獲得することを祈っています。

くれぐれも健康と安全の保持に留意して，有意義な学生生活を過ごしてください。

－447－
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’
さて，実際に授業をとろうとすると，多くの場合か

なりの選択の幅があります。どれを選ぶかに非常に役

に立つのが；入学のときに配った「シラバス」とか

「授業計画」とか呼ばれている分厚い本です。この本

から一つ一つの授業内容をかなり詳しく知ることがで

きます。多少時間がかかっても， よく読んで授業選び

に役立ててほしいです。

ここで授業を選択するときぜひ頭においておいてほ

しいことがあります。何かを習得するということは，

何かが頭の中に残るということを意味します｡その残

ったものが「知識」とか｢技能｣とか呼ばれるものです。

だからといって， この最後に残る知識をひたすら取り

込むという努力が当たりかというと， ちょっとそれは

疑問です。知識は，必要に応じてそれが使えなければ

意味がありません。しかも大抵の場合直接あてはめら

れるような状況にはなっていません。そういうときで

も役に立つ知識であるには，納得して得た知識である

必要があるのです。納得するには，やはり時間がかか

っても， なぜ著者がそんなことを言おうとしたのかそ

の思いを再現する（追体験する）ことが必要です。で

すから， いくつかの科目については，予習復習の時間

を十分とって，納得するところまで追求してほしいで

す。恐らく，将来本当に役に立つ知識はそうやって習

得したものだけでしょう。

大学教育研究開発センター

センター長曽我日出夫

新入生のみなさん， ご入学おめでとうございます。

茨城大学にはどこの学部にも属さず，○○センターと

呼ばれる所がいくつかあります。大学教育研究開発セ

ンターもその一つですが，一体何をしているところで

しょう。実は， このセンターは新入生のみなさんにと

ってたいへん関係の深いところなのです。大学の授業

科目は大きく教養科目と専門科目とに分けられますが，

新入生のみなさんは教養科目を多くとることになりま

す。大学教育研究開発センターは， この教養科目を編

成したり，改善したりするためにあるところです。で

すから， これから何度かこのセンター内にある教養教

育係に足を運ぶことになるでしょう。

ところで,教養科目って何のためにあるのでしょう。

教養を身につけるため？確かにその通りなのですが，

それではあまりにも漠然としていて，その科目が具体

的に何を目標としているのかはっきりしません。大学

では，具体的に次の6項目が掲げています。

1）心身の調和を図り，生涯にわたる人生設計への

基礎を培う。

2）専攻する学問と異なる専門分野の学問に触れる

ことにより，多種多様な文化と価値観を理解し，

幅広い視野を身につける。

3）学際・複合的学問分野に触れることにより，総

合的・全体的に物事を捉える態度を養う。

4）物事を主体的に判断し，実証的な態度や批判的

能力を身につける。

5）専攻する学問の基礎を修得することによりその

学問の基本を理解する能力を培う｡

6）国際化・情報化の社会に主体的に対応できる能

力を培う。

外国語科目，健康スポーツ科目， ・ ・ ・は， このどれ

かの（あるいは複数の） 目標を達成するために置かれ

ています。

－448－
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身体活動から遠ざかっていないかどうか， ちょっと考

えてみてください。

アメリカではHealthyPeople2010と銘打って2010

年を目途とした健康的な生活習慣づくり運動が進めら

れています。それによりますと， 中等度（元気よく歩

く程度）の運動を毎日30分以上， さらに高強度（ジョ

ギング程度）の運動を週3回，一回20分以上必要であ

るとし， これらを満たす人の割合を30%にまで引き上

げることを目標にしています。 日本では週3日以上運

動している人の割合は10％程度です。茨大の学生に

ついて調査したところ， 男子では17.5％ですが，女子

では6.7％しかありませんでした(体育関係学科所属学

生を除く)。高校までの受験に追われた生活から開放

されて運動に励む人も多いのではと考えていましたが，

予想外に運動している学生は少ないという状況でした。

健康・スポーツ科目では， こうした運動不足を解消

し， さらに望ましい生活習慣に関する情報を提供した

いと考えています。運動不足ばかりでなく，喫煙や飲

酒， ストレス，性感染症，栄養の偏りなども身体をむ

しばむ不健康な生活習慣のひとつです。こうした内容

も教科書をとおして学習します。また，生涯スポーツ

に発展できるようスポーツ技術の習得を図ります。週

一回程度の授業でスポーツ技術の習得なんてできる

の？とお考えかもしれませんが， これが結構できてい

ます。高校までに課外活動などを通じて習熟した種目

を選択する人が多いのですが，将来の選択肢を増やす

意味で新たな種目に挑戦してみてください。カヌーや

ウインドサーフィンといった他では体験できない種目

も用意されています。

「健康」は「国際」や「環境｣， 「情報」とならぶ現

代のキーワードです。自分の健康のみならず社会の健

康も考えることができ， さらに将来，仕事をしていく

上で何らかのヒントになれば幸いです。

外国語科目専門部会長西山國雄

受験勉強から開放され，皆さんにとって「勉強」と

はこれからは新しい意味を持ってきます。暗記や長文

の謎解きのためだった英語の勉強は，大学では社会に

出て役立つため， そして研究のためになります。近年，

社会に出ての英語の重要性は益々増してきています。

茨城大学では将来の仕事に使える英語のコミュニケー

ション能力を養成する授業を多くたてていて，今後も

拡大していく予定です。皆さんも積極的に参加して下

さい。

英語のもう一つ重要な点は，研究に欠かせないとい

うことです。皆さんは卒業までに， それぞれの分野で

テーマを決めて研究に打ち込むことになりますが，現

在あらゆる分野で，最新の研究事情を知ろうと思えば，

英語の文献を読まなくてはいけません。このための授

業も用意してありますので，大いに活用して下さい。

英語の他にも今まで習ったことのない外国語（未修外

国語）もあります。新しい言葉を学ぶことは， それを

話す人の文化，考え方を学ぶことにつながります。グ

ローバル化が進む一方で，民族独自の文化を認め合い，

尊重する態度は今後重要になってくるでしょう。こう

した観点からも新しい外国語にチャレンジしてみて下

さい。

健康・スポーツ科目専門部会長

松坂 晃

日本人の平均寿命は世界一ですが，寝たきりで老後

を過ごしている人も多く，介護なしにいきいきと活動

できる「健康寿命」が問題となっています。最近は

SARSや鳥インフルエンザなどの感染症が話題となっ

ていますが，寝たきりの背景には脳血管疾患や骨粗鬚

症があり， 「健康寿命」を縮めている圧倒的原因は生活

習慣病です。皆さんは今もっとも健康で元気があり病

気とは無縁ですが，実はこの生活習慣病の出発点は男

子では大学生，女子では高校生と考えられています。
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ついているので質問，討論がしやすい環境が整ってい

る｡情報科目の授業では，単に技術習得だけに終わら

せず， 「二つの学習の基本則」をしっかり身につけるこ

とを意識して授業に臨んで欲しい。学生の皆さんにと

って大学は最終の学習機関である。ここで有意義な過

し方ができるかどうかによって,「一生が決まる」と言

っても過言ではない。悔いのない大学生活を築くこと

を祈念している。

情報関連科目専門部会長

鹿子嶋憲一

高校と大学の違いは何だろう。同じようにも思える。

しかし基本的な仕組み，前提に違いがある◎ここのと

ころを意識し,大学生活を有意義なものにできるかど

うかによって,卒業時には大きな差がついてしまう。

さらに重要なのは，大学は社会に出る最終教育機関で

ある。ここで身につけるべきものを身につけないで卒

業すると， 「一生挽回できない」ことになる。

高校では，先生のほうが入れ替り立ち替り来て同じ

教室で授業を受けた。しかも数学，英語国語などは

週に数回学校によっては毎日その科目の授業があり，

予習復習をしなくとも授業が「チンプンカンプン」と

いうことはなかった。また先生とのつながりも週に何

回も顔を合わせることで親近感が湧き，廊下で会えば

互いに挨拶するようになる。コミュニケーションがな

されていた。大学ではこのあたりがいかにも「粗」で

ある。授業における学生と教員の関係も「粗」である。

｢この科目を勉強して何の役に立つのか｣， 「何のため

にこの科目を勉強するのか｡｣この疑問に答えるのは学

生自らである， というのが大学における教育の前提で

あった。質問があれば受ける，講義の内容を出発点と

して大いに議論もする， というのが大学の仕組みであ

った。そしてこれがうまく機能していた時代もあった。

高校までは勉強に対する強制力が何らかの形であり，

先生とのコミュニケーション環境も自然と備わってい

た。実際， この二つは学習の効果をあげるための「基

本中の基本」であり，時代が変わっても普遍の鉄則で

ある。しかし大学ではこのことが自然に実現される仕

組みにはなっていないのである。それは， 「学生は勉

学に対する強い意欲があり， 自主的に勉学の方針を決

められる大人である。相手の立場を理解でき自分の状

況を言葉で伝えられる｡｣ということが前提となってい

たからである。

しかし現実にはこの前提は不確実なものとなり機能

しなくなりつつある。教育効果，学習効果をあげる上

で不可欠な要素が消えつつある状況と言える。情報関

連科目は演習中心なので， 「わかる，わからない」が

その場ではっきりする。ティーチングアシスタントが

『素直に吸収してください』

人文科目専門部会長有冨美代子

新入生の皆さん， ご入学おめでとうございます｡

"受験生”という立場は，誰にとってもストレスフルな

日々だったと思います。今や，垂れ込めていた雲は消

え，頭上には青空が広がっています。茨城大学でのび

のびとそして大いに勉強しましょう。

これからの4年間は， 「自分自身」や「人間」・「社

会」・「世界」そして「人生」について深く・広く考え

ながら，将来設計をする時期です。この意味で，人文

の分野で開講されている授業は，皆さんの思考の良い

糧となるでしょう。

人文の分野では， 「哲学」 「心理学」 「歴史学」 「比較

文化論」 「文学」 「言語学」 「芸術」 「コミュニケーショ

ン論」という8つの授業科目が開講されています。各

科目の中にいくつかの授業があり， それぞれに興味深

い「授業題目」が示されています。シラバスをよく読

んでその授業の目的やスタンスを理解した上で受講し

てください。

“大学では， 自分がやりたい専門的勉強が出来ると

思ったのに， なぜ「関係のない」教養科目を受講しな

ければいけないのか｡”という声を聞くことが少なくあ

りません。しかし， ちょっと考えてみて下さい。あな

たは， 自分のことをどれくらい解っていますか？ ま

た， “電話番号や郵便番号が7桁なのはなぜか知って

いますか？一流といわれる人にはお喋りな人が多いの

はなぜですか？好きなものを覚えやすいのはなぜ？”

これらのごく日常的なことをどの程度説明できます

か？人間とはどのような存在ですか？外国の人を理解
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するにはどうしたらいいですか？未来社会をどのよう

に予測しますか？人が生きていく意味は？

これらの問いは誰にも｢関係があり｣,誰でも一度は

考えそうなことです。人文の分野の授業からは, この

ようなことを考えるための知識や方法・ヒントが得ら

れます。古今東西の先達の深い考察にふれることが出

来ます。すべては，あなたが生きている「この世」の

中にあるものであり， 「関係ない」ものなどありません。

あなた自身のアンテナの感度を高めて，多くのことを

素直に吸収してみて下さい。その結果得られた総体

的・感覚的なものが後に必ず役に立ちます6 ：

当教官は皆さんが受講されることを楽しみにしていま

す。

自然科目専門部会長金子正夫

新入生の皆さん入学おめでとう。これまでは受験勉

強で大変だっただろうと想像しますが，試験のための

勉強は本来間違っています。これからは試験のための

勉強ではなく， 自分のための学問をして下さい。これ

までは先生方が丁寧に（手取り足取りで）教えてくれ

たかも知れませんが；大学に入ってからの学問は自分

でするのが原則です｡ "教育"とは引き出すという意味

であって，皆さんの能力を引き出すのが教師の役目で

す｡授業中に教えられる知識の量は極めて限られてい

ます。自分で本を読んで勉強するのが， これから皆さ

んが始める学問です。

教養科目では，専門の勉強を始めるための基礎知識

や，人間として成長するための科目を習得することに

なりますが，皆さんが人間として成長するには日常の

生活態度が大事です｡授業を聞いて事足れりというの

ではなく， 日頃の読書や友人，先生などとの会話など

が皆さんの教養にとって重要です。今はインターネッ

トで必要な知識は得られるとされているかも知れませ

んが，依然として読書は大事です。色々な本をできる

だけたくさん読んでください。

専門科目では，皆さんが将来社会で職業生活を送る

のに必要な学問を習得します。しかしながら現在では

専門科目は昔よりずっと難しく，奥行きも皆さんの想

像以上に深くなっています。従って学部の授業で教わ

るのは，各専門科目の基礎のさらにその入門編と思っ

てください。もっと本格的に勉強するには大学院で，

あるいはご自分で勉強するしかありません。

大学はあくまでも最高学府と称される場であって，

一国の文化･学術の水準が反映されるところです。皆

さんのこれまでの受身の態度が今後も続くなら，最高

学府のレベルは低下するしかありません。現にその傾

向が強まりつつあります。入学の動機が何でも，卑し

くも入学したからには，最高学府の名に値する学問を

身につけるべく努力してください。ご自分の将来は自

分で切り開くしかありません。加えるに，世界の将来

社会科目専門部会長斎藤義則

皆さんは，社会で起こっていることで, 「何か変だ｣，

｢何かおかしい｣と疑問に思っていることがたくさんあ

ると思います。

イラク戦争はなぜ起こったのか，経済不況からなぜ

脱出できないのか， 日本の町並みはどうしてこんなに

バラバラなのか，狂牛病や鳥インフルエンザはなぜ止

められないのか，霞ヶ浦で鯉が大量に死んだのはなぜ

か，子供の虐待，家庭内暴力はなぜ増え続けるのか，

など疑問はつきません。

社会科目は，そのような疑問が生じる社会的背景と

どうしたら改善できるかについて， 自分で考える機会

を提供します。社会現象を解読する楽しみを知る機会

でもあります。

しかし，授業を受けているだけでは,解読する楽し

みを十分味わったり， 自分で考える能力を高めること

はできません｡｡なぜなら，知識として頭（脳）に集積

されるだけでは考えたことにはならないからです。実

際に問題を抱えた場所に行って，何が問題でどうした

ら改善できるかを，知識を使って知恵を出す努力をし

なければ頭（脳）は働きません｡実践的な行動が伴わ

ない知識は，社会に対する愚痴を増幅するだけになり

かねません。

既成概念にとらわれない，皆さんの社会に対するみ

ずみずしい感性を大切にしながら，是非，教室と地域

社会の現場とを行き来する楽しみを知ってもらいたい

と思います。社会科目がそのきっかけになるよう，担
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する科目が数多く用意されています。授業の進め方も，

講義を聞くというだけでなく様々なものがあります。

このことは他の教養科目と比べた時の総合科目の特徴

の一つです。

したがって，総合科目は内容的にも授業形態として

もとても多様です。ですから，授業を選ぶ際に授業案

内（シラバス）をよく確かめることが重要です。授業

案内（シラバス）を参考にして，みなさんの問題意識

にあった科目を選んでください。

皆さんは，各学部の専門科目を学ぶことで,それぞ

れの専門分野についての知識を身につけていくことと

思います。しかし，専門の細分化が進んだ現在では，

逆に，自分が学ぶ専門分野を支える知的なバックグラ

ウンドや自分の専門分野以外の知的活動のエッセンス

を知っておくことが求められています。考え方の引き

出しを多く持つことが必要なのです。ぜひ，専門分野

を学び始める前に，そして学びながら，総合科目の多

様な授業を履修することで， このような引き出しをた

くさん身につけてほしいと思います。

総合科目は大学で学ぶことの楽しさ，面白さを味あ

わさせてくれる教養科目です。充実した学習を期待し

ています。

は皆さんに託すよりほかにないのですから。

競総合科目専門部会長木村

自分が興味をもった社会の出来事や学びたい事柄な

どについて，社会，理科，英語といった特定の教科の

枠に分類するのが難しいと思ったことがあると思いま

す。総合科目 （教養科目の中の一つのグループ）には，

そのようなことに関わる科目が集められています。

もう少し詳しく言うと，環境問題のように様々な分

野に関わりのあるテーマを扱ったもの，現代社会を生

きていく上で見逃すことのできない事象を取り上げた

もの，様々な学問に共通に関わる考え方を新しい問題

意識から理解しようとするものなど，総合性や学際性

の高い内容の授業が集められています。

全体として，総合的・全体的に物事をとらえる広い

視野や，主体的・批判的な判断力を養うことをめざし

ています。このような力は，生涯にわたって充実した

生活を送るために，学び続けていくために欠くことの

できないものなのです。

このような特徴を十分に出すため，総合科目では，

複数の教員で担当したり，多くの学外講師を迎えたり

’
り， 自由が増えるということです。 自分で見て，感じ

て，選択していかなくてはいけません。高校までのよ

うにこまめに注意してくれる先生いませんし，時間割

も自分で決めます。この様な環境で何をしたらいいの

か，私は最初戸惑っていました。勉強はもちろんすべ

き事です。しかし， それだけでいいのでしょうか？私

は違うと考えていました。サークルにも入りましたし，

バイトもしました。旅行にも行きました。この自由な

環境を生かして， どんどんいろんなことに挑戦した方

がいいと思います。サークルでもいいし,バイトでも

いいし，旅行でもいいし，大学外の活動に参加しても

いい。夏休みも春休みも2ヶ月あります。こんなに長

い休暇は,大学生活でのみ得られる貴重な時間です。

秋元沙文芳（理学部4年）

ご入学おめでとうございます｡新入生のみなさんは，

おそらく晴れ晴れしい気持ちでいることでしょう。私

は，みなさんと入れ違いで茨城大学を卒業しています。

私の大学生活はあっという間でした。しかし，あっと

いう間でしたが，充実していました｡この先ずっと，

付き合っていけると思える友人にたくさん出会えまし

たし， いろんな経験ができました。これから，大学生

活をおくる皆さんへのメッセージということで，筆を

とっています。

大学生活は，今までの学生生活とは全く異なります。

何をこの4年間で経験するかは， 自分次第です。つま
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プロジェクトをとおして大学の外の研究者の方々にも

教えてもらいながらスキルアップをはかろうと思って

います。

日立キャンパスに来て，一番初めに感じたことは，

男子学生の割合が多いということです。ただ，物質工

学科は工学部のほかの学科に比べると，女子学生の割

合が多く研究室にも女性の先輩がいますので気が楽で

す。また，水戸キャンパスに比べると，大学の近くに

飲食店があまりありません。そのために，昼食を生協

で済ませる人が多く，昼食時には生協が混み合います。

近くに遊ぶ場所もあまりありませんが，研究に打ち込

むにはよいところかも知れません。桜の木が多く春の

花見のシーズンには町中がピンクに染まります。

部活やサークルに入るのもよし， アルバイトに精を

出すのもよし。何か目標を持って生活することで，有

意義な大学生生活を送ってください。ただし，大学生

であることを忘れず，勉強にも真剣に授業に取り組ん

是非， いろんなことに挑戦してください。

いろんなことに挑戦するといろんな人に出会えます。

それも貴重です。同じことに興味を持つ者同士が語り

合う時間は十分にあります。出会った人達といろんな

時間を共有することで視野を広げることもできます。

年代の違いや性別の違い，国籍の違いなどで刺激を受

ける事が多々あります。また， コミュニケーション能

力を高めることもできます。何をするにも人との関わ

りを断つことはできません。就職活動をしていて，つ

くづくそう思いました。どの職業に就くにしても大切

です。相手を理解して， 自分を理解してもらわなくて

は，先に進めません。同じ学力を持つ者同士が競争す

る場合，結局はコミュニケーションの差が大きいもの

になります。

最後に，大学生活は，確かに自由です。同時に， 自

分の人生に対して責任重大です。誰の責任でもなく，

全てが自己責任です。落第するのも，単位を取得する

のも。このことを忘れないでください。 でください。

益子沙織（工学部4年）

私は工学部の物質工学科の4年に在籍しています。

物質工学科では有機化学，無機化学や分析化学といっ

た，化学系の講義のほかに材料系の授業を受けること

が出来ます。このように，幅広い内容の勉強が出来る

というのが私たちの学科の大きな魅力だと感じていま

す。

1年生から3年生までは，講義が主で，特に2年以

降は専門科目の割合が増えるため授業についていくの

が大変でした。しかし， それを乗り切って4年生に進

級すれば，研究室に配属されます。そうすると，思う

存分実験をする時間が出来ます。また，講義を受けて

いた3年生までの環境とは異なり，毎日を研究室で過

ごすことになります。研究室では，指導教官の先生を

はじめ，大学院生の先輩や4年生の仲間と充実した

日々を過ごしています。

私は現在，地域コンソーシアム（経済産業省のプロ

ジェクト）に関わっています。企業や研究所の人たち

と共同で研究を行うことで，他では出来ない良い経験

をしています。これから大学院に進むのですが， この
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他の先生方はどうなのかは知らないが，鄭先生の研究

室にお邪魔した時，部屋の中ではクラシックの音楽が

かかっていて，先生は僕らにナントカという紅茶を入

れてくれた。 ・ ・ ・優雅だ， と僕は思った。またレポ

ートを書くとき，一人称は「私」で書くが， この時ば

かりは「僕」と書いてしまう程先生と自分に差を感じ

た。しかし僕はこの春から，鄭先生の下で卒業研究に

取り組むことに決めた。 「素敵なゼミ」にできるよう，

自分を磨いていきたいと思う。

田村 売 (人文学部2年）

「私の出会った素敵な授業｣， それはレトリックの授

業だった。授業は佐藤信夫著の「レトリック感覚」と

いう本を教科書代わりに，学生たちがブックレポート

をするという形式で進められた。その本ではレトリッ

クについて，そして様々な種類の比嚥表現が解説され

ていた｡また先生や学生が小説などで使われている比

嚥表現を探してきて， それらを紹介するなどもした。

それまでの私は，比職表現と聞いても直職と隠職の2

つしか思い浮かばない程度だったが，授業を進めてい

くにつれて世の中には多くの種類の比嚥表現が存在し，

また普段気にとめないだけで実はあらゆる所にそれが

使われているのだと知った。レトリックとはなにも比

嚥表現だけでなく， 「言葉を巧みに用い，効果的に表現

すること， そしてその技術」 「独特な， ちょっと変わ

った言葉づかいによる興味や挑発」だとその本には書

かれている。つまり，言い換えや例えだけでなく， 「相

手の意識を引きつける表現方法」がレトリックである

と私は解釈した。そう考えると，私たちにおもしろい

と感じさせる気のきいた文句にふくまれた｢ユーモア」

や韻を踏む「リズム」もレトリックと言えると思う。

高校生の時に夏目漱石の『こころ」を読んで以来，

文体がなんとなく心地よくて，漱石の小説を何冊も読

んでみた。今考えてみると，私が感じた心地よさの原

因の一つは漱石のレトリックのせいではなかっただろ

うかと思う。 『草枕』のあの有名な冒頭部分も，実はレ

トリックが使われていると初めて知った。なんとなく

ひきつけられたのは，漱石の表現の世界に引きこまれ

たからかもしれない。授業を受けていくなかで私はこ

のような事を考えていた。そしてレトリックというも

のについての興味と， 自分もそれを，特に「気のきい

た文句」をうまく使えるようになりたいという憧れを

持つようになっていった。

最後に， この授業を「素敵な授業」として選んだ事

に関して，先生についても少し触れておきたい。私は

あまり大学教授の研究室の中を覗いたことがないので，

佐藤千穂（教育学部2年）

新しい知識の扉を開くことは， とてもワクワクする

ことですね。大学で二年過ごし， たくさんの素敵な授

業，素敵な先生と出会うことができました。

専門科目では，詩や書を味わったり，言葉を深め，

言葉と親しむ授業を楽しんでいます。教養科目では，

千潟という自然の素晴らしさを知ったり，宇宙の始ま

りやその途方もない広がりに，人間のちっぽけさと生

命の尊さを感じたり，一方で人間社会の常識を疑って

みる見方を学んだりと，様々な知識に触れることがで

きました。その教養科目から一つを紹介したいと思い

ます。

「祢ｲ､好！ （みなさんこんにちは)」いつも穏やかな

この一言で始まる楊英華老師（先生）の「中国語」の

授業です。大学に入って初めて学んだ中国語。面白く

て「中国語Ⅲ」まで受講しました。 日本語を習うとき，

｢あいうえお」から始まるように，中国語も発音から

始まります。初めは皆の前で発音をする，発表をする

ことに対し，間違えたら恥ずかしいなとモジモジ小声

でした。そんな私に先生は， 「努力していても勇気が

ない。恥ずかしい。それは私の若い頃ととても似てる

の。だから頑張ってと思う。応援したくなるの！ 」と

真剣な目で話してくれました◎間違ってもいい，積極

的に中国語を知ろう，知って楽しもうという気持ちを

持つことができました。中国で流行している歌やドラ

マ・中国料理を紹介するビデオなどを取り入れたり，

－454－
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｢-F拉OK(カラオケ)], 「減肥（ダイエット)」など

内容が身近な気になるテーマだったりと，楽しく中国

語を習うことができました。 「何でも， どんなことで

も質問して。中国のこと，分かってもらいたいです｡」

と先生は言います。異国の文化は知らないことだらけ

だからこそ,知る喜びがたくさん待っているのです。

私はこの素敵な先生と授業で，それを強く思いました。

新しい知識との出会いはワクワクします。皆さんも

たくさんのワクワクに出会えますように1，

門でしたので機械装置の設計や物づくりの方法を学び，

そして製造会社に就職し，エンジニアとして「稼ぎ」

を得たいと考えました。その当時はなぜ大学にパンキ

ョウ（一般教養科目）と呼ばれるゴミ科目があるのか，

十分に理解できないまま，必要最小限の単位数を確保

したものです｡

「つとめ」の源は教養にある｡これが,わたしが今回

言いたいことです｡大学在学中の数年ですべてが身に

つくはずはありません。 自分のこと以外のいろんなこ

とに興味をもって，その扉をたたいてみる6そこに

｢つとめ｣のタマゴができるのです。タマゴがあればニ

ワトリになる可能性が生まれます。わたしの場合は，

タマゴのひとつが教養科目の英語でした。ビートルズ

の音楽を題材にした英語の授業には欠かさず出席しま

したdそれが,のちにイギリスに留学するきっかけに

なり， 30年たったいまは留学生をお世話する楽しみに

つながっています。

一人前にはなかなかなれませんが，みなさんも, ‘ぜひ

学生時代に「つとめ」のタマゴを探してみてはいかが

ですか。そんな視点で教養科目を眺めてみるのもいい

のかもしれません。

（工学部附属超塑性工学研究センター前川克廣）

｢稼ぎ」と「つとめ」ができて一人前

「稼ぎ」と「つとめ」ができて一人前。このことば

の意味を実感できたのは，結婚してこどもが授かって

からですから，たいして大きなことは言えません。こ

どもを育てていくと「つとめ｣が形としてはっきりし

てきます。 「稼ぎ」とは，労働をしてその対価としてお

金をもらい， それによって自分や家族を養っていくこ

とです。このような経済活動なしに，わたしたちは生

きていけませんし， この営みは与えられた寿命を全う

するまで続きます｡ ‐

では「つとめ」とは何でしょうか。一言で言うのは

難しいのですが，わたしは， 「自利利他」という仏教

の言葉をかなり気に入っていますが， 「利他」に相当す

るのではないかと勝手に解釈しています。ひとはだれ

でも自分のためならがんばれるのです。しかし，他人

のために喜んでなにかをする, なにかができる。それ

が「つとめ」ではないでしょうか。捨ててあるごみを

拾う。困っている人には手をかしてあげる。地域コミ

ュニティの活動に参加する。こどもを育てる，等々。

｢つとめ」とは， 自分を取り巻く他人や社会と積極的に

かかわり， ともになにかをして， 自分の人生を豊かに

していく営みです。

大学で学ぶことの目的は，専門性をみがき，あるい

は資格をとり，それを武器に「稼ぎ」ができるように

なること， と考えている人が多いのではないでしょう

か。実はわたしもそうでした。わたしは機械工学が専

－455－
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自転車の駐輪に際しては，歩行者や車輌等の通行に

支障をきたしますので，定められた場所に駐輪してく

ださい。特に道路上の駐輪については，事故の起こる

危険がありますので，迷惑のかからないように注意し

てください。

学生諸君の御協力をよろしくお願いします。

学生用掲示板は，学生諸君に連絡事項を伝達するた

めの唯一の方法です。

掲示板には，大学の行事，休講のお知らせ，教室の

変更，学生呼び出し，試験及び授業に関することなど，

学園生活に必要な事項が掲示されます。

掲示板を見ないことにより，所定の期日までに手続

きなどができず，結果として不利な取り扱いを受ける

こともあります。また掲示板は，屋外掲示板と電子掲

示板がありますので，登下校，授業の合間の際に掲示

を確認してください。

一毎日1回は必ず見ましょう一

講義棟内や公共の場では，携帯電話の電源を切って

おくか， マナーモードに設定しておくようにしてくだ

さい｡

つぶ

2年前に， インドIT産業の中心といわれ， イン

テルの工場があるバンガロール市からバスで3時間

ほど南（インド洋側）にある古都マイソル市のマイ

ソル大学でラマヌジャン研究集会があったので訪れ

たことがあった｡

本学が大学の体をなしていないとつぶやいている

のを聞いたこともあったので，比較する大学が違え

ばそうだろうけれども， マイソル大学の図書館は建

物自体は大きいが所蔵している本も古く，量も少な

かった。それに比べれば茨城大学の図書館のほうが

建物も本も新しい。パソコンが使えて，そのうえエ

アコンが入っているのだから､勉強するにははるか

に良い環境に思えた。さらに都心には近くて日帰り

できるほどなのだから，それほど不便というほどの

こともない， と思える。

キャンパスはマイソル大学の方がはるかに広かつ

やき

たが， しかしマラソンの練習をするということでも

なければ， そんなことはどうでもよいだろう。しか

しながら，耳飾りをしてたばこを吸っている男子学

生などを見かけたことはなかったし，茶髪に染めた

り，下着， シャツを出しているような学生などもい

なかった。この4， 5年本学でそのような学生があ

まりにも多く見かけられるようになったので，特に

そう感じた。もっともマイソルの学生達はそのよう

なことにお金を費やす余裕など無いように見受けら

れた。そんな状態にある中で，皆懸命に努力，勉強

しているように見えた。物質的に少しばかり豊かで

も，ひどく精神的貧困の差が存在していることを感

じざるを得なかった。

‘こころの豊かさ'の教育を無駄であるようにいう

人は多いけれど｡

（高野勝男）

平成16年4月

茨城大学大学教育研究開発センター

水戸市文京2-1-1

029(228)8415 (学務課教養教育係）

発行日

発行者
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理系の人は本を読まない？目 次
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キャンパス情報
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聞いてほしい私の意見

一前学期を終えて－……………6

恵那
農学部長松田智明

標など積極的な理由で進路を選択した人がいる一方，理系科目が得

意，文系科目が苦手といった理由で理系を， また，逆の理由で文系の学部を選択した人も少なくないようである。

文系・理系の区別は大学入試によるところが大きく，将来それぞれの系でなければ務まらない仕事がそれほど多

いわけでもない。特定の資格取得をカリキュラムによって制限していることも区別助長の要因であろう。問題

はむしろ，それぞれの系に期待されている社会的要請に応えなければと，強く思い込んでいる人の側にあるので

はないか。理系の学生が一刻も早い専門科目の履修を強く希望し，文系の教養科目には興味がうすいのもその現

われと思われなくもない。必要に迫られて専門書に目を通すだけで，専門書以外の読書には興味がないし，その

時間もないという学生も少なくないようである。情報という概念が広範囲に普及した結果，読書は情報収集の単

なる一手段となり，会話やインターネットよりも地位が低下したようである。しかし，いわゆる文系分野に強い

理系の人。理系に強い文系の人がこれからの社会では強く求められ、貴重な存在となるような気がするのだが。

皆さん， もっと読書の時間を捻出しましょう。

Voice

－後学期への心構え－…………6

教養教育古今東西………………8

(平成16年10月発行）
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しては，皆さんの日頃からの予習や復習にもっと重点

が置かれるべきだと思うのです。

各教科ではおよそ標準的な教科書（基本書）がある

と思います。授業で指定される教科書もあると思うの

ですが， ご自分の専門科目の基礎に関わる教養科目に

ついては，せめて他の基本書を手に入れて，履修して

いる授業の中で先生は今どこを教えてらっしやるのか，

また他に， どのような考え方や意見があるのかなどを

踏まえた上で，授業にのぞむ必要があるのではないで

しょうか。大学の授業は皆さんを学問の森へ導くカー

ナビのようなものですが，全くこれを受け入れるだけ

では批判的な態度は身につきません。 自分の意見を形

成するためには， 自主学習が欠かすことができないの

です。このような大学入学に伴う勉強方法の変更につ

いては，主題別ゼミナール等でも教えていただけると

思いますので，積極的に各担当の先生方に伺ってみて

大学教育研究開発センター

併任教員古屋 等

皆さんは今，教養科目を学んでいる校舎（共通教育

棟）にかつて教養部があったのをご存じでしょうか。

1996年の3月いっぱいで改組されていますから，現在

学んでらっしやる方々のほんどは知らないと思います。

実は私は教養部時代に採用された一番最後の教員なん

です。ですからこのセンターの仕事を担当することに

なって，改めて教養部時代にかえったような感慨に耽

っています。

現在， 当センターで検討していることに接続教育と

いう問題があります。そしてこの問題は， この大学に

赴任する前に， 1年だけではありますが高校で教壇に

立っていた者として， また自分の学生時代を振り返っ

て， ちょっとした思いがあります。というのは，高校

時代はおよそ類似した教科書を使って，同様の学習方

法をとって勉強してきましたから，学習の成果はほぼ

同様なものだと思います。それに比べると，大学では

同じ教科でも，先生によって教える重点や編成が異な

ったりしますので，授業の成果が微妙に異なったり，

どこをどう勉強したらよいのか分からない， なんてい

うことが生じたりはしないでしょうか。

接続教育とは，本来は高校から大学，大学では教養

教育から専門教育への橋渡し的な科目として，学生の

基礎的な学力を充実させる教育といっていいのかと思

います。ですが私にとっては，高校から大学へ勉強の

ステージを移すことになって， 自分の勉強のしかたや

問題の発見といった学習方法に， どのような変更や意

識の改革が必要かという意味での「接続」にちょっと

関心があるのです。先生方には教える内容やレベルに

ばらつきが生じないように配慮をいただいていますが，

大学とはそもそもいろんな意見をもってらっしやる先

生方の見解を参考に， 自分の意見を熟成させていくと

ころですから，高校までのような一元化は難しいとも

言えます。ですからむしろ，大学での学習のあり方と

はいかがでしょうか。

－458－
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三二一’
資料を調べ， レジュメを作成して発表し， また， 同級

生の発表にコメントを加え，そしてレポートを仕上げ

ていく過程， さらに完成したレポートへのコメントも

綴られている。それは，学生たちだけではなく， こう

した学生たちに関わった教員たちの報告でもある。教

員「たち」というのは，学生たちは， 自らの研究テー

マについて， それを専門とする教員たちを訪ねてアド

バイスを受け,課題を深化させていった。授業担当者

以外の教員を訪ねていく一年次生たちの思い， そして

それを歓迎し相談にのっている教員の様子が浮かび上

がるこの報告書を読んでいると，学生が主体的に学ぶ

ことの大切さ， そして複数教員の連携が学生を育てて

いくのだという当たり前のことを，再認識させられる。

大学でいかに｢学び問う」かと考えること，学習の

積み重ねの重要性, ′先行研究に学ぶことの必然性，共

に学ぶ級友や指導する人との出会いによる新たな展開，

こうしたことが，大学生活の最初の刺激として与えら

れる教育体制の確立が求められているといえよう。

（人文学部教務委員長植野弘子）

人文学部から

人文学部では，平成18年度に新たな教育組織への改

編を予定している。 「4年一貫教育」のカリキュラムを

円滑に運営するには，教養教育と専門教育がいかに連

続していくかが課題である。そこで，人文学部が， こ

のための重要な授業として位置づけようとしている

「主題別ゼミナール」 （以下，主ゼミ)について述べ

てみたい。

現在，人文学部のいずれの学科でも，主ゼミの目的

を， 「学生が自主的に学ぶこと｣， 「勉学の初歩的スキル

の習得を行うこと」をめざすものとし，学科ごとに授

業内容について申し合わせをしているが， ここでは人

文学科を特にとりあげたい。なぜならば，人文学科の

鈴木敦先生が担当された主ゼミの授業が，茨城大学高

大連携推進プロジェクトの報告書「高校一大学問の接

続教育を考える一人文系分野の場合一」(鈴木敦編平

成15年10月発行)の中で紹介されており， その内容は

大いに検討に値するものと考えるからである。

主ゼミが始められた当初，人文学科では授業内容は

各教員の裁量に任せられていたが，教員たちはどのよ

うな教育を行うべきかと悩み.平成13年に当該年度と

翌年度の主ゼミの担当者を中心として「主題別ゼミナ

ール懇談会」が行われた。そこで，主ゼミの目的を，

人文諸科学を主体的に学ぶためのスキルの習得，つま

り文献・資料の検索レジュメ・レポート作成などに

必要なスキルを身につけさせることにあると確認し，

授業内容について情報交換を行った。この効果であろ

うが，翌14年度の学生アンケートにおける主ゼミ受講

生の授業評価では，前年度に比べてゼミごとの評価の

差が格段に少なくなった。主ゼミの運営には， まだま

だ改善すべき多くの問題を抱えているが， この懇談会

の意味は大きい。懇談会は，毎年行われており， レポ

ートの作成までの指導方法をはじめとして，他の教員

の授業内容を知りえる，楽しみな時間となっている。

上記の報告書には，学生たちが自らの関心によって

教育学部から

授業という場について

平成16年度の6月末から7月初めにかけて，教育学

部では7つの授業を公開して，教員や事務局の方々に

見ていただいた。これは， より良い授業とは何かにつ

いて考えるヒントをそこから得ようとして企画された

ものだ。後日の反省会では， 日頃の授業のあり方につ

いての様々な意見がやりとりされた。

どのような授業が良い授業かということは，そうい

ちがいには決められない。同じ授業であっても’これ

をつまらないと取るか面白いと取るかは，学生の姿勢

によるし学生のイマジネーションの質にもよる。とは

いっても授業が成立するための条件というものはあり

そうである。
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棟にいき，ヴァイオリンを弾いた後に帰宅。 1～3時ご

ろに就寝という感じです。一日のほとんどを研究室で

過ごしているので．運動不足になりがちです。そこで．

研究室の4年生で週に一度の体育の時間をつくりまし

た。今（この原稿を書いている時点）ではまだ暑いの

で， ものすごく汗をかいて気分的にもリフレッシュで

きています。研究室の仲間とはそのような時間を過ご

したり，研究における知識や苦労を分かち合っている

ので，一緒にいてとても楽しいものです。

さて，私の卒業研究のテーマといいますと， 「放射線で

損傷を受けたマウスの脾臓細胞の再生に関する研究」

です。 1～3年の勉強は一体何だったのかというほど4

年になってから勉強することは多いです。そのバック

グラウンドとなる分野の知識や実験の技術を習得しな

ければなりません。実験の技術といってもそんなにた

いしたことは行っていませんが, ｢playwellwithout

fail」的な作業は経験を積まないと出来ないものです。

研究の内容も思ったよりも単純なものですが､オート

マ車を考えてみてください。運転者にとっては扱い易

く進化していますが， 中身はマニュアル車より複雑で

す。研究も同様です。結果は単純明白なものの方がき

れいですが， その裏には想像を絶する試行錯誤が隠れ

ているのです。つまり，科学の分野でも社会に出るよ

うになった頃には洗練されて非常に形の良いものには

なっていますが， その出来上がったものをちゃんと理

解しようとすると， それなりの知識が必要になってく

るわけです。ここが世間一般と科学が隔絶されてしま

っている理由の一つではないでしょうか（｢理科ばな

れ｣と何か関係が！ ？)。この溝をなんとか理学部卒業

生に埋めて欲しいですね。

かくして， もう4年生の半分を過ぎて卒業研究のほう

も仕上げていかなくてはいけないのですが，悪戦苦闘

している今日この頃です。 4年生は進路についても決

断を下さなければならず，プレッシャーを感じること

もありますが，残りの大学生活を楽しんでいきたいと

思います。

（理学部4年次渡辺陽子）

授業もまた人間関係において成立しているものだと

いうことは忘れてはならないだろう。ここでいう人間

関係とは．個人的関係というものではなく，公的な人

間としての，公的な場における，公的な関係である。

この公的な関係に要求されることは，お互いに尊重

し合う関係であるということであり，少なくともここ

に軽蔑的な顔がのぞくようであってはならない。学生

は教師を，教師は学生を尊重するという大前提に立た

なければ， そもそも授業という行為は成立しない。教

師の立場からいえば，学生を軽蔑しながらの授業とい

うものがあったとすれば，それは授業者が自分自身を

軽蔑していることになると考えた方がよい。授業者と

してこれほどみじめなことはないだろうし，学生にと

って不幸なこともない。

ひるがえって学生の立場からいえば， いい加減な授

業を嫌々ながら聞くということがあるとすれば，それ

は授業に臨む学生自身が自分の時間を粗末にし， 自分

自身をないがしろにしていることになる。このとき学

生は，授業において自分たちがもっと尊重されるべき

であることを主張すべきである。

尊重するという行為は，好き嫌いを越えた公的な人

間的関係であり， その場に相応しい関係をお互いに作

りあげていく努力を基盤としている。このことによっ

て充実した時間を持つことができれば，教員も学生も，

授業を単なる授業として孤立させるのではなく， それ

ぞれの人生を大切にし自分を慈しむ場として意味づけ

ることができる。授業は，教員と学生が共に考えると

いう行為を通して， 自分自身を真に大切する態度を育

む場であって欲しいと思っている。

（教育学部教務委員長橋浦洋志）

理学部から

現在，私は茨城大学に入学して4年目の夏を満喫し

ているところです。 4年間で一番忙しくて，充実して

います。 4年生になってから私の生活を少し紹介しま

す。まず，朝は8時前後に起床して， 9時ごろまでに学

校へ行き、お昼の1時ごろにマウスの世話をします。

そして夜の11時ごろに研究室を引き上げてサークル
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ら公私ともに出会う人たちとのコミュニケーションの

ためにも重要なことかと思います。

また， 「まったく新規で独創的な発想はなにもない

ところからは生まれない」と私は思っています。一見

すると独創的に思えることであっても，その発想の根

本にはみなさんの知識や経験なりが少なからず影響を

与えているということです。ですから， 自分の専門と

は関係ないからといって学ぶ分野を狭めてしまっては，

ありきたりの発想しか生まれないと思います。 「なん

となく｣， 「とりあえず」で過ごすのは折角の貴重な時

間を無駄にします。勉強だけではなく， 自分の趣味や

友達との関係にも真剣に取り組んでみてください｡き

っと得られるものは大きいと思います。大学生活がみ

なさんにとって有意義な時間となることを祈っていま

工学部から

唐突ですが，私がいまから約20年前に大学に入学し

て感じたことは， 「どの講義を選択して何を学ぶの

か？｣， 「受講した講義の中から何を学び取るのか？」

という選択が自分自身にゆだねられているということ

でした。高校までの受動的で画一的な学習から， いっ

きに開放された戸惑いもありましたが， まさにこれが

大学で学ぶという醍醐味なのかと新鮮な気持ちになっ

たことを思い出します。

ただ， この与えられた「自由」に戸惑いを隠せない

人もいるのではないでしょうか。特に，それぞれの講

義で覚えるべきことの多さにギブアップ寸前という人

がいたら，学習の方法と取り組む姿勢を変えてみては

いかがでしょうか。 「覚えるべきこと｣と言いましたが，

本当は「自分の努力次第で学び取れる知識の多様さが

大学にはある」と感じてほしいと思っています。大学

では，幅広い教養（教養科目）と将来みなさんが活躍

する分野での専門知識（専門科目）を習得してほしい

とう観点から，提供している講義は多岐に渡り， さら

に， それぞれの講義が一つの学問体系をかたちづくる

ほどの広く深い内容をもっています。したがって，教

科書を丸暗記するといったこれまでの学習方法（？）

ではきっと破綻します。講義から得られる膨大な情報

を自分なりに系統立てて整理してその分野（講義）の

全体像を把握するよう試みてください。その中で， 自

分の興味があることを深く掘り下げてみてはいかがで

しょうか。

話は変わりますが，私は海外旅行が大好きで色々な

国々を訪れています。いつも感じることは， もし言葉

が堪能だったら， もっともっと旅行が楽しくなるんだ

ろうなあということです。これは単にその場の楽しみ

という意味ではなく，書籍やテレビなどからでは得ら

れない，その国の風習や人々の考え方などの真の姿に

少しでも触れてみたいということです。じゃあ，言葉

だけでOKでしょか。実は，話す内容がなければ言葉

は宝の持ち腐れでしかありません。そのためには，文

化．歴史経済などの幅広い教養や人に誇れる趣味も

必要と感じています。このことは，みなさんがこれか

す。

(工学部教務委員柴田隆行）
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人はこれからの人生をどんな風に歩んでいけば良いの

か， 自分が本当に向いている職業は何なのかといった

漠然とした疑問に答えをまだ見つけられていないと思

う。けれど，大学では考え,学び， 自分の視野を広げ

ることができる環境と時間がたっぷりある。実際に，

前期で自由な時間はかなりあったし，約二ヶ月という

長い夏休みもある。これから私は， 自分に委ねられた

この時間を使っていろんな人に出会い， いろんな所に

行き，いろんな本を読みたい。人との出会いでも読書

でも，そこから多くのことを感じ取り学び取ることが

できるのは， 「若い」今しかないと思う。

そして私達は, 自分達がいかに恵まれ，整えられた

環境にいるかを忘れてはいけないと思う。世界の全人

口を百人の村にして，人々の暮らしの状況を分かりや

すく説明している「世界がもし百人の村だったら」と

いう本がある。この本によると， この中の村で，大学

教育を受けられる人は一人しかいない。百人いるのに

たった一人だけなのだ。私達それぞれがその一人であ

ることになる。この一人であることは何を意味するの

か考えなければならないと思う。

新井愛希（農学部1年）

水戸での私の新生活も前半が終わったわけだが，本

当にあっという間だった。とても充実した生活を送れ

たと思う。一年生の時点では，授業は教養科目がほと

んどだ。私はアジアについて興味があったので， 「南

アジア歴史文化論」や「アジアと日本の経済」という

授業を履修した。これらの授業はとても面白かった。

「南アジア歴史文化論」では，かなりインドのことに

ついて詳しくなれた。そして， こんなに複雑な国家が

存在するのかと，授業を重ねるごとに驚いた。 「アジ

アと日本の経済」の授業では， 日本の経済活動がいか

に他のアジア諸国に影響を及ぼしているか分かった。

それぞれの国が自分の国を豊かにしようとして行なう

政策が，大変興味深く面白かった。この授業を受ける

前までは， 「経済」というと何か複雑なもののような感

じがしていたが，今は後期で更に学んでみたいと思っ

ているほどだ。

私は，人生の中で， 「大学生」という時期はとても

重要な時期だと思う。大学に入学した時点で，多くの

の4年間(未定)を最も大きく左右する要素なのです。

その影響が最も顕著に現れるのはやはり成績です｡

新鮮と緊張の連続だった入学当初と比べ,今の一年生

皆さんはさぞや大学生らしい余裕と自信を身に着けた

こと思います。それとともに上手に怠ける方法（ 1 ）

も会得したことでしょう。また夏休みの惰性で後期は

スロースタートになりがちです。このだらりとした調

子で後期を過ごしては成績が落ちないはずがありませ

ん。後期こそ初心に戻って授業に取り組まねばなりま

せん。実際私の成績表は前期こそ胸を張れますが，後

期とのギャップには傍さすら感じます。 （涙）

そしてもちろん大学生活は勉強だけではありません。

後期はほとんどの授業で試験が翌年になるということ

角本浩明（人文学部2年）

大学生活というものは小学校・中学校・高校と比べ

て，遥かに早いスピードで時が流れていく気がします。

事実，新入生だったはずの私がいまやこうして後輩に

物言う立場になっているんですから。卒業するときに

も「あっという間の4年間（の予定です）だったなあ」

と眩くこと必定です。そしてあなたも，大学生活の8

分の1はもう返らないのです。

ではかくも短き大学生活を，素晴らしい思い出に昇

華するにはどうすれば良いのか。この一年間で私が学

び得た確かな方策， それは後期を如何に充実したもの

にできるかということです。後期の過ごし方こそ， こ
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もあり，前期よりも余裕があります。世間でも「…の

秋」というように，何もせずに過ごしてしまうのでな

く， この余裕を存分に活用することも大学生活を満喫

する秘訣なのです。それはスポーツでも良し，読書で

も良し。友達と派手に遊ぶでも良く，恋に現（うつつ）

を抜かすのもまた良いのではないでしょうか。何かし

らの思い出，後に顧みたときに懐かしめるものが作れ

ればそれで良いのです。前期は進級してからもなかな

か忙しいもので，やはりやりたいことに最も打ち込め

るのも後期の魅力なのです。

後期が如何に大事な時期か，わかってもらえたでし

ょうか。私が言った通りに4年間を過ごしたところで，

あなたは卒業するときに「短かった」と思うかもしれ

ません。そうです，結局短いのです。どんなに足掻い

ても時間の絶対量は変わりません。だからこそ， その

貴重な時間が無駄に過ぎ去っていくのを見過ごさない

で欲しいと願います。

「短かった。でも楽しかった｡」そう言って微笑んで，

思い出を振り返れるように。

行に行ったり，学外の行事に参加したり，後期になっ

て心に余裕ができたことで行動範囲が大きく広がりま

した。そして， それら一つ一つが私を身体的にも精神

的にも大きくしてくれました。進級してしまってから，

あるいは就職してしまってからではできないことが，

今皆さんのまわりには溢れています。皆さんなりの今

しかできないことを探しながら後期を過ごしてみても，

充実した学生生活が送れるのではないかと思います。

しかし， このことを意識しすぎて，学生の本業である

学問を疎かにしてはいけません。前期は， ただただ時

間割を埋めることだけを考えて時間割を組む人が多か

ったのではないでしょうか。大学のカリキュラムが分

かってきた後期は， 自分に最も合った時間割を組むこ

とをお勧めします。がむしゃらに授業を取るのではな

く， 自分の将来のためには何を学ぶべきなのか， どれ

だけ単位を取れば良いのかなど， 自分の将来の夢の実

現に向けて，最適な道を選択してほしいと思います。

そして，一つ一つの授業を大切にして， たくさんの知

識を自分のものにしていってください。皆さんにとつ

て， 良い学生生活になるよう願っています。

齊藤孝通（教育学部2年）

1年生の皆さんにとって，前期はどんな半年間だっ

たでしょうか。 「単位｣という新しい概念や履修科目の

多さなど，戸惑いながらも充実した半年間であったこ

とと思います。そして何より，一日一日の過ぎる早さ

を実感していることでしょう。そんな中，大学生活に

も慣れ後期に突入するにあたって， これから始まる後

期をどう過ごすかアドバイスしたいと思います。

前述しましたが，前期を終え，皆さんも大学生活に

も慣れてきたことと思います。少し前までは不安と期

待が入り混じり，精神的に張りつめた中で生活してい

た人が多かったと思いますが，今となっては不安が消

え，後期への期待で胸を膨らませていることでしょう。

しかし， この不安がなくなったことに大きな意味があ

ると私は思います。新しい生活に慣れたことで授業時

間外の時間， つまりサークルや家にいる時間に，前期

よりもより目を向けられるようになります。これらの

時間を使って運動に汗を流したり，友達と遊んだりし

ても良いでしょう。私自身，休日を利用して友達と旅

…

≦聖＝
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ったように思う。農および工学部の学生は,二年次か

ら学部がある阿見あるいは日立キャンパスに移動する

ので，水戸キャンパスで過ごす時間は自分が入学した

大学が総合大学であることを経験する貴重な時間であ

るともいえる。 自分の所属する学部の中では出会うこ

との出来ないような，変わった考え方や感性を持った

友達ができたのも水戸時代の良い思い出である。この

ように，茨城大学の教養教育は専門課程で学ぶための

基礎学力や考え方を身につけるのみならず，大学での

歩き方を学び，大学としての一体感を醸成するための

役割も果たしていたように思う。

現役の学生諸君は現在の教養教育に何を期待し，何

を感じているのであろうか。私は昨年度まで学内共同

利用施設に所属していたので，正直なところ教養教育

の現状を良く知らないのだが， センター化される過程

などを経て多くの議論がなされ，昔よりも格段に改善

されていることであろうと思う。私も，襟を正してあ

たらしい教養教育に関わっていこうと考えている。

井上栄一（農学部）

茨城大学で教養教育を受けた経験をもつOBのひと

りとして当時をふり返ってみたい。現役の学生諸君は

ご存じないと思うが，我々が大学に入学した当時は大

学教育研究開発センターの前身である教養部というも

のがまだ存在しており， そこで一年次に教養課程を集

中して受講した。多くの同窓生がそうであろうと思う

が，私も入学当時は希望する専門分野の学問（私でい

えば農学）を学ぶことに大きな期待と希望を抱いてい

た。したがって， いくつもの学問分野にわたってまん

べんなく受講せねばならない教養の講義は，正直なと

ころ高校の授業の延長のようでとても退屈に感じられ

た。当時は受験勉強からの開放感もあって， ほとんど

授業に集中していなかったと記憶している。もう時効

が成立していると思うが，私を担当された先生方には

誠に申し訳なく思う次第である。しかし，今になって

考えると受講した講義は， いずれも個性豊かで魅力的

な先生方が大学の教養課程にふさわしい専門的な講義

をしてくださっていたと思う。つまり〆高校の延長の

ようだと考えていたのは自らの未熟さゆえであり， 当

時の私のレベルでは講義の目的や内容を良く理解でき

ていなかったのだろう。こんな不真面目で平均以下の

学生ではあったが，教養部の1年間のおかげで， ちょ

っと変わった先生や気難しい先生がいても驚かなくな

ったし， 自分のレベルを超えている授業の内容に対し

ても，ついていけるかどうかはともかく物怖じしなく

なった。二年次から阿見キャンパスへ移り，農学部の

専門課程に違和感なくとけこめたのもこのような教養

部での経験があってのことだろうと思う。昨今，接続

教育という言葉を良く耳にするが，今回このような文

章を書く機会を与えられ， あらためて考えてみると，

私たちが経験した旧来の教養教育も大学における学び

方を身に着けるという面では，接続教育としての役割

を十分果たしていたと感じられる。

一方で，本学の教養教育は，学部を超えた学生や教

員の交流を促進するための良いきっかけ作りの場であ

どこ
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学長菊池龍三郎

新入生の皆さん，茨城大学入学おめでとうございます。心からお

祝いを申し上げます。

日本経済は十数年続いた長い低迷を脱して最近やっと光が見え

始めてきました。しかし， この十数年の間に社会は大きく変わりま

した。グローバル化が進み;産業から教育に至るまでの様々な分野

に新しく 「世界基準」が入ってきました。それに伴って当然，大学

生に期待される資質や能力も変わりました。たとえば， これからは

外国語， なかでも国際共通語としての英語の読み・書き・話す。聰

く力は必須です。本学は社会に出てから役立つ英語の基礎を身に

つけてもらうために，全学的に「総合英語プログラム」を実施しま

す。ぜひ新入生の皆さんには卒業後のことを考えて， しっかりと学

んで下さい。今年度からは交流協定校であるアメリカのイースタ

ーン・ワシントン大学等への短期の語学研修も始まります。 ：

社会性やコミュニケーション能力もますます必要になります。

(平成17年4月発行）

インターンシップも体験してみて下さい。困ったことがあってもひとりぽっちだと思わないで下さい。友人同

士の交友は勿論のこと積極的に先生方の研究室を訪ねたり，困ったことがあったら事務スタッフにも遠慮なく相

談してみて下さい。 「なんでも相談室｣もあります。何よりも心を許し合える友人をつくって下さい。学業の中

ででもいいし， クラブ活動を通してでもいいのです。いい友人ができたら，それだけで大学生活は半分成功です。

またその一方で,変化する時代と社会においても変わりなく期待される力があります。 たとえば｢基礎的な学

力」です。これの必要は増すばかりです。ではどうするか。たとえばひとつの方法として，在学中に目標を立て

て，ぜひたくさん本を読んで貰いたいのです。これは以前にもこの欄で書いたことなのですが，立花隆氏という

名前は知っているでしょうか｡評論家というより現代日本の“知の巨人”とされる方です。氏は,日本があのバ

ブルに浮かれ，反対に米国では経済がどん底にあった十数年前，すでに日本の凋落を予言したのでした。何に拠

ってかというと，米国の若者やビジネスマンは毎月相当に内容のある本を四冊以上は読み，それなのに自分に何

が欠けているかと尋ねられると決まって「知識」と答える。片や日本の若者やビジネスマンはほとんど本と言え

るものは読まない。人間はたくさんの文章を辛抱強くしっかり読むことによってのみ思考力がつく。言葉を離

れてロジカルな思考力は育たない。級密な思考は，実に読み書きによってのみ可能となる。言い換えれば氏は，

本物の思考力はインターネットや携帯電話（その頃はまだなかったけれども）だけでは決して育たないと強調し

たのです。氏は本学の附属中の出身で，すでに中学生のときから音に聞こえた読書家でした｡氏の想像を超える

知的活動を支えるのは，多分少年時代からの膨大な読書量なのでしょう｡その意味でも，新入生の皆さんにはた

くさんの本を読んでほしいと願っています。必ずや皆さんに自信を与えてくれるはずです。

健康に十分に気を付けるなど自己管理をして，有意義な大学生活を送って下さるよう期待しております。
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どの授業を選択するかで決まるのかというと， もっと

大切なことがあります。それはみなさん一人一人の取

り組む姿勢です。何かを習得するということは,最終

的には何か「知識」 .とか｢技能｣とか呼ばれるものが自

分の中にできることを意味します。しかし， この最後

に残る知識をひたすら取りこむという姿勢で役にたつ

ものが得られるかというと， ちょっとそれは疑問です。

知識や技能は，必要に応じて使えなければ意味があり

ませんが，多くの場合何をどう使えばいいかすぐ分か

るようにはなっていません。そういうときでも役に立

つ知識であるには，結論だけを暗記したのではだめな

のです。時間がかかっても， なぜ著者がそんなことを

言おうとしたのか， いろいろ試行錯誤して著者の思い

を再現（追体験）して得られたものでないと役に立た

ないのです。ですから，いくつかの科目については，

予習復習の時間を十分とって，納得するところまで追

求してほしいです。そういう姿勢で取り組めば，将来

大学における授業への取り組み姿勢

前大学教育研究開発センター長

曽我日出夫

新入生のみなさん，ご入学おめでとうございます。

大学教育研究開発センターはどこの学部にも属さない

大学全体の機関ですが，実は新入生のみなさんにとっ

てたいへん関係の深いところです。茨城大学の授業科

目は大きく教養科目と専門科目とに分かれていますが，

大学教育研究開発センターは， この教養科目を企画実

施したり,改善したりする所なのです。新入生のみな

さんは教養科目を多くとることになりますから,これ

から何度かこのセンター内にある教養教育係に足を運

ぶことになるでしょう。

教養科目の目標には次の6項目が掲げられています。

’）心身の調和を図り，生涯にわたる人生設計への

基礎を培う。

2）専攻する学問と異なる専門分野の学問に触れる

ことにより，多種多様な文化と価値観を理解し，

幅広い視野を身につける。 ‘

3）学際・複合的学問分野に触れることにより,､総

合的・全体的に物事を捉える態度を養う。

4）物事を主体的に判断し，実証的な態度や批判的

能力を身につける。 ‘

5）専攻する学問の基礎を修得することによりその

学問の基本を理解する能力を培う。

6）国際化・情報化の社会に主体的に対応できる能

力を培う。

教養科目は,外国語科目，健康スポーツ科目， ・ ・ ・

というようにいくつかの種類からなりますが，それぞ

れ上のどれかの（あるいは複数の） 目標を達成するた

めに置かれています。この目標はかなり漠然としたも

ので，実際に授業を取ろうとすると，多くの場合かな

り選択の幅があります。そのとき非常に役に立つのが，

入学のときに配った「シラバス」とか「授業計画」と

か呼ばれている分厚い本です。この本には，各授業が

どんな内容なのか詳しく書いてあります。ぜひ，多少

時間がかかっても， よく読んで授業選びに役立ててほ

しいです。

取った科目が本当にためになるかどうか？ それは

本当に役に立つ知識が得られるでしょう。
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’
外国語科目専門部会長

梁 継国

新入生諸君， ご入学，おめでとうございます。

大学での新しい生活が始まり，真っ先に直面するの

は，履修授業科目の選択ではないかと思います。専門

科目はもちろん，教養科目の外国語科目についても相

当迷っているでしょう。とは言いながら， とにかく実

用的で， 日増しに国際化されつつある社会の必要にあ

わせて選択履修しなければならないと助言はしてあげ

たいです。現代社会におきまして，英語は当たり前の

ことですが，それ以外の所謂未修外国語のどっちか一

つを身に付けなければならないことは，現代の人間と

して備えるべき素質になっております。それは,諸君

の先輩方の就職活動等によって実証されております。

茨城大学の外国語科目は，英語のほかに， ドイツ語，

フランス語中国語，朝鮮語， スペイン語などがあり

ます。どの言語でも，一つ履修すれば， 自分の世界が

大いに広がり,大学での勉強の楽しみも倍増されます。

特に中国語，朝鮮語は，社会からの必要性が高く， そ

の人気ぶりはここ数年来，上昇する一方で，衰えは全

く見られません。

茨城大学の諸外国語授業は，言葉と同時にその国の

文化，社会事情，生活慣習等も勉強できるように設定

され，工夫されております。また， ドイツ語の大半，

フランス語， 中国語，朝鮮語などは，みな同一教員，

同一教科書による連動式の授業を行っております。短

期間に，有効に，実際に使えるような言語を身につけ

られるようにしております。そして， どの言語もみな，

ネデイーブスビーカの教員がおり,会話能力重視の特

徴があります。自分を21世紀にふさわしい国際人に

育てるため，様々な国の人達とコミュニケーションが

取れるようにするため，諸外国語のどれでもよろしい

が，是非チャレンジしてみてください。

総合英語教育準備委員会委員長

福田浩子

「英語｣というと何を連想しますか？受験勉強を経て

入学した皆さんにとっては， 「試験科目」の一つでしょ

うか？得意な科目ですか？それとも苦手な科目でしょ

うか？

言うまでもないことですが，英語は地球上で使われ

ている言語のうちの一つ，それも世界で広く使われて

いる言語なのです。英語の母語話者は主にアメリカ，

イギリス， カナダ，オーストラリア， ニュージーラン

ド，アイルランド，南アフリカなどに住む約4億2400

万人だといわれていますが, 60カ国を超える国々で公

用語かそれに準じる言語として使用されているため，

4億人を超える人々が第二言語として使用しており，

少なく見積もっても8億人以上の人たちが英語を使っ

ていることになります。英語という言語は， インター

ネットの普及やビジネスのグローバル化などの社会の

変化もあり，今ではビジネスでも研究でも，避けては

通れない言語となりました。

そこで，茨城大学では，本年度から「英語を学ぶこ

とによって，地域社会に生きると同時に，地球規模の

視野を持ち，考え，行動できる人間を育成する」こと

を理念とし， 「総合英語」という時代のニーズに合った

新しい英語プログラムを全学で実施します。

このプログラムはヨーロッパの共通参照枠を参考に

し， 4技能をバランスよく学んでまず自立的使用者に

なることを目指し， そのうえで専門的な知識や教養を

身につけるための英語を学ぼうとするものです。

英語が苦手だった皆さんも，英語が得意な皆さんも，

総合英語のクラスから世界へ通じる英語を学びません

か？母語だけでなく英語が使えるということは“将来，

きっと皆さんの人生の可能性を開く鍵となってくれる

に違いありません。インターネットを使って英語圏の

情報を検索したり，ペアで話したり，発表したり， ク

ラス内外でのさまざまな経験を楽しみながら， ご一緒

に英語を学習しましょう。
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情報関連科目専門部会長

鹿子嶋憲一

PCが世の中に普及しだしたのは1990年代ちょう

ど皆さんが生まれたのと同じぐらいのことです。それ

までコンピュータは文字通り『計算機」であり，複雑

な数値計算を必要とする人の道具でした。そして

1990年代以降,情報処理･加工機,データ探し，整理機

となり，一般の人にも普及する道具となりました。本

来電話機だった携帯電話機が今や携帯コンピュータと

なり， ボタン操作でメールを送ったり，列車や航空機

コンサートのチケットの申し込みをしたり， ホテルの

予約をする事ができるようになりました。皆さんはす

でにコンピュータを相当使える状態にあると想像しま

す。なのに何故，大学で「情報処理概論」としてPCの

使い方を学修するのでしょうか。

今までは， いわば自己流でPCを使ってきたのでは

ないでしょうか。スポーツの分野，例えばテニス， ス

キー， ゴルフ。おもしろい，楽しいので自己流にどん

どんやり技術も向上します。しかし， どこかで進歩が

遅くなる。世の中にはもっともっと高度なレベルの人

がいるのに。スポーツの技術には奥深いものがあり，

やりようによってはさらに伸びるはずです。

PCも同じではないでしょうか。良き指導者に付い

て系統的に学習すれば，基本を踏まえた技術が身につ

き， より高いレベルに到達できるようになると思いま

す。ここで大事なのが基本の習得であり, PCの構造，

仕組み（ソフトウェアの意味の）という基本，大枠を

理解することです。英語学習で言えば「文法」を高度

なレベルでマスターしていることに相当します。

単に個々のソフトの使い方を身につけるだけでも意

味ありますが, ｢PCの技術の基本ルールは何だ」とい

う問いに， 自らの解答を得ることができれば，将来よ

り高いレベルに発展できる基礎を身につけたことにな

ります。是非これを学習の目標に据えて挑戦してくだ

さい。そして日々の学習の中で疑問点をどんどん掘り

出し，先生， ティーチングアシスタントの人に質問し

てください。きっと楽しい科目となり，皆さんの実力

を高めるよい機会となると思います。優れた授業は先

生，学生両者の働きかけで創られるものです。皆さん

の努力を期待します。

健康・スポーツ科目専門部会長

松坂 晃

入学，おめでとうございます。

大学で学ぶ教養科目のひとつに健康・スポーツ科目

があります。原則として週1回×15回の授業を1年次

と2年次に受講します。授業を受ける時間帯（曜日・

講時）は学年，学部，学科によって指定されています

ので注意してください。開講されている種目には様々

な球技（サッカー， テニス，卓球など）や野外活動

（山歩き， カヌーなど)， ウォーキングやジョギング，

ダンスなどがあります。高等学校までに経験した運動

種目を選択する傾向が強いのですが，視野を広げる意

味で（少々オーバーですが）新たな種目にチャレンジ

してみるのもよいでしょう。

運動を中心とした健康的な生活習慣の育成は，高齢

社会日本を支える重要な柱のひとつです。個人レベル

でみても，不健康が大きな損失につながることはまち

がいありません。ですから健康・スポーツ科目はまさ

に現代人の必修科目といえるでしょう。それぞれの授

業のねらいには，体力の向上，運動技術の習得，健康

やスポーツに関する知識，運動習慣の育成などがあげ

られています。ところで， これらは本当に将来役立つ

のでしょうか？

学齢期の状況と成人期以降の状況を，長期間追跡し

て相関係数を調べた研究があります。それらによると，

若いときに体力の高い人が成人期以降もずっと体力が

高い， とはいえないようです。また，子どものときに

よく運動した人がその後もよく運動するともいえませ

んでした。健康やスポーツに関する知識が将来の運動

習慣につながるという保証もないようです。かろうじ

て若いときに獲得された運動技術や巧みさだけは将来

に受けつがれるようです。こうしてみると，大学で健

康・スポーツ科目を学ぶ意味があるのか疑問に思えて

きます。

「役に立たないなら受講したくない｣という意見もあ

るでしょう。それで本当によいのでしょうか？直接

的な利益だけで判断するのは危険です。わたしは， ス

ポーツは心の豊かさを広げてくれるもの， 自分を教育

してくれるもの， と考えています。みなさんはどう思

いますか？
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社会科目専門部会長

佐藤惠一

教養科目の中の分野別科目の一区分として社会分野

科目を履修することになっております。履修を必要と

される単位数は，学部･学科によって違いがあります

ので， 「シラバス」をよく読んで下さい。

さて，社会科目の多くは「リベラル・アーツ」とし

ての授業が提供されます（一部専門科目となる場合が

あります)｡､この科目のなかには，法学・経済学など7

つの授業科目があり， その科目群の中でさらに個々の

授業で取り扱うテーマが「授業題目」としてやや詳し

く紹介されております。この構造に本学の社会科目の

特徴が現れていると言ってもよいでしょう。

このような条件の中で1～2科目を選択･履修するこ

とになります。それではどのように科目を選択したら

良いか？ここが大事なポイントです。最近の「学生ア

ンケート」などを分析した経験， また，授業を担当し

た経験から，個人的見解として，三つの指針を示すこ

とにしますので,参考にして下さい｡

「シラバス」とよく相談すること。

受講生の「アンケート」を分析して驚いたことは，

毎年かなりの学生が「シラバス」を読まずに,科目選

択を行っていることです（或るクラスでは67％という

高い比率になっています)。 「シラバス」には，授業の

ねらい， 内容，成績評価の方法まで詳しく載っている

のですから， 自分の学習したいことと突き合わせてみ

て受講する科目を決めることが大切です。

大学入学前の社会系科目の学習歴に拘わらない

こと。

高校段階の社会系科目は2教科･9科目に分かれてい

ます。そのどれ一つとってみても大学の社会科目に直

接には対応しません。全く新しい科目を学ぶという心

構えで臨むことが必要です。科目名が一番似ている高

校の「人文地理」は，大学では「人文地理学」となり，

方法論・内容が異なっているはずです。

自分の専攻分野とは異なる分野を知り，積極的

に視野を拡げようとする意欲を持つこと。

将来， どのような分野を専攻し， どのような職業に

就くにしても，一市民として社会の仕組を理解し，社

会現象の背景を把握する能力を具えておくことは，ま

すます重要になります。諸君が大学を卒業する頃には，

一般市民が裁判に参加する「裁判員制度」も始まるは

ずです。また，会社員になっているとしたら， 「会社」

は誰のものか， の論争はきわめて身近な問題になって

いるかも知れません。このような事態に直面したとき，

たとえ教養科目として学んだものであっても，方法論

や思考経路を思い起こしたりすることによって，慌て

ないで対処できる力が養成されるのではないか， いや

そうあってほしい， と願いつつ社会科目を開講してい

るのです。熱心な諸君の受講を待っています。

自然科目専門部会長

ノ|｜ 田勇三

新入生の皆さん，入学おめでとうございます。

これから始まる大学生活に， どんな気持ちで臨まれ

ようとしているのでしょうか。受験勉強に物足りなさ

を持っていて「これからは本格的な勉強ができるぞ｡」

と意気の高い人，ひとまず勉強から解放されて「しば

らくはのんびりするぞ｡」と余裕の人，あるいは，将

来に対し既に明瞭なイメージを持ち邇進しようとして

いる人，そんなものは特になくこれから自分探しを始

める人，色々いることでしょう。今はどんな段階であ

ってもよいと思いますが，大学はさし当たり最終教

育・最後のまとまったブラッシュアップを受ける場所

です。遅くとも卒業する頃までには， 自分自身はこれ

からの社会の中でどんな役割を果たしたいのか， その

ためのどんな人間性・知識・技術を身につけたのか,

一応の答えを出す必要があります。

よく言われるように，大学では原則として, この答

えは自分なりの計画・試行錯誤から見い出すものであ

って，教師は助言役に過ぎません｡すぐに走り出そう

と，徐々に速度をあげて行こうと構わないと思います

が，見通し／粘り強さをもって取り組むかどうか，教

師や学生仲間とよい人間関係を構築出来るかどうかな

どで，到達出来るレベル／皆さんの商品価値は大きく

変わります。

さて，教養分野別科目「自然」には2つのタイプが

あります。

1．非理系学部の学生に周辺諸科学としての自然科学
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環境問題に対しては，複数の分野の協力が不可欠です。

また，そのおよぼす影響も，多面的で全地球的なもの

です。

というわけで， タテの方向に深めていくのが専門だ

とすれば， ヨコの方向に広げていくのが総合だといえ

ます。総合科目も， ヨコに広げていくことつまり，

複数の分野の「つながり」を志向しています。

そこで，総合科目では，専門分野がちがう複数の教

員が担当する講義や，学外の講師に来てもらう講義も

多くあります6学外の講師は，他大学の先生だけでな

く,たとえば芸術関係の方だとかヅいろんな人が来ら

れます｡これもすべて，何らかのつながりのある人た

ちです。

ところで,わたしは， 自分とは別の分野の先生方と

話すことがよくあります。おたがいに専門はちがうの

ですが，話していると， 「おや， そうなのか」と思う

ことが少なくありません。相手の先生も，たぶん同じ

でしょう。 ‘

じつは， どんなに関係ないと思っている二つのこと

にも， よく聞いたり見たりしていると，重なってくる

部分，つながりあう部分というのがあります。そして，

おもしろいことに， 自分の専門にとっても， その発見

はピン卜になることが多いのです。

皆さんには，総合科目をとおして， いろいろなもの

の間にあるつながりや，一つのものでも， さまざまな

見方ができることを，感じてもらいたいと思います。

これはつまり，頭を柔軟にすることといえましょう。

そのためのお手伝いができれば幸いです。

の紹介をするもので，その学問の， (1)概要，対象の

認識／分析のための基礎的方法論としての特徴・有

用性， (2)生活，社会，環境などとの具体的関わり，

(8)課題, などを理解することができるようにします。

2．理系学部学生（学部・学科指定あり）に，専門科

目の一部としてその基礎部分を学修してもらうもの

で，工学部向け数学の一部では新しい試み（習熟度

別）も始まります。

タイプ1が本来の教養科目で，少し難しいものが多

いとの批判を受けていますが,積極的に受講してくだ

さるようお願いします。生命，環境などの分野に人気

が集まる傾向がありますが，現代社会を支えるという

面では，他の分野も同じように重要です。世間相場に

捕われることなく，色々な分野を学修してくださるよ

うお願いします。

総合科目専門部会長

関 友作

ご覧のように，教養科目にはいろいろな種類の授業

があります。その最後が総合科目です。総合科目って，

いったい何でしょう？

辞書で「総合」をひいてみると， 「別々のものを一

つに合わせて， まとめあげること」とあります。その

反対語は「分析」です。ちなみに，分析とは「複雑な

ものをその要素に分けて，はっきりさせること」です。

分析といえば，教養科目の区分にもみられるように，

学問には， じつにさまざまな分野があります。そして，

各分野は， さらに細かい専門に分かれています。これ

は，複雑な社会や自然を，人間が要素に分けて， はっ

きりさせてきた結果です｡つまり，分析の産物といえ

ます。歴史とともに分析は進み，細かい分野は， どん

どん増えてきました。

ただし，分析するばかりだと，多くの分野が生まれ

る一方で,全体としてのまとまりが薄れていく可能性

があります。そこで，総合することも必要になってき

ます。別々の分野を組み合わせてみることも， また大

切なのです。

じっさい，世の中の問題には，一つの分野の成果だ

けでは解決できないものが数多くあります。たとえば，
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ね｡

最後になりますが，新入生の皆さん，是非とも大学

生活を有意義に過ごしてください。今だから出来るこ

と,学べることが沢山あります。一つだけに満足せず，

欲張りになってください｡しかし， それを継続して自

分のものにすることが大切です。大学生は時間と環境

に恵まれています。あとは皆さん次第ですよ。ようこ

そ，茨城大学へ！

齋藤圭一（人文学部･社会科学科）

新入生の皆さん，入学おめでとうございます。私は，

皆さんと入れ違いで大学を卒業し社会人になります。

今振り返ると， 4年間という時間は，長いようでとて

も短いものでした。あっという間に終わってしまった

という感じです。皆さんは， これからの大学生活に大

きな期待，あるいは不安を抱いていることでしょう。

新しい環境に慣れるまでは多少苦労することもあるか

と思います。しかし，慣れてしまえば充実した大学生

活を送れるので心配ないですよ。

大学では高校までとは異なり， 自由な時間が多く，

自分のやりたいことができる絶好のチャンスに恵まれ

ています。特に，夏休みと春休みは約2カ月間もあり

ます。アルバイト，旅行,趣味など， いろいろなこと

を経験してほしいです｡私も休みを利用し,短期留学

や自転車旅行などに挑戦しました。もちろん，休みに

入る前には試験があることを忘れてはいけません｡高

校までのようなテスト形式や， レポート提出の授業も

あります。一日にいくつも試験が重なる場合もあるの

で結構大変です。普段あまり羽目をはずしすぎて，単

位が取れなかったなんてことにならないよう気をつけ

てください｡楽しい大学生活を送るためには， 自己管

理も大切なのです。

私は人文学部の社会科学科に所属していました。社

会科学科では，経済学，経営学，法学・政治学,社会

学の授業を受けることができます。3年生になり,ゼ

ミナールに所属するまでに幅広く学べます｡ 1， 2年生

のときにも少人数制の授業があるので，積極的に参加

し， メンタル的な部分の強さを養ってください。技術

や知識もとても大切ですが， メンタル的な部分はそれ

以上に大切です。なぜなら，就職活動などの面接時に

はこのメンタルの強さが勝利のカギとなります。自分

の意見を人前で発表することが苦手な人は多いはずで

す。是非，上手く活用して克服してみてはどうでしょ

うか。まだ自分には先の話だから関係ないなんて思わ

ないでください。4年間なんてあっという間ですから

中 ノl 1 雅之（教育学部･国語選修）

新入生の皆さん， ご入学おめでとうございます。こ

れから茨城大学でのびのびと楽しく学び，仲間と一緒

に自分を磨いてください。私もこの二年間，仲間と苦

楽をともにしながら教育学部で自分を磨いてきました。

今回はその二年間の経験を基に， ささやかながらこれ

から大学生活を始める皆さんにアドバイスをしたいと

思います。

大学生活は高校までとは違い， 自由度が高く， 同時

に自分に課される責任も大きくなります。親元を離れ

て一人暮らしをする人は特にその事に気づいたかもし

れませんね。しかし，大学生活における自由は一人暮

らしだけではありません。時間割を立てることやサー

クルに入ること， そして自分のどのような所を伸ばし

ていくかを決めることなど様々な自由があります。広

く見れば，高校までは制限されていた方も多いと思い

ますが，アルバイトをすることも大学生活における自

由と言えるかもしれませんね。

私が入学当初特に苦労したのが時間割を立てること

でした。私は教育学部に所属しており，教員免許を取

ることが卒業要件に入っています。免許を取得するた

めにどの授業を取らなければいけないかをまず考えな

くてはならず，仲間と相談しながら科目を選びました。

また，一年生では教養科目を履修することになります

が,人文・社会・自然・総合の各分野で様々な科目の

中から， 自分の興味のあることや専攻に関係のありそ

うなものを選ぶのは思いの外苦労しました。正直に言
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のをいいことに授業に出なかったり，不規則な生活に

なりすぎたりしてはいけないと思います｡ （ましてそ

れに友達を道連れにしないでくださいね！ ）授業やレ

ポートなどの課題， また，将来のことなど色々なこと

を相談できるいい仲間を， この大学生活で作っていっ

てください。

最後になりますが，大学生には自由な時間が多く与

えられていると言われます。読書をして自分の知識や

考えを深めていくもよし， アルバイトをして社会的な

経験を積むもよし，友人と語り合ったり遊んだりする

のもよし，皆さん次第で充実させることができるとい

うことです。皆さんがその自由の中で自分の選択に責

任を持ち，大学生活を実り多いものとして卒業できま

すように応援しています。

うと’科目名を見ただけで選んで失敗したものもあり

ました。皆さんはシラバスをしっかり読んで， 内容を

見て，後悔しないように選んでくださいね！自分に合

った教授や科目に出会えたらきっと自分が磨かれます

から。

もう一つ言いたいのは友人関係についてです。大学

の授業は（個人差や学部等で差はありますが）高校ほ

ど時間が詰まっておらず， いわゆる空きコマができま

す｡その時間を読書や課題などの自主学習に当てるこ

ともできますが，私の場合は，友達と遊びに繰り出す

ことの方が多いかもしれません。自由な時間が多い中

で友達と遊んだり，語り合ったりすることは楽しいで

すし， 自分を磨くことにもつながり，大学生活をより

豊かにすることができると思います。しかし， 自由な

けることができました。後半は，主に話すことをやづ

ていきました。自己紹介はもちろん，友達の紹介， 自

分の好きな国の紹介などをやっていきました。最初は

友達と簡単に英語で話して，その後，皆の前で3～4分

ぐらい英語で発表しました。最初は自分で書いた英語

を見ながら発表していましたが’次第に見ずに発表す

ることができました。この授業で，完壁に聞いたり話

したりすることはできませんでしたが，英語が好きに

なり，英語を勉強する良いキッカケになりました。自

分が受けた授業の担当は日本の先生でしたが，外国人

の先生もお勧めなのでぜひ受けてみてください。

次に，専門科目の一押しの授業を紹介したいと思い

ます。それは「遺伝生物学」です。2年生の時に受け

ました。この授業は興味本位で受けてみました。この

授業の中身は遺伝についてでしたが，高校の時に習っ

たことよりも深い内容を勉強しました。この授業では

遺伝の基礎的なことはもちろん，先生が現在研究して

いることの説明もしてくれて， とても楽しく受けるこ

とができました。この授業で， 自分は生物に興味を持

ち， 自分の専門を生物にしました。このように，すば

らしい授業はたくさんあるので,ぜひ積極的にいろい

ろな授業を受けてみてください。

東 大輔（理学部･地球生命環境科学科）

茨城大学に入学してからもうすぐ4年になりますが，

この4年間の間， たくさんの授業を受けてきて，有意

義な大学生活を送りました。自分が受けた授業は70

近くありますが，そのほとんどがすばらしい授業でした。

その中で， 自分が受けた一押しの授業を，教養科目と

専門科目からそれぞれ一つずつ紹介したいと思います。

まず教養科目の一押しの授業ですが，それは英語Ⅲ

(EC)です。この授業は， 自分が2年生の時に受けた

授業で「英語をもっと勉強したい」という気持ちで受

けることにしました。この授業ではほとんどが｢聞く」

ことと「話す」ことに重点が置かれていました。やは

り，高校までは英語を読んだり書いたりすることばか

りやってきたので，最初，先生が英語で自己紹介や感

想などを言われても全くわかりませんでした。でも自

分が受けた授業の先生は，途中で簡単に日本語で説明

してくれたので飽きずに聞くことができました｡前半

は，主に聞くことをやっていきました。絵や写真を見

ながら簡単な問題を解いたり，英語のドラマを見なが

ら簡単な問題を解いていきました。難しい文法や長文

を読まずに， ノートをほとんど取らず楽しく授業を受
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渡辺憲明（工学部･システムエ学科）

私は現在， システムエ学科に在籍しています。この

学科は，材料設計，電子回路， コンピューターまで幅

広い分野を学ぶことができます。その際，パソコンの

基本的な使い方を理解しておかなければいけません。

私は，パソコンの操作がまったくできないというほど

の初心者でした。

私は2年次の前期に， 「コンピューターリテラシー」

という講義を受けました。この講義の内容は,Word

やExcel,Web検索, PowerPoint, ネットワーク接続，

メールの送受信などのコンピューターの基本的操作か

ら, C言語の学習といった，パソコンを使用する際に

必要な知識・技能を習得することです。このような講

義は他の学科にもありますが， システムエ学科のこの

講義ではタッチタイピング，つまり， キーボードを見

ないでタイピングできるという技術の習得が義務付け

られています。最初は， タッチタイピングの習得には

全然自信が持てませんでした。そこで，私は自宅以外

でもタッチタイピングの練習ができるように, A4の

用紙にキーボードの位置を大きさも同じように書いて，

講義と講義の空き時間に練習できるようにしました。

そして， タッチタイピングのテストの日が来ました。

とても緊張し，指が震えて， 1度目のテストでは不合

格になってしまいました。それでも，練習は続けまし

た。そして， 2回目のテストで合格することができま

した。

この経験は後々に大きく影響しました。それは， レ

ポートの作成の際です。 タッチタイピングにより作成

時間が短縮されました。役に立つのはレポートだけで

はありません。社会に出て，パソコンを使うような仕

事に就きたい人には， タッチタイピングはきっと役に

立つはずです。私も社会に出て，パソコンを使う仕事

に就きたいので， この講義を通してタッチタイピング

を習得できたことを幸いに思います。そして，パソコ

ンに親しみを感じるようになりました。私は， この講

義を受けてとてもよかったと思っています。

海老原央嗣（農学部･地域環境科学科）

実験というと，決められた手順どおり行い，教科書

どおりの結果を導くということをやっていることが多

いと思います。しかし，木ノ瀬先生の担当実験は違い

ました。その内容説明のため， まず木ノ瀬先生がどの

ような人ということから書き出していこうと思います。

私が受けた先生の担当授業は，水理学や環境水理学

など，難しくて有名な授業です。そして， その授業を

担当する先生もとても怖い存在です。圧力と言うか何

と言うか， とにかくそういうものを感じます。授業も，

元々難解なものがさらに難しく感じます。そして，試

験ができないとあっさり単位を落とされます（私は何

とか落とされずに済みました)。

このような話を聞くと「どこが素敵な授業なんだ？

とんでもない授業じゃないか!!」と思う人も多いこと

でしょう。実際に，授業を受けた私たちはもっとそれ

を感じました。しかし， まだまだ話はこれからです。

三年生になって水理学実験という講義があり，担当

は「噂の木ノ瀬先生｣｡‘ （現在は残念ながら，担当の先

生が変わりました）みんな緊張しながら待っていまし

た。そして，実験の内容について説明するかと思えば，

プリントを配り， 「その課題を考察するにはどのよう

な実験をすればいいか考えろ｡」と一言。最初はみんな

慌てて，何をしたら良いのかわかりませんでした。し

かし，少しずつみんなでどのように実験を行づたら良

いか考え，実験を進めていきました。最初からやり方

を与えられている実験よりも自分達で調べる分，深い

知識を得ることができたと思っています。

研究に関していえば，最初から実験の方法がわかっ

ていることは稀であり，結果を導くために実験方法を

考えなければなりません。学生が受身の実験ではなく，

学生主体で考えるということを先生は伝えたかったら

しいです。

中学，高校と主に受身の授業をしてきたので，最初

は戸惑いがあると思います。しかし，研究や仕事とい

う分野は自分から進んでやらなければなりません。そ

ういう面で， この実験の取り組み方はすばらしいもの

であると感じました。
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教養教育古今東西

「教養教育」再談

一大学に学ぶ自分の置かれた構造的位置づけを知ってこそ－

く狭義の高等教育を受けられるだけの基盤が構築でき

たのである。

占領軍による戦後の教育改革は,そうした高等教育

の基盤形成を直撃した｡アメリカと同様，中等教育を

「教養ある市民の育成」という教育目的で一元化した

ため，新制高校では高等教育用の基礎教育を施すカリ

キュラムが組めなくなったのである。 日本の場合は更

に， アメリカには存在しない受験体制が中等教育の内

実を形骸化する。結局，高等教育のレベルを維持する

ためには，大学のカリキュラムの中に基礎教育部分を

組み込み，本来の高等教育の準備段階に充てざるを得

なかった。これがいわゆる"GeneralEducation''だ。

もうお分かりだと思う。 「教養教育」は単なる“付

け足し"などでは決してない。高等教育を成立させる

ための必要条件なのだ。その意味での教養教育は古来

より，哲学を中心としたLiberalArtsが担ってきた。

デカルトやライプニツツといった大学者は一様に哲学

研究でも抜きん出ていることからも，全ての学問にと

ってLiberalArtsが如何に重要視されていたかを物語

る。

このように,教養教育には二千年以上に亙る基盤教

育の理念が脈々と流れている。さあ， あなたも教養教

育に正面から取り組み，一日も早く受験教育を脱して

輝かしいアカデミズムの世界へ！

（人文学部藤井文男）

教養科目の受講に意義を見出せずに悩む学生の数は

昔から決して少なくない。 「嫌いな教科も無理して勉

強した受験も終わり，やっと自分で選んだ専門がやれ

ると思ったのに，何故まだこんなことを?!」…専門性

に従った別々の入試を受けて入学したのに,またぞろ

｢人文」「社会」「自然」の科目を万遍なく…ときては，

いくら「教養が高まるから」と言われても，そう簡単

に動機が高まるものではない。本当にそこまでしない

といけないのか…？

ここで「教養とは何か？」について改めて講義する

つもりは毛頭ない。しかし，本学では「教養教育」と

呼ばれる概念の，大学教育全体の中での構造的位置づ

けを明らかにすることは,特に教養科目の履修が中心

となる入学直後の皆さんにとって決してムダなことで

はないと思われるb

小学校の「初等｣，中学高校の「中等｣,そして大学

の「高等教育」は，それぞれ異なった教育目的を持

つ：初等教育が日常生活に誰もが必要とする最低限の

知識や技能を身に付けさせるのに対し，大学は僅かな

“エリート”のみが享受できる,極めて高度な学術的

専門性に基づく教育が中心となる。最近でこそ進学率

の上昇で大学もだいぶ大衆化してきたが，だからと言

って高等教育の本質が変わったわけではない。要する

に，初等と高等教育のギャップは余りにも大きく， そ

の間を適切な教育課程で連結しない限り，大学教育の

レベルは維持できない構造になっているのである。正

にその任に当たるのが中等教育の役目なのだ。

しかしながら，中等教育は元来，大学に進む者のた

めだけ存在するわけではない。戦前に於ける中等教育

は実際,職業教育に特化した種々の実業学校と， “普通

教育”を施す旧制中学十高校という，大きく二系統の

学校群が担っていた。中学と高校で合わせて7年ない

し8年の「普通教育」を受けて初めて，学生はようや

発行日

発行者

平成17年4月

茨城大学大学教育研究開発センター

水戸市文京2-1-1

029(228）8416（学務課教養教育係）
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大学のマニフェストとしてのシラバス目 次

巻頭言…･…･………………･……

教養教育で基礎学力の向上を…

1

2
副学長村中知子

シラバスを作っても、学生がそれを読み活用しなければ意味がな

い、という声がよく聞かれる。シラバスとは、本来､学生が講義や

演習を選択するに先立ってその内容や進め方を知り、その上で選択

し、 「自律的学習」に役立てるためにある。シラバスを読むことに

よって学生は、講義のねらいや内容、 日常的な勉強方法、参考文献、

評価方法等を理解し、いわば約束事を共有して授業を受けることが

キャンパス情報

－各学部から一…………………3

聞いてほしい私の意見

一教養教育ってなんだろう一…7

Voice

－私にとっての主題別ゼミナールー

……………………………8

教養教育古今東西…･…………・・ 10

（平成17年10月発行）

できる。その意味で、学生に活用されないシラバスはシラバスの原

義を失っている。

だが、シラバスは教員にも活用される。教員は、カリキュラム体

系上の授業の位置づけや他の科目との関連性等を、シラバスを読むことにより具体的に知ることができる。 4年

一貫カリキュラムとは、そもそも個々の授業が系統立てられたものであり、それを授業レベルで明細化したもの

がシラバスである。それゆえ、履修モデルは、講義や演習の海で学生が行く先を定める海図となる。学生がシラ

バスを読まないとの嘆きを、教員はシラバスを読み役立てているのかとの問いに反転させ、 11双方に活用される

シラバスづくり!'がめざされるべきである。間違ってもシラバス不要論の論拠にされてはならない。

シラバスの意味は以上につきるものではない。シラバスは、会社でいえばその業務内容の提示にあたる。茨城

大学はどんな学生を育てて世に送り出そうとしているのか、つまり茨城大学の教育の具体的内容を広く世間に知

らしめているのがシラバスなのである。シラバスなしには、どんな教員をそろえ、どんな教育の特徴を打ち出そ

うとしているのかが見えてこない。逆に言えば教育に関して抽象的な美辞麗句がどれだけ並べられようとも、

その具体化であるカリキュラムで保証されていなければ世間の信用を得られない。ちよっとかっこよく言えば、

シラバスは教育機関である大学のマニフェストなのである。
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’
90%以上が大学院生なのです。また，大手電機メーカ

ーの内定者でも, 90%以上(95%を超えるところも珍

しくない）が大学院生なのです。大学院生の場合，即

戦力として採用されるケースが多く,採否において研

究内容が大きなウェイトを占めます（マッチング） 。

また，新入社員教育はほとんど行われていない状況に

あり，そのため学業成績（主に学部）が重視されてい

ます。学部生の場合，職種は限定されますが,即戦力

としてではなく，基礎学力重視（数学，英語，国語や

専門基礎科目の試験）の採用がなされているようです。

最近の新しい採用試験の例を一つ紹介しておきましょ

う。液晶テレビで有名なS社では，パワーポイントを

用いて研究内容をプレゼン，続いて質疑応答，研究の

問題点を英語でプレゼンと，即戦力としての期待が大

きいことが推測されます。

茨城大学では，新入生から全学生対象に総合英語で

レベル3以上の学力が保証され， さらに，本年度から

工学部学生を対象とした数学（微分積分）のパイロッ

ト授業がスタートし，理系基礎科目の学力向上を図る

機会が増えました。特に，数学のパイロット授業では，

全国の大学に先駆けて,理系基礎教育部が独自に開発

したE－ラーニングの自習教材(CD-ROM)が使用

され，期待通りの成果が上がっています。学生諸君は，

これらの教材を多いに活用して，基礎学力の向上を目

指してもらいたい。そして，十分な基礎学力を身につ

け，少数精鋭主義にシフトする企業の厳しい就職戦線

を勝ち抜いてもらいたい。

大学教育研究開発センター

エ学部併任教員栗原和美

新入生の皆さん，茨城大学での大学生活にも大分な

れたことと思います。将来の自分の進むべき路は見つ

かりそうですか？昨年，私は三度目の就職担当と1

年生のクラス担任そして大教センターの併任教員を務

め，慌ただしい一年を過ごしました。

就職担当の経験から，皆さんにアドバイスしておき

たいことがあります。就職担当であった昭和62年，平

成2年当時， 日本の企業は高度成長の絶頂期にあって，

新会社設立等の会社の増加に伴い， 40名定員の電気工

学科において，求人企業数は1200社以上に達しました。

大企業1社あたりの推薦依頼数は， 7～8人と多く，正

に売り手市場でした。ほとんどの企業が，社内教育に

より，新入社員教育を実施するので，採用試験は面接

のみで，学業成績は就職には全く関係しない有り様で

した。学生の就職活動の時期は，就職協定（青田刈り

禁止：8/20以前に内定は出せない）もあり， ゴールデ

ンウイークの連休明けでした。さて，昨年はどうだっ

たか？企業は合併により，企業数そのものが減り，

学科の求人企業数は約500社（それでも昨年より5％

増）になりました。そして何よりも変わったことは，

就職活動（会社説明会）のピークが2月下旬～3月上

旬に移り， 自由応募が大幅に増えたことでした。気づ

かれた方もいると思いますが，会社説明会のピークは

3年後期の期末試験直後になるので， 3年生は遅くとも

12月頃までには， 自分の進路を決めると同時に，就職

希望の学生は会社訪問の企業を絞り込んでおく必要が

あるのです。そして， 4月下旬～6月中旬が，学校推薦

による就職試験のピークになります。なお，企業の大

半は， 自由応募による採用試験を4月中旬までに行っ

ているようです。大企業の推薦依頼数は， 1社あたり1

～2人となっています（少数精鋭主義へシフト) dま

た，技術系では大学院生の採用数が圧倒的に多くなっ

甲

ています。例えば，大手T電力会社では内定者のうち
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同様大変狭き門となった。学部学生の志望が多い公務

員は，今後の財政難を考えると，将来はあまり明るく

ないであろう。待遇も悪くなる可能性が高い（報道で

は再度一律5％の給与カットが噂されている) ･金融

関係も同様であろうか。少し考えれば，違った未来像

が見えてきそうである。高齢者は過去の貯蓄を使う人

である。貯蓄は運用されなければならず，将来的には

大きな需要が出てくる可能性が高い。従来型の銀行員

の未来は明るくないが，基金の運用を行う職種，特に

利益をあげることができる運用能力のある金融関係の

人材は引き手あまたになると思われる。

めまぐるしく変化する社会を分析するには，広義の

教養力を磨くしかない。物を知らないことはやはりど

の時代にあっても不利なことであるのだ。自己を批判

し改革したり，所属する組織を批判しあるべき方向へ

修正する力も教養力と無縁のものではない。自分の人

生を豊かにするため，ぜひ教養の底上げを大学時代に

養ってもらいたいと思う。そのためにもせめて新聞を

人文学部から

基礎的な教養の大切さ

人文学部教務委員長山本博史

専門の教育が大切なのは論をまたないが，人間が社

会的な動物であり，個々人間が取り巻く社会からの影

響を免れない以上，政治，経済，法律，経営，社会な

ど社会を分析対象とする社会科学系諸科学や， いかに

生くべきかに代表される人文系諸科学， 自然界の法則

を解き明かす自然科学分野諸科学の基礎的な教養をも

つことは，大学生として必須のことであろう。

しかしながら；私の所属する人文学部の講義でも，

専門的知識だけでなく，生きていくうえで必要な教養

を身につけておく大切さを学生に理解させることに苦

労している。

教養の大切さを，私の専門分野の経済学から話をし

てみよう。今日本という国はある意味では大きな曲が

り角に来ている。少子高齢化，団塊の世代の退職， 日

本の経済成長率の低下，公的部門の巨額債務の存在は

すべての日本人に大きな影響を与える諸要因である。

現在780兆ともいわれる公的債務は隠れ債務を含める

と1000兆を超える。今後どのような政策がとられる

のか,これらの諸条件を考えれば未来はある程度は予

想が可能である。高齢者の人口増と財政難を考えると，

政府は現在のような「手厚い」福祉政策は行うことが

できなくなる。政府の歳入が現在約40兆,歳出が約80

兆であることを考えると，先送りも限界で，増税を打

ち出さなくてはいけない。このような社会の構造変化

は，茨城大学の就職先にも変化をもたらすことになる。

私のいる人文学部社会科学科の卒業生の就職先はバブ

ルのはじける以前は地方公務員，金融機関，教員など

が多かった。しかし，現在地方公務員になることは大

変難しくなっている。金融機関もピークから40％以

上人員削減が行われ，採用数自体が減少し，公務員と

読む習慣をつけてほしいと願っている。
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いだろうか。

たしかにたくさんの知識を身につけることも大切か

もしれないが，むしろいつでも身につけているものを

捨てることのできる力をもつことに私は憧れる。ただ

し， こんなことを言うとなんか格好よすぎるので，密

かに憧れるのである。

学部から
奉
胃教

教育学部教務委員長生越 達

教育学部とはいったいどのような学部なのだろうか。

教育学の専門性について考えてみると，わかったよう

で， よくわからないというのが，私の正直な思いであ

る。こんなことを言っていると，周囲の先生がたに怒

られるかもしれない。私は，実際に教職科目を教え･る

立場にあり， また教育学を専門としてきた人間だから

である。でも，私個人はこうした考え方を拭えきれな

いでいる。

その一因として，教育という事象のとらえどころの

なさがあるのかもしれない。この前まで総合的学習の

重要性について声高に言われていたかと思えば， いま

や基礎基本の充実が叫ばれるといったように，政策的

状況のなかで次々と課題が動いていってしまう。その

結果， こうした時代や状況の変化に上手につきあいな

がら実践をすすめていけることが教師の力量であるか

のようにも見えてくる。

だが，そんな器用な教師を私はあまり好きになれな

い。そして，密かに，一つだけ，つねに変わらない教

師の専門性があると考えている。それは，つねに学び

続けることのできる人間であるということである。そ

こにイメージされるのは物知りの教師ということでは

ない。優れた教師は， いつも古臭い自分を壊し，新し

い自分になることのできる人間だということである。

林竹二が「学んだことの唯一の証は，変わることであ

る」と述べているように，つねにそれまでの自分を壊

して新しい自分になる準備のできていることが，教師

には必要なのではないかと思う。

授業も然りである。自分の授業の流れに子どもたち

を閉じ込めてしまうのではなく，子どもたちが語りか

ける表現に耳を傾けて， そこに一緒に新しいものを創

り出していくような授業ができる教師を私はうらやま

しく思う。そこには教師の若さがあるのだと思う。若

さとは固定観念に縛られないで，次々と新しい世界へ

と自分を壊していける力である。この意味で，教師の

専門性とは，若くあり続けることだといえるのではな

理学部から

理学部教学委員吉田龍生

本年は， アインシュタインが世界観を覆す論文を提

出して百年目にあたることから，世界物理年2005

(http:"www.wyp2005.jp/)と称し，世界各地で記念行

事が行われています。 1905年に発表された論文の中

でも一番有名な，今では特殊相対性理論と呼ばれてい

る論文は，岩波文庫の一冊になっている程です。物理

学の論文そのものが文庫本化された例は他にないと思

います。まさに人類の知的遺産となっています。

ここでは世界物理年2005にちなんで，彼の教育観を

紹介したいと思います。特殊相対性理論は，百年を経

た今も，何一つ修正を受けることもなく，燦然とした

輝きを放っていますが，彼の教育に関する主張も， キ

ラリと輝くものがあると私は思います。皆さんは， ど

のような感想を持たれるでしょうか。

大学の教育は役に立たないというエジソンに対して,、

彼は「大学の教育の価値は，事実を数多く学ぶことで

はなく，教科書から学べないことを考えるよう頭を鍛

えることである」 （『アインシュタインは語る』より引

用）と語ったとされています。彼の考えは生涯一貫し

ていて，それから約30年後にもNewYorkTimesに『自

主的な思考のための教育』という短文を寄稿し，その

冒頭で「人にある専門を教え込むだけでは十分でない。

それによって彼は一種の便利な機械になるかもしれな

いが，調和を保って発達した個性はそれによっては，

育てられない。本質的であるのは，学生がもろもろの

価値についての理解とそれらに対する生き生きとした

感情を獲得することである｡」(｢アインシュタイン選集

3』より引用）と述べています。
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大学という場を，単に知識を教わる所と思えば色あ

せたものになるでしょう。私はj物事を自分で考えて

いく基礎を身につけている人のことを，専門家という

のだと思います｡大学は,教養課程の先には専門・修

士・博士という段階があります｡より先に進めば，専

門的な知識を吸収できるという面も重要だと思います

が，大学という場で頭を鍛えながら，単なる知識だっ

たものを生きた物の見方として捉えられるようになる

過程を経験することが，私は価値あることだと思いま

す。もっと効率よく役に立つことを教わりたいと思う

人もいるでしょうが,物事を考えるためにはｩ結局自

分で道を切り開いて行くしかなく，楽をして教わると

いう方法はないようです。こう言うと勉強はやっぱり

苦しいものだと思う人がいるかもしれませんが，勉強

は他人から強いられて勉めるものですが，学問は自分

から問い学ぶもので,似て非なるものです。講義など

で教わったことを関連付けたり，自分で本を読んだり

して深めたりしているうちに， 自分で考えながら学ぶ

楽しみを見つけ，夢は広がっていくと思います。

アインシュタインは先ほどの短文を， 「教えるとい

うことは， そこで提供されるものが辛い義務としてで

はなく,価値ある贈り物と見なされるようなものであ

るべきである｡｣と結んでいます。理想論ではあると思

いますが，久しぶりにハツとさせられる言葉でした。

工学部から

工学部教務委員長内藤久仁茂

前期の講義が終了して大学に入学したことの意義に

ついて改めて考えることができる夏休みの時期になり

ました。自宅通学生も下宿や学寮に寄宿している学生

も高校までとは違う自由を手に入れ，それぞれ自分で

生活を管理し，勉学していることと思います｡勉学で

も，大学受験を目標とした高校までの学習から開放さ

れ， 自分の意思で履修する科目を選び，学習計画を立

てる自由を手にできた反面，講義に遅刻したり，講義

を欠席したりしても誰からも注意されず，全て自分の

意思と責任に任されていることも十分わかったことで

しょう。私も，学生時代にある先輩から「大学」とは

「一入学」ぶところだから，講義やその他のことでわ

からないことがあったら， 自分で調べたり， 自分から

先生のところに質問に行かないと誰も教えてくれない

ということを教えられました。その当時は図書館に行

くことでさえ億劫であり， ましてや，先生の研究室に

伺うことなど思いもよらずにいました。ある講義が終

わった後，思い切って先生に質問をしたところ，説明

が長くなるので後で研究室に来るように言われ，おそ

るおそる友人を誘ってその日の夕方に先生の研究室に

出向いたところ，質問に対する説明をとても丁寧にし

て頂き，図書館にある書籍を紹介して戴くことができ

ました。この経験で，大学では「分からないことはま

ず他人に聞くこと」が大切であることを知ることがで

き，他の先生の研究室へもためらうことなく伺うこと

ができるようになりました。

現在工学部では, JABEEの認証を受けることを各学

科で検討しており，一部の学科ではその準備が進んで

います。この認証制度は，卒業生の質を保証すること

を目標としています。 JABEEの認証を受けると， 目標

達成のために，先生方は十分な準備をして講義をする

ことが求められますし，学生諸君も十分な準備（復習

と予習）をして講義に臨むことが求められます。講義

は，先生だけが熱心でも十分な効果を上げることがで

きません。学生諸君も熱心に講義を受けることが十分
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な効果を上げられる講義となる必須条件となります。

大学入試を目標としたこれまでの学習では，必ずお手

本があって，それを利用して「いかに早く，正確に」

問題に解答するかが全てでしたが，大学での勉学では，

「自分がどのように考えて」問題に解答したかが問わ

れるようになります。大学での講義は,講義に出席し，

聴講しているだけでその内容を理解できるものではあ

りません。 「分からないこと｣にはたくさん出会うこと

になるはずです。自分で考え，考えたことをまとめ，

それを分かるように人に伝えることを先ず身につける

ことが必要になります。折角手に入れた自由を「楽し

む」ためだけに使わずに， 自分の能力を高めるためや

眠っている才能を引き出すために使ってほしいものだ

壷
辰 学部から

フィールドワーク実習を中心とした

新たな農学教育プログラム

農学部附属農場小松崎将一

情報化社会の進展によりバーチャルな世界が広がり

つつある一方で， 「体験｣にもとづく教育のあり方が大

きな注目を集めている。体験して初めて理解できる，

という経験は誰にでもあると思う。直接経験し具体的

に物事を理解することで，興味がさらに深められ更な

る学びにつながる， という流れは，学生にとって自発

的な学習へとつながるものと期待される。

中央教育審議会答申「青少年の奉仕活動・体験活動

の推進方策などについて｣では，体験活動の必要性と

して「人，社会， 自然とかかわる直接的な体験を通じ

て，望ましい人格形成に寄与する」ことが強調される

など，体験にもとづく教育が学校教育のみならず社会

教育など多様な場面で注目されるようになってきたこ

とを指摘している。その背景としては，都市化や核家

族化・少子化などの進展により，地域の連帯感人間

関係の希薄化が進み，個人が主体的に地域や社会のた

めに活動することが少なくなっていることを危倶して

いる。

農学教育においては従来から，体験にもとづく教育

手法が重視され，附属農場を活用した｢農場実習｣が開

講されている。現在，農学部2年次の学生に対して水

田作，畑作，野菜作，果樹作，畜産など多様な農業生

産を広く体験させることで， これから学ぶ専門的な農

学の諸分野を総合的にかつどのように活用されている

のかについて理解を深めることを目的としている。

しかしながら，農学へ期待される役割が，従来の食

料生産に加えて，地域の環境保全や市民生活の質の向

上など多面化する中で，農学が地域社会へ直接的に貢

献する必要性が注目されてきている。この中で，平成

17年度現代的教育ニーズ取組支援プログラムで選定

された「自然共生型地域づくりの教育プログラムー都

市周辺の荒廃農林地再生に向けた農学教育の新展開

とつくづく思うこの頃です。
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－」は，都市周辺地域で生じている農林地利用の衰退

や荒廃農林地の拡大などの諸問題に対処する人材と地

産地消等の新しい地域づくりに貢献できる人材の育成

をめざした農学教育プログラムの整備と展開を図る取

り組みである。そこでは，地域が直面するさまざま課

題解決にむけた体験および実践を取り入れたフィール

ドワーク実習をあらたな教育プログラムの基本におい

ている。

大学教育と地域社会との乖離が叫ばれて久しい。し

かしながら，地域社会は至るところに豊富な教材を潜

ませており， これらの無尽蔵の教材を発掘して学生の

経験を豊かにし，望ましい人格形成のために積極的に

活用すべきである。OIsenが｢島の学校」 (Theschool

ofisland)と｢生活の本土｣(TheMa皿andoflife)との間

に｢十の橋」 (TheBridges)をかけようとしたように，

今,大学教育においても地域への積極的な働きかけを

その教育プログラムに取り入れていく必要性が高まっ

ていると考える。

鎧

ことと，他学部の人と仲良くなれたからだと思います。

私は， 「教育」ということに前から興味があり， それ

に関連する講義をいくつか受講したのですが，それぞ

れの講義で違った視点から「教育」を見ることができ

ました。もちろん，講義内での「教育」の扱い方も違

うのですが，一緒に講義を受けていた人たちの持って

いる意見もそれぞれ違っていて，多くの意見を聞くこ

とができ， 良い刺激になりました。

今後，専門的な科目を学んでいくとき，そして，社

会に出てからも様々な視点から物事を見ることや視野

を広く持つことが大切になります。教養教育は， そん

な広い視野を持つために， とても重要な役割を果たし

ていると思います。だから， これから受ける教養科目

では， より多くの意見に積極的に触れていきたいと思

います6

吉田知未（理学部1年）

1年である私の時間割のほとんどを占めている教養

科目。入学したばかりの頃は，必要な講義であるとは

わかっていても，少しでも早く専門的な科目をメイン

に学びたいと思っていました。でも教養科目の講義で，

物事を今までとは違う視点から見ることができたと思

います。

入学前の私は，教養教育というものをよく知らな

かったので，大学に入ったらずっと学びたかった数学

や理科など理系科目が授業のほとんどになると思って

いました。しかし，実際1年生の授業のほとんどは

教養科目で, しかも教養科目には必ず履修しなければ

いけない社会科にあたる講義が含まれていると知り，

正直がっかりしました。というのも社会科全般，私の

苦手科目だからなのです。しかし，大学では自分の履

修したい講義を選ぶことができ，今までと違い，始め

ての社会の講義なのに!楽しい!と思えました。今回楽

しめたのは， きっと， 自分の興味のあることが学べた
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たし。

私が教養教育に対してどうしても不満に思ってしま

うこととして，講義の数が少ないことを挙げます。競

争率が高すぎて受講をあきらめた講義もありました。

なるべくなら希望する講義を受けたいと思います。

最後に,教養教育は幅広い知識を学ぶこと，社会に

出る前の予備知識を学ぶことであると思います。私が

文系の科目，専門以外も学びたいと思う理由として，

今までの知識で社会に出ることに不安を感じるから，

があります。この不安はまだ解消されていませんが，

教養科目を履修して多少は軽くなりました。幅広い知

識を学ぶことは，社会に出る前段階にある身として必

要なことだと思います。

中山実樹（工学部1年）

私は，教養科目を学ぶことができる茨城大学に入学

できてよかったと思っています。

進路選択では理系を選びましたが，文系の科目ももっ

と学びたいと思っていましたし，茨城大学の教養教育

は文系，理系に関係なく，様々な分野の講義を選択す

ることができるからです。

また，私は，教養教育を行う目的は分野に関係なく

幅広い知識を身に付けることだ， と思っています。辞

書を引いたところ「教養」とは， 「一定の文化理想を

体得し， それによって個人が身に付けた想像的な理解

力や知識」とあります。その意味からいっても，様々

な分野の講義が選択できる茨城大学の教養教育は， 目

的に沿っていると言えます。

しかし，教養科目の講義は文系，理系に関係なく全

ての学生に分かるように展開されるため， もっと専門

的なところまで学びたいと思う人も出てきてしまいま

す｡私も物足りないと思う講義がありました。が, そ

こから先は専門的な講義に期待することにして，少し

我慢するしかないのかなと思いました。これ以上専門

的になったらついていけないと思った講義もありまし

’
そして二つ目は，担当教員を選べるということであ

る。というよりも， 自分が興味のある分野を自分で選

択することができることである。そのために， 「自分

はこの分野に興味がないからつまらない」と思うこと

で授業の受け方が消極的になることはなく， 「もっと

学びたい」といった，授業に対する積極的な姿勢が生

まれやすい。そしてこの積極的な姿勢こそが，充実し

た大学生活を送るために必要なことではないだろうか。

この主題別ゼミナールでは，大学生活において必要

とされることを学ぶことができる。しかし， この授業

の受講期間は半期のみである。効率的な物の考え方や

人への伝え方を身に付け，定着させるためには， この

期間はあまりにも短い。確かに学部・学科によっては

2年次からゼミに入り，教員から直接的な指導を受け

るものもあるが， そうでないものもたくさんある。で

田亜季（人文学部2年）高

自ら考え動く， ということが求められている大学生

活において，主題別ゼミナールを受講することはとて

も重要であると考える。

この主題別ゼミナールは，学期末にレポートを提出

することを目標とし， より効率的に自分の考えをまと

める方法や人への伝え方を学ぶことができる。そして，

その利点は大きく分けて二つある。

一つ目は，少人数制のクラスであるということであ

る。人数が多いクラスだと，教員から一人一人へ直接

指導がなされることはまずない。一方，少人数制のク

ラスではそれが可能となり， どのような点がいけない

のか， どうすれば改善できるのかが分かる。それに

よって， より高い学習効果が得られるのである。

－482－

Voice－私にとっての主題別ゼミナールー



1aam,zu｣laM31

いくにつれて少しずつできるようになっていった。そ

れは，他の人の意見を真剣に受け止め，話し合ってい

く雰囲気が出来上がっていた証拠であると思う。

このように，ゼミの授業は，学科のメンバーがお互

いのことを理解するきっかけとしての役割も果たすも

のであった｡また，担任の先生との信頼関係を築く機

会にもなったと思う。そして何より，主題別ゼミナー

ルの授業を通して学んだり考えたりしたことは，教師

を目指す自分にとっての糧となり； :今後の大学の授業

やレポートを書く際にも役立つであろう。この経験を

活かし，自ら追及することを大切にしていきたいと思

きるだけ早い段階からこのスキルを自分のものにし，

大学生活の集大成である卒業論文を完成させることが

理想であろう。そのためにも,今後， この主題別ゼミ

ナールという授業が，半期だけではなく持続的に受講

できるようになることを，私は強く望む。

塩入亜紀子（教育学部2年）

私が受けた主題別ゼミナールの授業は，教育につい

て考えるという，学科の特色を活かしたものであった。

人数も同じ学科の級友17名と少なかったため，授業の

雰囲気も早い段階で良いものに出来たといえる。特に

ゼミの内容はというと，それぞれが選んだテーマにつ

いてさまざまな資料を用いて調べ， レジュメを用意し；

それに基づいて発表するというものであった。実際

私にとって大学に入って初めて自ら調べ，追求すると

いう環境であった。私が設定したテーマは, 「スクー

ルカウンセラーの導入について」というものであった

が，ほとんど知識のない状況から始まり，調べるのに

も苦労をした。行き詰った際には,先生がアドバイス

をくださり納得のいくものに仕上げることができた。

発表する中では， 自分の思うように行かないことや，

質疑応答の際に相手の質問に対し， うまく答えられな

いこともあった。しかし，そういう不安や失敗は，他

の発表者にも言えることであった6大切なのは，それ

を振り返り，次につなげていくことである。発表の終

わりには，他の学生からの評価や感想が書かれたカー

ドを受け取ることになっていた。もちろん良い評価だ

けではなく，悪い点も書かれていた。言ってみれば，

悪い点の指摘の中にこそ， 自分の考えの至らないとこ

ろや気付かなかったことに目を向けるポイントが含ま

れていて，真剣に発表を聞き考えたからこそ言えるこ

とだと思う。

ゼミでは，発表するのはもちろんだが，他の学生の

発表を聞く中から学ぶことが本当に多い。それぞれの

発表を通して；それまで自分が教育に関して知らな

かったことや誤解していたことに気付くことができた。

自分の考えをみんなの前で発言することは， 自分に

とってとても勇気のいることだったが，授業が進んで

ア

つ。
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’
が，それが少しの外国語の知識からもたらされたもの

とすれば，本当に十分な見返りを受けたといえる。そ

して，更にそれから10年ほど経って5年ほど前に，

ブルガリア航空が破産して，東京の支局がなくなった

ということを聞いて，やっぱりね．当然ですね， と

思った。ブルガリア鉄道もブルガリア経済も破綻した，

と聞き， いまごろになって， その経験したことの意味

を理解した次第である。経済学を勉強していたなら，

更に何か重要なことが理解できて，貴重な経験ができ

たと思うと,今になって，何か重大ことを失った，知

らないでいたのではないかと感じる。それゆえに,授

業を聞いてなかったことをしごく残念に思う。勉強し

たほうがよさそうと永く思いつつなかなか取りかかれ

ず，できない｡教養を役に立つとか役に立たないとか

で決めては，議論してはならないと思うし，人間の生

命の期間で考えるべきだと思う。設置基準(大綱化前

の）はよくできていたと思う。思えば不幸があり，悲

しみに打ちひしがれたとき，専門科目の授業で教えら

れたことに心が癒され，立ち直れたかと言われれば，

そんなことなどなかったといってよい。心身健康のた

めのスポーツが，音楽が，文学作品がそのためにどれ

ほど役に立っているか計り知れない。そして，そんな，

こんなことが経験と知識になって，偏見なくよその国

の人と接することができて， 自分の理解できる世界が

広がってい‘くのを実感できるということなのでしょう

か。

理学部 野勝男局

教養かと言う人はいるけれど私自身はずっと昔に聞

いた教養科目の授業が役に立たなかったと思ったこと

は一度もない。学生のとき，英語ドイツ語以外に，

ロシアの勉強のためにとロシア語を聞いた。たしかに

卒業後永く， ロシア語の文献を読まなければというこ

とは，あまりなかった。しかしながら，その知識は，

それから約20年後に大きな機会を私に与えてくれ

た。それは，ブルガリアでの国際研究集会に一人で出

かけることになったからである。主催者から， ロシア

語の市内地図を送られてきた時，会場と鉄道駅からの

道路が理解できたことは， 出かける意欲を与えてくれ

るには十分だった。Moskowで1泊, Sofial泊， そし

て汽車に2時間乗って目的地まで，そして帰りと，往

復の旅行の時に，昔勉強したロシア語を少ししか覚え

ていなかったが， とても役立ったことを思い出す。お

そらく， ロシア語の勉強をしていなかったら，旅行に

不安を感じて，行けなかったと思う。ブルガリア共産

党政権から民主政権にかわったばかりのときで，お店

でたべもの（ヨーグルトだった）を買ったときなど，

つり銭を投げてよこされたことを思いだす。また，空

港の女性職員にはタバコを口にくわえて，吸いながら

の横柄なひどい応対を受けた。さらに，汽車の中では

車掌に未開の国からきた黒人のように扱われた。 日本

など中国の一部ぐらいにしか思っている外国人がたく

さんいるのだから，そのような状況になったのだろう。

こんな国に2度と来るもんか， と思ったが，それでも，

それに懲りることなく，その後3度訪れてしまいまし

た。結局のところ，親切に対応してくれる人々，偏見

にみちた対応の人々が同じくらいいたということ

でしょうか｡それは親近感，懐の深さに依存している

といえると思う。やはり，すこしでもロシア語を習っ

たということが親近感と関心をいだかせ，旅行をしや

すくし，役に立ったということであろう。旅の最中に

多くの人の親切な援助を受けて，言葉にあらわすこと

のできない経験をし，得たものは大きいことであった

鰯

平成17年10月

茨城大学大学教育研究開発センター

水戸市文京2-1-1

029(228)8416（学務課教養教育係）

発行日

発行者

－484－

教養教育古今東西



ﾛプルムラ

a
●茨城大学・大学教育センター

ニュースレター地32

“教養"は人間としての幅や高さや深さを測る物差し
－茨城大学への入学を祝って－

学長菊池龍三郎

平成18年度茨城大学新入生の皆さん、入学おめでとうございます。
本学を代表して心からお祝いを申し上げます。
さて、日本経済は長い低迷を脱してどうやら本格的な好況期に入
り始めたと言われるようになりました。しかし、この十数年で日本
社会は大きく変わりました。グローバル化が進み、産業から教育に
至るまでの様々な分野に新しく 「世界基準」が入ってきました。こ
れから大学で学ぶ皆さんは、まず世界に通用する資質・能力を持つ
ことが期待されています。たとえば、これからは外国語、中でも国
際共通語としての英語の読み・書き・話す。聰く力は必須です。本
学は社会に出てから役立つ英語の基礎を身につけてもらうために、
全学的に「総合英語プログラム」を実施しています。ぜひ新入生の
皆さんには卒業後のことを考えて、しっかりと学んで下さい。昨年
度からは交流協定校であるアメリカのイースターン・ワシントン大
学等への短期の語学研修も始まりました。
この十数年間のさらに大きな変化のひとつは、社会のあるゆる分

野でIT化が進んだことで、今や金融・資本・物流の相当部分はネ
ット上で取引されるようになりました。それは新たに様々な問題
を生み出していますが、本学は、社会全体がIT化する中でしっかり
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と活躍できる情報技術の基礎と倫理を育てたいと思います。
これからの社会では社会性やコミュニケーション能力もますます必要になります。学生の皆さんにはイン

ターンシップ等にも積極的に体験して頂いたいと期待しています。
もうひとつ、皆さんには、 自分の“教養”をつくる努力をして欲しいと思います。 “教養”とは何かは難しい

問題です。しかし、ただの物知りをつくることでも、クイズ番組で素早く次々と難問に答えていく回答機をつく
ることでもありません。確かなことは、 “教養”と言われるものによって、その人の人間としての幅や高さや深
さを測られてしまいかねないものだということです。皆さんがこれから学ぶ教養教育は、実に皆さんの人間とし
ての値打ちをつくるものと言って過言ではありません。
これは大企業で長らく新人の採用に関わってきた数人の人事担当者の話です。ほぼ共通して、面接ではほんの

十分間も話すと、その学生がどの程度の中身があるかはすぐに判る、特に読書量がどれくらいかですぐ判別でき
るとのことでした。様々な分野の読書を辛抱強く続けてきた人は、先ほど述べたように、人間としての幅や高さ
や深さがあると、従って可能性があると思ってしまうと言うのです。教養をつくる方法は色々考えられるけれど
も、その意味でも系統的そして継続的な読書は欠かせないと思います。
ではどういうものを読むか。これについては歴史的にも色々な試みがなされてきました。たとえば大分昔の
話ですが、アメリカの伝統的な大学では欧米の古典から人間形成に不可欠と思われるものを選りすぐった
"GreatBooks"を読ませようとしたこともありました。本学ではどうか。もちろん古典もありますが、幅広い分
野の読書に皆さんを誘うことを考えています。ぜひ在学中に目標を立てて、たくさん本を読んで欲しいと願って
います。

最後に皆さんには、困ったことがあってもひとりぽっちだと思わないで欲しいのです。友人同士の交友はもち
ろんのこと積極的に先生方の研究室を訪ねて下さい。本学では誰もが皆さんの学業・生活等すべての面で相談に
乗るオフィスアワーを設けています。困ったことがあったら事務スタッフにも気軽に相談してみて下さい。 「な
んでも相談室」もあります。何よりも、心を許し合える友人をつくって下さい。学業の中ででもいいし、クラブ
活動を通してでもいいのです。いい友人ができたら、それだけで大学生活は半分成功です。
皆さんのこれからの本学での学生生活が充実したものになるよう心から願っています

－485－
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"茨城大学において、教育力の進化は止められない!”

な専門領域の本学教員が教養教育に携わり専門教育と

の連携を一層深めることで、本学における教育の質的

向上に寄与して参りました。しかしながら、発足から

ほぼ10年の経過は、教養教育の枠組みや担当体制等に

おける様々な問題点も同時に析出させ、年々その顕在

化が目立つようになりました。加えて「ゆとり教育世

代」の入学や「全入時代」の到来で加速するであろう

学生の多様化、あるいは法人化がもたらす新たな課題

等が山積し、 これまでの教育体系は大きく軋み、本学

としての早急な対応が迫られております。そんな状況

の中、本学では顕在化した問題点の解消を進めるとと

もに、今後求められる大学における初等教育（基礎教

育＝教養教育と接続教育）の一層の充実を推進するた

めに、 これまでのセンターを改組し、その実施体制を

強化した新たな「大学教育センター」が設置されるこ

とになりました。

まさに皆さんが入学された今年は、新たな大学教育

センターの下で、専門教育と有機的に連携した基礎教

育が展開され、本学がこれまで培ってきた教育力が更

なる飛躍を遂げることで、皆さんの期待を裏切らない

教育が提供できると確信しております。

では皆さんが充実した大学生活を過ごされることを

心から祈念しております。

大学教育センター

センター長阿久津克己

新入生の皆さん、ようこそ茨城大学に！

皆さんのご入学を心から歓迎いたしますとともに、本

学を選ばれた“確かな目”に敬意を表します｡皆さん

が大学に入られて最初に学ぶ教養教育は、 これからの

大学生活をより一層充実したものにするとともに、卒

業後の社会生活を悔いなく生き抜く術を提供する思い

のほか重要な役割を担っています。本学ではその重要

性を鑑みて、これまで教養教育の一層の充実を求めて

様々な改善に心血を注いで参りました。今年度からお

目見えする「大学教育センター」は、その証ともいえ

ます。ではその経緯を簡単に紹介いたします。

これまでの大学教育研究開発センターは、平成8年

に本学における教養教育の更なる充実、強いては大学

教育発展の一翼を担うために、 「4年一貫カリキュラ

ム」と「全学出動体制」を旗印に教養部を廃止して発

足した機関であります。発足以来、学際的な概念を取

り入れた総合科目や学生自身が主体的に取り組む主題

別ゼミナールを教養科目として開講し、その後習熟度

別教育を取り入れた総合英語や接続教育の導入など、

教養教育にタイムリーな内容を織り込む一方で、様々

とができるでしょう。茨城大学ではこれらの状況をふ

まえ実践的コミュニケーション能力の育成を目指した

「総合英語プログラム」を昨年度より全学部に導入し

ています。

「総合英語プログラム」は，英語の4つの技能

(reading,writing, listening,speaking)を総合的に習

得する4技能習得型の授業と各学部の専門教育に必要

となる英語能力との橋渡しを目的とした学術用英語

(EAP)からなり，入学後の英語実力テストの結果に

より習熟度別の5段階クラス編成がなされます。特に

4技能習得型の授業では， これまで学習してきた英語

による受容能力(receptiveskills)の定着を図りながら

発信能力(productiveskills)にも力点を置き，使える英

語力の育成を目指しています。また， コンピューター

を利用した英語の自主学習プログラムも導入しており，

英語科目専門部会長小林邦彦

近年インターネットの普及などITの伸展に伴い経

済・社会等のグローバル化が加速され， 国際的共通語

となっている「英語」のコミュニケーション能力がま

すます求められるようになってきました。それはリス

ニングテストがセンター入試へ導入されるなど進学や

就職に英語能力を重視する教育機関や企業が激増して

いることからも明らかです。また昨年度のある統計に

よると主要企業のうち新入社員採用時にTOEICなど

の英語力テストのスコアーを考慮するものが59.2％，

今後考慮予定が20.6％と主要企業全体の8割近くが実

践的英語力を要求してきています。従いまして，英語

はもはや授業の1科目ではなく大学卒業後社会人とし

て自分の可能性を広げるための道具としてとらえるこ
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英語を多面的に学習できる環境を整備しているところ

です。

この総合英語プログラムの授業に積極的に参加する

ことにより「世界へアクセスする能力」 「グローバル・

リテラシー」 （国際対話能力）を養い， 自分の可能性

を切り拓いていきましょう。

なかの成功者のひとりが、清掃の下請け会社を4社も

経営する社長になったため､そこで仕事を紹介しても

らえるのだという。さらには、ダロワイヨという日本

にも銀座に支店のある高級食料品店のチョコレートを

パリの郊外、 コロンブの工場でつくっている人たちも

いた。

調査を終えて帰国便の経由地フランスに戻ったあと

に、この花の都パリの清掃をする人たちが、遠くカイ

ユから来ているサラコレの人たちなのだ、とため息を

つきながら、ダロワイヨでチョコレートを買ったこと

は言うまでもない。サラコレ語は修得したという域に

は達しなかったけれど、フランスを代表するチョコレ

ートの向こうに、遠くアフリカのカイユから出稼ぎに

来ている人たちに想像力を働かせることができるよう

になった。

言語を学ぶという行為は、まだ出会ったことのない

人、もしかして一生出会うことのない人のことを想像

できるようになるということかもしれない。

みなさんも新しい言語を学ぶことで、想像もしなか

った世界への想像力を養ってみませんか。

未修外国語専門部会稲葉奈々子

新しい言語を学んでみませんか

－チョコレートの向こうに世界をみる方法

「宇宙船アポロが月に着陸したとき、そこにはす

でにサラコレがいた｡」こういわれるほどに､西アフリ

カのマリ共和国のエスニック集団のひとつ、サラコレ

の人たちは多数の移民を世界各地に輩出する集団とし

て知られている。マリの首都バマコをモーリタニア方

面に500キロほど北上したセネガル国境の近くに広が

るカイユ地域がサラコレの故郷である。

そんなサラコレの人たちのなかで、旧植民地宗主国

フランスに出稼ぎに来ている人の家族の調査をするた

め、昨年末にバマコを訪れた。もっともよく使用され

ている現地の言葉はバンバラ語だというが、そうはい

っても公用語はフランス語である。たいして苦労せず

にインタビューできるに違いない。

この私の目論見ははずれた。フランス語が通じるの

は現地の高学歴層ぐらいで、フランスに出稼ぎに行く

層のほとんどはフランス語をほとんど話すことができ

なかった。フランスに子どもが出稼ぎにいっているお

ばあさんたちのなかには、バンバラ語もダメで、母語

であるサラコレ語しか話せない人もいる。そんなわけ

で、私は毎日バンバラ語とサラコレ語を学習すること

になった。

新しい言語を学ぶとき、あなたはどんな基準で選ぶ

だろうか。 「就職に有利になるような言語、それに加

えて外国語検定で資格が取得できる言語のほうがいい

かも・ ・ ・。」そういう選択の仕方もあるだろう。私

も正直いって、バンバラ語はマリにおいても一部でし

か通用しないから、時間と労力をかけてもコストパフ

ォーマンスが悪いと思っていた(今も思っている)。ま

してサラコレ語・ ・ ・・

とはいえ、フランスに出稼ぎに行っているマリ人の

多数派はサラコレである。 インタビューでフランスで

の職業を聞くと、パリ市の清掃職員という人が多かっ

た。パリの町や駅を早朝と深夜に緑色の作業着姿で掃

除をしている人たちである。出稼ぎをしたサラコレの

健康・スポーツ科目專門部会長

勝本 真

新入生のみなさん、入学おめでとうございます。

茨城大学の新しい生活は順調でしょうか、それとも

思いの外、大変な毎日を過ごしているでしょうか。毎

日の生活の中で、みなさんはどれだけ自分の身体に気

をつけて過ごしていますか。健康・スポーツ科目は、

みなさんの身体に着目した授業です。

健康・スポーツ科目は、前期か後期のどちらかを選

択し、週一回の授業を15週実施して1単位取得できま

す。これを1年次、 2年次でそれぞれl単位ずつ取得し

て、合計2単位を取得しなければいけません。授業を

受ける曜日・講時は、学部・学科・学年によって指定

されていますので、間違いのないように受講してくだ

さい。開講されている種目は、高校の保健体育とは違

って野外活動やウォーキング、サッカー、テニス、 ソ

フトボールなど様々な球技と幅広い種目を準備してい

ますので、新たな運動にチャレンジしてもらいたいと

思います。 しかしここまでの話の中で、体力の向上、

運動技術の習得が授業の中で一番の目的ではないかと

考える人が多いかもしれません。しかし授業では、上

手い下手があまり重要ではなく、スポーツを通してい

かに自分の身体と向き合って、 自分の身体を理解する

かが大切になります。また様々な人達とスポーツを通
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や倫理規程も学ばないと大変危険なものになってしま

います。是非、情報関連科目を受講して、 これからの

生活で切り離すことができない「情報リテラシー」を

学んでください。先生やティーチング・アシスタント

に気兼ねなく疑問点をぶつけて、 自分にとって本当に

役立つリテラシーを身に付けてください。皆さんの積

極的な姿勢が必ず新たな充実した世界を切り拓いてく

れることと思います。情報関連科目を担当している教

員一同大いに期待しています。

して接しますので、 コミュニケーション能力も大切に

なってきます。週一回の身体を解放する限られた時間

ですので、どんどん積極的に参加しましょう。

高齢化した日本の社会で、社会人として当たり前の

ように健康的な生活を送ることが大切になってきます。

しかし現実には、あまり身体を使わずに生活できるよ

うに、現代社会が進歩しています。そのような時代だ

からこそ、 自分の身体としっかり向かい合うことが、

大学時代に必要だと思います。親元を離れ生活して初

めて親の有難さがわかるように、けがや病気をして初

めて健康の有難さを痛感します。健康的な生活習慣の

育成に運動は重要な要因であり、 この授業で学ぶ健康

やスポーツに関する様々な知識を十分活用して、 自分

自身の健康的生活を大学時代に築いてもらいたいと思

います。

人文科目専門部会長堀口育男

新入生の皆さん、合格おめでとう◎

皆さんは、大学に入り、今までの「勉強」 （特に受

験勉強）とは違う、 「学問」を学ぼうと期待に胸を膨

らませているのではないかと思います。大学では、本

格的に専門の分野に進む前に、 まずは、教養科目を中

心に学ぶことになります。その教養科目の1つの分野

として、 「人文」の分野があります。 「人文」という言

葉は、あるいは、大学に入るまでは、あまり聞きなれ

ない言葉であったかもしれませんが、簡単にいえば、

〈人間を中心とした分野の学問の総称＞とでも言うこ

とができるでしょうか。具体的な学問分野で言うと、

哲学、心理学、歴史学、比較文化論、文学、言語学、

芸術、 コミュニケーション論などが含まれます。皆さ

んは、こうした学問分野の授業の中から、 自分の興味

関心に合わせて、選択・履修することになります。

ところで、一体、なぜ私たちは「人文」の分野の学

問を学ばなくてはならないのでしょうか。人文の分野

の学習内容は、たとえそれを知らなくても、実生活上

は、それほど不都合を感じないものが多いことは、事

実です。では、何のために「人文」の分野の学問を学

ぶのでしょうか。

ここで、一つの職えを出したいと思います。皆さん

は、旅行をすることがあるでしょう。何人かで同じ場

所を訪れ、同じものを見たとしても、そこで受ける感

動、感銘、感想は、決して同じではありません。何に

興味を持つか（持たないか)、何に感動するか（しな

いか)、実は、ひとりひとり全部違っています。たとえ

ば、ある古戦場を訪ねた場合、歴史的知識がない人に

とっては、そこは唯の野原にしか見えないかもしれま

せん。しかし、歴史的知識がある人にとっては、それ

は口に言い表せないほどの面白い景観なのです6しか

し、一口に歴史的知識がある人と言っても、漠然とし

た暖昧な知識しかない人と、深い造詣がある人とでは、

情報関連科目專門部会長

鴻巣眞二

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。前

途の未知なる体験に不安を感じつつも希望に胸を膨ら

ませているのではないかと思います。今までとは違っ

て自己責任のもと、 自分で判断して新たなことに自ら

の力で切り拓いていかなければなりません。

教養科目のなかには、情報関連科目が用意されてお

ります。授業で学ぶことは、一人一人に割り当てられ

たコンピュータを実際に使っての基本操作習得からソ

フトウェア使用法、ネットワークの仕組みの学習等を

通じて有益なコンピュータ利用技術を身につけること

を目的としています。授業は、一方向で受動的な授業

ではなく、実技を通して自らが学ぶ点が大きな魅力で

あり特徴です。

既に皆さんはこれまでの生活から、 この社会が急速

に高度情報通信社会へと変わってきていることを実感

していることと思います。コンピュータが発明されて

からわずかに半世紀しか経っていないのに、あらゆる

産業および機器に重要な役割を果してきています。仕

事の進め方もデジタル化によって近年随分と変わって

来ています。したがって、大学を卒業して社会に巣立

つときに、当然身に付けているべき能力として、 コン

ピュータを使いこなし、情報やデータを処理してプレ

ゼンテーションできる、いわゆる「情報リテラシー」

が必要とされています。一方、 インターネットはイン

タラクティブな双方向メディアであるため､情報を一

方的に受け取るだけでなく、 自分の情報をも発信でき

るので、ネットワーク利用上のマナー（ネチケット）
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感動の程度は、全く違ってくることはいうまでもない

でしょう。以上のことはあくまで一例ですが、同じも

のを見、同じものを聞き、同じ体験をしても、ある人

にとっては少しも面白くないものが、別の人にとって

はかなり面白く、さらにまた別の人にとってはこの上

なく面白い。この差こそ、まさに「教養の差」なので

す◎ですから、 「教養」が豊かな人ほど、世の中に面

白いことが多いということもがきるでしょう。人文の

分野の授業はこうした教養を身につけるには、大いに

役立つのです。このことは、ひいては豊かな人生を送

る上で、大いに役立つと言えるのではないでしょうか。

これで人文の分野の授業の価値を言い尽くしたわけで

はありませんが、紙幅の都合もあり、一端を述べまし

た。皆さんの意欲的な受講を待っています。

ないことを認識するのは、ずっとおくれるとのことで

す。また、銀行が預金を集めてそれをより高い利子で

貸出し、そこから利益を得ているのだというところま

で分かっているのは、大学生でさえ半数程度だったと

のことです。このような現状を踏まえて、授業を担当

する教員の側でもレベルを落とさずに分かりやすくな

るように工夫を凝らしておりますが、受講者が、漫然

と受け身的に授業に臨んでいたのでは所期の効果は発

揮されません。ぜひとも各授業科目のシラバスに記載

されている「履修上の注意」をよく読んで、指示され

たことは実行してほしいと思います。そうすることで

苦手意識を取り去ることができるはずです｡

最後に、近い将来を見据えて、教養科目の役割を確

認しておきましょう。シラバスには「社会のリーダー

として必要な能力を育てるための」科目であることが

調れております。とりわけ、われわれが生活している

社会を客観的に把握し、抱えている問題を的確に認識

できる能力は、今後ますます必要とされるでしょ

う。今春入学した諸君が卒業を迎える頃には、国民

が刑事裁判に参加する「裁判員制度」が始まっている

はずです。これは国民の意識に大きな変化を呼び起こ

すような気がします。国民誰しもが裁判員に選任され

る可能性が生まれたのです。この場合必要とされるの

は、高度な法律的知識ではなく、むしろ社会や出来事

を客観的に認識する能力ではないか思いますdそのよ

うな能力を身に付けておく意味合いからも、新入生諸

君には、 「社会の分野」の科目を意欲的に「指定され

た単位数以上」履修してほしいと願っております。

社会科目専門部会長佐藤惠一

どのような学問分野を専攻するにせよ、本学を卒業

するためには教養科目を26～42単位修得しなければ

なりません◎このうち分野別教養科目 （分野別科目）

と区分されている科目を6～10単位を修得する必要が

あります。この分野別教養科目 （分野別科目）には、

「社会の分野」と区分された授業が用意されており、

その中から学部・学科等で定められた一定の単位数を

修得する必要があります。この分野の授業では、一般

に社会科学と呼ばれる学問分野が取り扱うさまざまな

社会現象の解説を受けたり、その研究方法を適用した

社会の仕組みを解明するためのプロセスを垣間見たり

することになるでしょう。

ところで、社会科学を専攻する学生は別としても、

高校段階から社会系科目に苦手意識を抱いている学生

が多いように見受けます。また、入試における受験科

目の多様性も影響して、大学入学前の社会系科目の学

習歴にバラツキがあったり、特定科目の履修に偏った

りしている現実があります。このような状況に対応す

るため、本学の分野別教養科目は、 「原則として所属学

部の専攻分野によらず理解できる内容」となるように

種々工夫されております。とは言え、社会の仕組みは

それ自体としては目に見えないし、直接手に触れてみ

るなどできないものです。例えばわれわれは資本主

義の仕組みの中で生活しているのですが、それが実際、

どのように動いているかを理解することはそう易しい

ことではありません。小学生の素朴概念の調査でも、

お金を預けると利子が貰えることはよく知っている

が、銀行からお金を借りると利子を払わなければなら

自然科目専門部会長川田勇三

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。

皆さんの中には、将来に対し既に明確な目標を持っ

ている人、 これから自分探しを始める人まで色々いる

ことでしょう。大学は自然、人間、社会などについて

講義・演習・実習などを通じて、最後にまとまって学

ぶ場所です。今はどんな段階であってもよいと思いま

すが、よりよい人生を考え、選び取って行く上で、 こ

れら授業は大いに役立つ筈です。

さて、教養分野別科目 「自然」には以下の二つのタ

イプがあります。

［分野別教養科目］理系でない学生に対し、周辺諸科

学としての自然科学を紹介し、 自然に興味をもっても

らうとともに、 自然科学的なものの見方・方法等を身

につけていただくためのものです。六つの分野に分か
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ます。歴史とともに分析は進み、細かい分野は、どん

どん増えてきました。

ただし、分析するばかりだと、多くの分野が生まれ

る一方で、全体としてのまとまりが薄くなっていく可

能性があります。そこで、総合することも必要になっ

てきます。別々の分野を組み合わせてみることも、大

切なのです。

じっさい、世の中の問題には、一つの分野の成果だ

けでは解決できないものが多くあります。たとえば、

環境問題に対しては、複数の分野の協力が必要です。

また、その影響も、多面的で全地球的です。

つまり、 タテの方向に深めていくのが専門だとすれば、

ヨコの方向に広げていくのが総合だといえます。総合

科目も、 ヨコに広げていくこと、つまり、複数の分野

の「つながり」を目指しています。

そこで、総合科目では、専門分野がちがう教員たち

が担当する講義や、学外の講師に来てもらう講義もあ

ります。学外の講師は、他大学の先生だけでなく、た

とえば芸術関係の方だとか、いろんな人が来られます。

こうした講師も、何らかのつながりがある人たちです。

さて、わたしは、 自分とは別の分野の先生方と話すこ

とがよくあります。おたがいに専門はちがいますが、

話していると、 「おや， そうなのか」と思うことが、

たびたびあります。相手の先生も、たぶん同じでしょ

う。

じっは、どんなに関係ないと思っている二つのこと

にも、よく聞いたり見たりしていると、重なってくる

部分、つながりあう部分というのがあります。そして、

その発見は、 自分の専門にとってもヒントになること

が多いのです。

皆さんには、総合科目をとおして、いろいろなもの

の間にあるつながり、そしてまた、一つのものでも、

さまざまな見方ができることを感じてもらいたいと思

います。これはつまり、頭を柔軟にすることといえま

しょう。そのためのお手伝いができれば幸いです。

れていますが、いずれも、 (1)対象を認識／分析するた

めの基礎的方法論としての特徴・有用性、 (2)生活、社

会、環境などとの関わり、 (3)課題、などが理解できる

ようにします。

これまで授業アンケートではやや評価の低い授業も

みられましたが、今年度は、身近な素材を選び、より

分かりやすい講義になるよう、改めて申し合わせまし

た。生命、環境などを取り扱った授業に人気が集まる

傾向がありますが、人間や社会との関わりという面で

は、他の分野も同じように重要です。片寄らずに学修

してください。

［分野別基礎科目］理系学部学生に、専門の最も基礎

的部分を学修してもらうものです。今年度からは、工

学部・農学部向けの数学（微積分）の接続授業を強化

したほか、物理学（力学）でも新たに接続授業を開始

しました。習熟度を調べる試験を受けてもらった上で、

指定する方に受けてもらう授業ですが、苦手な方は、

これらの授業の主旨を活かして、標準的なレベルまで

是非前期で追い付いてください。なお、これら授業と

は対照的に、微積分が得意でよりその力を高めたい工

学部学生に対しては、微積分の上級クラスも用意され

ました。

自然科学の方法を知り、 自然科学的なとらえ方がで

きることは、物事を総合的にとらえ、課題に迫って行

くためにはどんな分野でも必須です。皆さんの受講を

まっています！

注：理学部では、分野別科目の自然にあたる科目は、

専門科目として提供されています。理学部学生は履修

出来ません。

総合科目専門部会長関 友作

教養科目には、いろいろな種類の授業があります。

その最後が｢総合科目｣。総合科目って、いったい何で

しょう？

辞書で「総合」をひくと、 「別々のものを一つに合

わせて、まとめあげること」とあります。ちなみに、

反対語は「分析」です。分析とは「複雑なものをその

要素に分けて、はっきりさせること」です。

分析といえば、教養科目の区分にもみられるように、

学問には、じっにさまざまな分野があります。そして、

各分野は、さらに細かい専門に分かれています。これ

は、複雑な社会や自然を、人間が部分に分けて、はっ

きりさせてきた結果です。だから、分析の産物といえ
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’
生活を送れるので大丈夫ですよ。また、皆さんの周り

には、友人や先輩、先生方、そして地域の皆さんと、

皆さんを支えてくれる多くの方がいます。不安なとき、

心配なときには相談してみるとよいでしょう。

最後になりますが、皆さんの大学生活が充実したも

のになりますよう、心から応援しています。

妹尾明美(理学部･自然機能科学科）

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。私

は皆さんと入れ違いで茨城大学を卒業し、社会人とな

ります。大学に入学してから卒業に至るまでの4年間

という月日は、振り返るとあっという間でしたbこう

言われても､入学したばかりの皆さんにはぴんとこな

いかもしれませんね。しかし、大学時代の時間は皆さ

んに平等に流れ、皆さん次第で大学生活は大きく変わ

ってしまうものですよ。そこで、私が大学生活で得た

ことを基に、 これから大学生活を始める皆さんにささ

やかながらアドバイスをしたいと思います。

大学生活は高校までとは違い、 自由な時間が多く自

分のやりたいことが出来るチャンスに恵まれています。

サークルにアルバイトにと色々なことを経験してみる

のもよいでしょう、もちろん何か1つのことを極めて

みることも面白いでしょう。チャレンジする内容は何

でもよいと思います。特に夏休みや冬休みは約2ヶ月

もあります。この長期休暇を利用して、是非いろいろ

なことにチャレンジして欲しいです。私もアルバイト

や、企業での就業体験（インターンシップ）に挑戦し

ました。大学生活の中で自分の知らなかった一面を発

見できるとよいですね。

もちろん休みの前には試験があることを忘れてはな

りません。学生の本分はあくまでも勉強です。 自由な

時間が多いからと、普段から羽目を外しすぎて単位が

足りなくなったということがないように気をつけてく

ださい。勉強はもちろんのこと、皆さんの大学生活に

関して誰も強制はしませんので、 自分の意志で動くこ

とが求められます。 自己管理をしっかりとして、 自立

した大学生になってくださいね。

高校までの生活から一変して、大学という新しい世

界へと飛びだした皆さんの胸の中には、きっとたくさ

んの期待とそして少しの不安があることでしょう。特

に一人暮らしを始めた人にとっては生活面で不安があ

るかもしれませんね。確かに新しい環境では最初は戸

惑うかもしれませんが、慣れてしまえば充実した大学

吉田 綾（農学部・地域環境科学科）

新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。苦

しかった受験も終わり、新しい生活や環境に期待や不

安をかかえている方もいらっしゃると思います。そこ

で私から皆さんに大学生活についてささやかなアドバ

イスをしたいと思います。

大学というのは高校までと違い自由な時間が多いで

す。毎日一日中授業があるというわけではありません

し、夏休みや春休みも長いです。そのような中で自分

の興味あることにいろいろ挑戦してみましょう。今し

か経験できないこともあり、経験することで新たな自

分が再発見できるのではないかと思います。私は高校

までバイト経験がなかったのでバイトを始めました。

しかし大学の勉強は最低限やり、 自分に責任があるこ

とは忘れないで下さい。

次に学部の話をしたいと思います。私は農学部地域

環境科学科に所属していますが、二年生からキャンパ

スが阿見町に変わります。そこで教養科目の単位は水

戸で取っておくことを薦めます。というのは阿見では

教養科目が少なく、あっても専門科目に時間が取られ

がちだからです。専門科目が始まると、実験や実習が

あり、 レポートも多く単位を取るのが大変です。する

と専門科目を優先し、また教養科目が取れないという

こともあります。更に水戸通いも大変です。後々苦労

しない為にも一年生のうちに取れるだけ教養科目は取

っておきましょう。

最後になりましたが、新入生の方には茨城大学が希

望の大学ではなく大学生活にまだ希望が見出せない方

もいるかもしれません。私も仮面浪人をしながら他大
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とはいえ、難しく考えないでください。新入生の皆さ

んには、この先幅広い授業をたくさん受け、 自分の学

びたいことを考える時間があります。ゆっくりとやり

たいことを見つけてください。学びたいことを学べる、

大学の勉強の魅力が見えてくるはずです。

その過程で、わからないことも多くあるでしょう。

授業の取り方ひとつにしても、講座によってある程度

骨組みはあっても、どう取って良いやら迷うことが私

もありました。もちろん勉強についても言えることで

すが、わからないことは、 まず友人、先生など、人に

聞くのが大切です。聞くのが恥ずかしいと放っておく

と、恥ずかしいどころではないことになってしまいま

すbわからないことは、決して恥ずかしいことではあ

りません。その場でスパっと聞いてしまう方が、よっ

ぽど自分に責任を持って動いていると思うのです。

何でも自分で決めていかなければならないことに、

迷う場面もあるはずですが、だからこそ大学生活は

「自分で動いている」と実感できる、 自分次第でいく

らでも良くすることのできるものだと思います。ぜひ

自分にしっかりと責任を持って、楽しい大学生活を送

学を目指していましたが、合格できず第二希望の茨城

大学にきました。しかし仮面浪人をしている間に感じ

たのはこのような辛い道を選んだのは自分であり、ま

たそれにこだわっていた自分が馬鹿馬鹿しく思えてき

ました。 自分の視野の小ささに嫌になり、新しい大学

では自分を変え楽しくすごそうと思えるようになった

のです。実際茨城大学は面白い授業も多く、学部別授

業などで友達も多くでき、おかげさまで楽しい大学生

活を送れています。ですから今新生活に積極的になれ

ない方もとりあえず大学生活を送ってみましょう。大

学に通っているうちに自分の気持ちが変化するかもし

れません。もし誰かに相談したい時はなんでも相談室

があるので利用してみるのもよいでしょう。

茨城大学には勉強するにも生活するにも良い環境が

整っています。是非実りがある楽しい大学生活を送っ

て下さい。応援しています。

小泉明日香（人文学部・人文学科）

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。皆さ

んにとって充実した大学生活になりますように。

さて、そのために･ ･ ･私からちょっとお話させて頂く

わけですが、えらそうなことは言えません。ただ、四

年生になった今、新入生の皆さんに伝えておきたいの

は、 「自分で決める」ことが、大学ではたくさんある

ということです。

大学というのは、 自己責任の世界です。高校までは、

どの授業をどう取るかが決められていて、大勢が一緒

に、ひとつの時間割に従って勉強していました。です

が大学では、一人一人の時間割は違ってあたりまえな

のです。学ぶことからして、 自分で決めるのですから。

大学ではそれぞれが、興味や目標に合わせて自分で組

んだ時間割に沿って動きます。勿論、卒論がある学科

では、そのテーマも自分で決めます。肝心の卒業に必

要な単位数は講座によって違いますが、勿論単位が足

りなければ、 ………ですから（恐怖)、ちゃんと単位

を満たせる授業の配分も自分で決めるわけです。

ここまで書くとなんだか脅しみたいですね…、ただ、

大学では何を。どう学ぶか、卒業できるか、すべて自

分次第だということがわかって頂けたでしょうか？

ってください。

”

妙
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渡邉光善（工学部・物質工学科）

茨城大学に入学してから早いもので4年が経とうと

しています。大学生活は本当に自由なもので、その自

由の中で自分が責任を持って選んできた生活は、毎日

をより実りのあるものとし、とても有意義な時間を過

ごせたと思います。今回、 「私の出会った素敵な授業」

ということですが、この4年の間、専門分野だけでは

なく多岐にわたる授業を受けてきて、そのほとんどが

新鮮で自分のためになると感じました。というのも、

自分が興味を持って選んだ授業なわけですから、そう

思うのも自然なことと思います。

その中で、あえて「これっ」ていうのを選ぶとすれ

ば、実験になるんですかね、ほんと、工学部に実験は

欠かせないものです。実験はまず第一に、物質が身近

に感じる、物質の世界が見えてくる、私たちの生活に

密着していることを気づかせ， その中で「化学はおも

しろい！ 」と感じさせてくれたように思います。実験

を成功させるためには、長い時間をかけた十分に周到

な準備が必要であり、それでもなお失敗することは多

いものです。そこで、あきらめずたゆまず努力を続け

ると、道が開けていきます。実験のいいところは確実

にそのステップが残り、形として成果が現れることに

あると思います。予想された結果が得られたときの

嬉しさ、予想外の事実が明らかにされたときの気分の

高まりなど、研究者冥利を実感できる瞬間です。失敗

を我慢して実験を継続する根気、 これによって忍耐力

も相当ついたと思います。実験には危険は付き物です

が、それをふまえても実験は楽しいものです。

授業は聞くことが主で受身になりがちですが、実験

は自分から進んでやるものです。その中で、楽しさと

いうのは必ず出てくると思います。それに、実験に楽

しさが見出せなくても、前途のように大学には様々な

興味深い授業がありますから、必ず自分にとって面白

い授業はあると思います。ぜひ積極的にいろいろな授

業を受けてみてください。

墨岡亜古(縮輔‘報縮獺誠雛縮離離）

教員養成課程の私にとって、実践的な授業や現場の

先生の声はリアリティーがあって、今後生かすことが

できそうで、なんだかわくわくします。ただ、 「大学」

という場であるからこそ学べることは何だろう、と考

えたとき、一歩実践から離れてみて自分の中で考えて

いく作業も重要なのでは、 と思うことがあります。そ

の枠にはまっていないからこそ考えられること、それ

は大学生の今、やれることなのではないでしょうか。

そんな中、 「素敵な授業」として、 3年と4年で受講し

た生越達先生の「教育関係論特講」という授業につい

て書こうと思います。この授業は教育書を読んでいく

わけでも、先生がひたすら講義をするわけでもありま

せん。毎年、ある作品を用いて、本を読んだり映画を

観たりし、話し合いを持つ中で、考えて行きます。

今回は、 ミヒャエル・エンデの「モモ」を用いた、

4年のときの授業について。

モモのきく姿勢を見ても、時間を奪う灰色の男を見

ても、 これはファンタジーだし、と割り切って考える

こともできます。そこをふと立ち止まって考えてみる

のです。消費社会に生きる私たち自身の姿を振り返っ

たとき、灰色の男は他人事ではなくなりました。 「き

く」こととは？ 「時間」とは？それを考えるだけでグ

ルグルしてきました。話し合っていると、それぞれ捉

え方が違うことに気づきます。気づかなかったことを

新たな視点から伝えてくれる人や、 自分が疑問にも思

わなかったポイントまで尋ねてくる人がいます。先生

のコメントがピリッとスパイスのように効いてきます。

そういう意見を「きく」ことで、また、 自分の中で考

え直すのです。この作業は、なかなか苦しいけれど、

考えの深まり、広がりを感じることは、楽しい時間と

なります。この授業での受講者の所属が幅広い学年・

学科であったことも新たな風を感じることができ新鮮

でした。

授業を通して、ファンタジーの世界で現実の話では

ないのに、 自分に響いてきました。現代社会に生きる

自分たちについて考える機会であったと思います。

少し距離を置いてみて、 自分の中でじっくり考えて

みる。現実と向き合ってみる。いろいろな人の意見に

も耳を傾けてみる。そんな時間があってもいいのでは

ないでしょうか。それは、そのときの授業、場面だけ

の話に留まらない気がするのです。自分という人間を

少しでも深く、成長させてくれるような授業は、後か

らでも「素敵な授業」だったと感じられるのだと思い

ます。

－493－
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りがちだ。そうなると自然と視野が狭くなり、 自分の

関心事と他の分野との関わりにも目が届かない、気づ

かない。それでは専門を学んでも新しい発想やグロー

バルな視点は出てこない。ひいては他人とも疎遠にな

り相手を理解しよう、 してもらおうとも思わなくなる

のも当然だ。

講義では、 「やわらかい」入り口から入り、アメリ

カの歴史や人種問題、対抗文化の中での新たな芸術の

意味などという「むずかしいこと」も学ぶうちに学生

の頭の中では、相互の関連性が生まれてくる仕組みに

なっている。またその中でアメリカ産の文化が日本に

入り、それを吸収し日本でどう表現しているかも、あ

えてプロのアーチストに語ってもらいパフォーマンス

もしてもらう重要なポイントだ。なぜならそれは学生

たちが今後オリジナリティを専門でどのように出して

いくかのお手本ともなるからである。

内容的にも、専門への広がりを見据えての流れとし

ても、 「教養の講義として言うことなし」と自分では自

負していると共に、講師の方々には感謝している。ま

たライブの準備、こと音響設備で「ファミレド市」の

全面的な支援なしにはできないものであり、また同時

にライブ会場ができあがる様を見ることも学生たちに

は勉強になっている。

良いことづくめ、 自慢ばかり書いたようで恐縮だが

アメリカの大衆文化好きの私が一番、 この講義を楽し

んでいることも事実。しかしそれもまた大事なことと

考えている。

（教育学部君塚淳一）

教養教育総合科目で「アメリカン・ポップ・カルチ

ャーと日本」という講義のコーディネーター兼講師を

勤めて3年が過ぎた。講義の主旨はまず、身の回りに

溢れているアメリカ大衆文化を見直し、その起源とな

る歴史を学ぶこと。講師は現在活躍中のジャズ、ブル

ース、 ソウルのシンガーやミュージシャン、HIPHOP

ダンサー、 ミュージカル女優、ポップアートに詳しい

学芸員などで、講義の翌週にはライブパフォーマンス

なども行われ、生の演奏や歌、踊りも体験できるとい

うもの。

「見直す」と書いたが、多くの学生たちにとって実は

その表現は正しくないのかもしれない。つくづく3年

目に入りそう思う。というのも大半の学生にとって、

今、 目にしているもの、聞いているものがオリジナル

だと思っていることがほとんどだからだ。

分かりやすい例を挙げれば、彼らの中の多くがビー

トルズのメンバーも知らない。 J・ポップやJ・ロック

は聴くが洋楽は全く聴かない。映画はハリウッド映画

でも日本語吹き替えで観る。ポップアートと知らずそ

のプリントTシャツをなんとなく着ているなどという

世代なのだ。それを決して嘆いている訳ではない。

「これはかえって面白い」と思い、また｢実はこうなん

だと驚かしてみたい｣。これが「アメリカン・ポップ・

カルチャーと日本」という講義を発想した原点だった

ことも思い出す。

学生みんながそうではない。だが現代の若者は情報

が溢れすぎ、細分化しすぎるため自分の関心事しか興

味を持たずそこだけはやたら詳しいが広がりがなくな

平成18年4月

茨城大学大学教育センター

水戸市文京2-1-1

029（228）8416 （学務課教養教育係）

発行日

発行者
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理学部長坂田文彦

近年、教育の品質保証の動きが全国の大学で進行しています。教

育の質が保証され、個別教員に依存しない均質な教育が提供される

ことは、教育を受ける側には魅力的に聞こえるでしょう。教育プロ

セスをマニュアル化し、どの様な学生にも一定レベルの教育成果が

保証されるなら、高い品質の教育を受けたいとの期待が産まれるか

らです。私はこのような試みに対して今日まで積極的に理解を示

してきました。教員が教育改善に取り組み、分かり易い講義や、学

生の理解を助ける為の多様な工夫を行い、教育に情熱を傾けること

は、素晴らしいことだと思うからです。

Voice

一教養科目の楽しみ方一………

教養教育古今東西………………

（平成18年10月発行）

７
８

しかし一方、このような動きが行き過ぎる事に私は危倶を感じています。それはマニュアル化が可能な教育は

教育全体のごく一部で、また大学教員の教育に関する資質までを一定の尺度で測り、点検評価の対象とすること

は、ともすれば誤った方向へ教育を導いていくと私は考えるからです。最近の教育点検評価の議論の中に、 ’1人㈹

の要素が抜け落ちていると感じているのは私だけでしょうか6 Ⅲ人を育てるⅡという課題は､長い歴史の中で深め

られてきた問題であり、教育は人類の文化的基盤の最も重要なものなのです。文化を継承し、文化を深めていく

のは、そこにI1人!!がいるからであり、文化を育てるには、均質なマニュアルでは創れない個性的なⅡ人liが重要な

役割を果たすと私は考えています。大学教育では運転免許を与える自動車学校のようなマニュアル化された教

育のみでなく、個性豊かな人材を育てるマニュアル化されない教育が重要で、個々の学生に見合った教育を行え

てこそ、 ！!高い質の教育11であると考えるのは私だけではないと思っています。

－495－
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いくつもりです｡

さて､諸君は夏休みをどのように過ごしましたか。

私は大学1年のときは短い文学書を文庫本で読みまし

た。ある本に、教養時代はとにかく本を読め、 と書い

てあったからでした。 目的の冊数を決め、乱読しまし

た。その代わり、本の内容はほとんど理解できず、頭

にも残りませんでした。それでも、 目的の一端をやり

遂げたことは事実です。また、 自分は長い本をじっく

り読むのは苦手で、気の多い性格らしいことも学んだ

ような気がしています。このことを通して、自分自身

の性向を知ることはできました。大学の支援のしくみ

を利用しながら、同時に様々な機会を通して自分を知

り、ゆっくりと自立・自律を目指していただきたいと

おもいます。

ゞ ‘大学教育センター長森野浩

私はこの9月からセンター長となりました。よろし

く。 4月から発足した大学教育センターには、従来の

教養教育の企画や運営だけでなく、大学の自己点検評

価や学生さんに対する様々な支援などにも係わってい

くことが要求されています。

人間はだれも、 「社会のよき壹員」として独立するた

めにはいくつかの関門を通過することが求められます。

私の知るすべての生物もまた何らかの形でその生活史

の段階で､厳しい時期を過ごして次の発育段階に到達

し、成熟するしくみになっています。ザリガニの脱皮

成長はその典型例です。勿論、 ヒトとザリガニは同じ

だといっているわけではありません。ザリガニは単独

で脱皮し､関門を通過しなければなりませんが、人間

の場合は仲間同士、助け合うのが普通です。諸君の関

門通過の手伝いを様々なかたちで充実させていくこと

も、学生支援の一環として今後行うべき大教センター

の重要な役割の一つです。長い夏休みも終わり、後学

期が始まりました。今、小さな関門通過中といえるで

しょう。後期の履修申告は問題がありませんか。疑問

点などは担任の先生や窓口の係りの人に確認してくだ

さい。そのなかで、支援体制の不十分な点も補強して

●●●

掴

人文学部から ， （3．4年）と繋がる一連の少人数授業（ゼミナール）

が展開します。これらの授業を担当する教員は学生担

任を兼ねていますから、授業の履修や学生生活につい

て、学生の相談相手となります。

2 ：コース制度と履修モデル：科目履修を大幅に自由

化する一方、希望する進路の実現に向けて円滑な勉学

が促進されるように学習するためのモデルを示しまし

た。

3 ：授業の点検・評価：学期末に科目毎の授業アンケ

ートを実施し、担当教員に結果を提示して改善を求め

ています。

教育力と勉学力

人文学部教務委員長鈴木 敦

人文学部では、今春の学部改組の一環として、教育

力向上に向けた様々な取り組みが進められています。

具体的には

1 ：四年一貫の少人数教育体制の整備・強化：主題別

ゼミナール（1年）→基礎演習（2年）→専門演習

－496－
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4:卒業後の進路の分析及び卒業生や就職先への調査：

進路状況報告書の分析・卒業生へのアンケート調査・

就職先への聞取り調査等を行い、今後の教育の改善に

反映させて行く予定です。

5 :FD研修会：学内外の講師に委嘱して教員に対す

る授業改善の啓発活動(FD、ファカルティ・ディベ

ロップメント）を行っています。

等が挙げられます。是非、学生諸君からも要望を寄せ

て戴きたいと思います。

一方で忘れないで欲しいことは、 「大学での勉強の

根本は、 自分自身の努力」ということです。大学が提

供する援助手段を有効に活用しつつ、 しかもそれに頼

り切ることなく、 自らの価値観で「夢の設計図」を描

き、その実現に向けて自発的に勉学に取り組む姿勢を

学部から
幸
月教

教育学部教務委員長生越 達

教育学部では、現職の小中学校、養護学校、高等学

校の先生がたも学んでいます。そのなかには、 3ヶ月

間（前期と後期）ないしは6ヶ月間大学に通い、授業

を聴き、研究をまとめる先生方もいらっしゃいます。

私たちは、そうした先生がたを内地留学生とか委託生

とか呼んでいます。

ここ2年ばかり、教務委員長という仕事をしている

関係で、内地留学の先生がたを迎える開講式に出席し

ています。 50人ほどの先生が集まった部屋に入っ

ていくのですが、まずは圧倒されてしまいます。自分

がいてはいけないところにいるように感じるのです。

私自身は、子どものころ、あまり学校が好きではなか

ったのですが、先生がたから発せられる雰囲気に押し

つぶされそうになるのです。

教師は外から見てもすぐに教師であることがわかる

と言われることがありますが、たしかに集団できちん

と座っている先生がたからは独特のオーラが発せられ

ているように思います。教師が専門職であることが雰

囲気として現れているといっていいのではないでしょ

うか。教師は教師という仕事をとおして教師らしくな

っていくのです。教師は教師にならなければならない

ということでしょう。だがいつぽうで、わたしの感じ

た堅苦しさをどのように理解したらよいのでしょうか。

実は、内地留学の先生がたとは再び閉校式でお会いす

ることになります。同じ先生がたと、三ヶ月後にふた

たび、お会いするわけです。閉講式でも、開講式のと

きと同様に、先生方の集まった部屋にはいっていくの

ですが、そのときの雰囲気は開講式のときとはまった

く違っています。開講式のときのような重々しさは薄

れ、軽やかな雰囲気を感じます。そして私はほっとし

ます。先生がたは大学生活を送られるなかで、少しだ

けかもしれませんが、教師としての自分から自由にな

ったのでしょう。

大学とはそういうところなのだと思います｡もちろ

ん教育を学ぶこと、深く追求することは大切です。で

堅持して行って欲しいと思います。

⑧
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をご覧ください｡

以上のように学習のハード・ソフトの環境が整いま

す。 ⅢさあII,あとは皆さんが目的を持って積極的に授

業に参加するだけです。

もそれと同時に、様々な学びや経験のなかで、広く自

由にものを考えることができるようになっておくこと

も大切なのではないかと思います。

理学部から
工学部から

理学部教学委員長井村久則

工学部教務委員長沼尾達弥
長年の懸案であった理学部B, C棟の大改修が行わ

れています。工事期間は平成18年9月から平成19年3

月の予定です。この間，理学部C棟の教室が使えない

ことから，後期の授業の一部は共通教育棟と教育学部

の教室を借りて行うことになります。また， いつも大

勢の学生で賑わっていたC棟1階の学生室もしばらく

は使えませが, K棟1階の自習室やラウンジはこれま

でどおりに利用できます。ただし， スペースは限られ

ますので譲り合いの精神で，効率よく利用するように

お願いします。

平成19年4月からは,B,C棟も平成14年に改修され

たA棟のように新築同様に生まれ変わります。また，

コンピュータが備え付けられた学習室や学生実験室な

どが新たに設けられます。学生の皆さんが自由に使え

るコンピュータが大幅に増える予定です。これらは全

学共用ですから，理学部以外の学生さんにとっても水

戸キャンパスでの学習環境が格段によくなるものと期

待しています。かつてオープンキャンパスで訪れた高

校生から，毎回のようにⅢ建物が怖い''とアンケートに

書かれたこともやがて笑い話になることでしょう。

理学部では複合分野からなる旧3学科体制から1学

科6コース制に移行してまもなく2年になります。高

校の教科に対応する5コースと3つの学際研究分野を

含む1コースからなっており， より基礎教育を重視し

た分かりやすいカリキュラムと教育内容の充実を目標

に改革に取り組んでいます。理学部版詳細シラバスも

その一つで，毎回の授業で何を理解し，何を身につけ

てほしいのかが詳しく書かれており，教員と学生の皆

さんが授業の目標あるいは目的を共有するための工夫

です。皆さんの関心の高い成績評価についても詳しく

書かれていますので，是非一度，理学部ホームページ

大学に入学して半期（前期）が過ぎこの間の学生

生活を皆さんはどの様に過ごされたのでしょうか。ま

た､ この半期を振り返って、皆さんはどういう思いを

お持ちでしょうか。前期までは、大学の生活に戸惑う

ことも多かったと思います。その為、周りの友達の様

子を見ながら、それに合わせて過ごした方も多かった

のではないかと思います。

更に、これから後期に向かうことになります。これ

からの半期の生活をどの様に過ごそうと考えています

でしょうか。今は大学生活にも慣れて、すこし余裕を

持って、 自分の考えで生活できてきているのではない

でしょうか。

この時期に、一度、前の半年間を振り返り、次の半

年の目標や意味を考える機会を自ら意識して持ってい

ただきたいと思います。

入学前に思い描いていたことと、実際とのギャップ

はありますか？ また、やりたいと思っていたことが

実現できているでしょうか？更には、それは自分の

行為や努力とどう関わっているのでしょうか？

答は人各々個性があるように様々であり、正解は一

つではなくと思いますが、過去の反省を次の活動へ生

かすことは非常に重要だと思います。

翻って、我々工学部の教員自身も、皆様との関わり

において、同様な問いかけに対する答を求められてい

ます。 「JABEE認証｣ということを聞かれた方も多

いとは思いますが、それも、同様な問いかけに答を求

めるものの一つです。

この制度は、学生の皆さんも含めた私たち大学の全

活動に対して、過去への点検と反省を基に、次の計画

を立てて実行することの繰返しを要求する「活動」そ
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のものと言ってもよいものです6

更に、 「目標」を実現するための「活動」ですので、

目標が不可欠です。皆さんは、大学生活での目標を持

っていますでしょうか。まだ漠然としているのであれ

ば、来年4月までにはこれをしようと言うことでも良

いと思います。是非、積極的な何らかの目的を持って

いただきたいと思います。それによって、何をすべき

かが具体的になってくるでしよう。

工学部でも､全学科共通の目的に掲げています。既

に分かっている方もいると思いますが、工学部のホー

ムページに掲載されていますので是非一読ください。

皆さん個人の目標と比較してみて、適切な内容にな

っているでしょうか？ また、この目標に対する教員

の活動は十分でしょうか？

大学は、 「教職員」と「学生」で成り立っています。

教員から皆さんへ指導や要求をすることもありますが、

皆さんの思いも伝えててください。相互のコミュニケ

ーションにより、大学をより良い方向に変えていける

農学部から

どれだけたくさんの友達を作るか

農学部教務委員長後藤哲雄

10月を迎え、後学期の講義が始まりました62ヶ月

に及ぶ夏休みの間に多くの体験をされたことと思いま

すし、大いにリフレッシュできたと思います｡

では、どれだけ「頭」を使ったでしょうか。どれだ

け新しい友達が出来たでしょうか。夏期英会話スクー

ルに参加したとか、長編小説を読破したとか、普段出

来ないことを少しは達成されたのでしょうか。他大学

の学生や社会人の人と仲良くなれたでしょうか。 「ぜ

んぜん｣、というあなた。今からでも遅くありません。

毎日活字に触れてください。身近な学友を新たな目で

眺めてください。

私は、大学生活において勉強はとても大切で､それ

を怠ってはいけないと思いますが、その一方で大学時

代にしか出来ないことがあると考えています。特に総

合大学である茨城大学において、他学部の仲間を作る

ことはこれからの人生に大きくて、豊かな実りをもた

らすと思います。もちろん、同じ学部の同じ学科の中

に友達を作ることはいうまでもありません｡しかし、

長い人生では様々な局面に遭遇し、大きな壁にもぶつ

かることでしょう。そんなとき、実は「大学時代の」

友達ほどありがたいものはないのです。しかも学部が

違っていれば、おそらく就職する職種が違っているで

しょうから愚痴っても問題ないわけです。むしろ職種

が違うから、客観的に相談できるということもありま

す。悩みは人に話すと半分になる、といわれます。で

も、話す相手を間違えると3倍にも4倍にも悩みが増す

ことになりかねません｡今を活きつつ、将来も見据え

ておく。そういう打算的考え方を意識する必要はあり

ません｡多様な考え方、違った視点からものを見る、

という新鮮な驚きを友達は与えてくれるはずですから。

学部が違えばなおさらです。そして、出来た友達とは

努力して長く付き合うようにしていくこと、これは相

手を大切にすることと同義です。私の学生時代は30

ものと信じております。
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いとか、入学を目指していた大学だからとか、そうい

う理由であれば、お奨めできません。3つの大学で学

んだ後、茨城大学に勤務している私がいうのですから、

間違いありません。そして、いつでも相談事を持ち込

める真の友達が出来たのは､大学(学部)時代だけでし

た。大学院に入学してから努力を惜しんだわけではな

いんですよ。そういうものなんです。

さあ、 リフレッシュした目で、まわりの学友を眺め

てください。きっと長くつきあえる友達が見つかりま

す。

年も前に終わりましたが、今でも何人かの友達とは会

っています。数年に一度､時には20年ぶり、というこ

ともあります。毎年たった1枚の年賀状だけで続いて

いた関係が、会った瞬間に学生時代にタイムスリップ

します。それが堪らなくて、できるだけ同窓会には出

かけています。学生時代にきちんとしたつき合いをし

ていれば、年賀状1枚というわずかな努力で長い友達

関係を続けていけるのです。

さて、最近『ダブルハッピネス』という本を読みま

した。性同一性障害の話です。また、北海道旭川市に

ある旭山動物園に係わる本をまとめて3冊読みました。

共通点は､ ｢仲間、友達」です。本稿は､書評ではあ

りませんので、内容には立ち入りません。皆さんが興

味を持ったら、ネットで調べて読んでください。読み

終わるのに、そんなに時間はかかりません。私が、 「友

達を作りなさい。それが大学生活の大きな目的の一つ

でもあります」と書いた意味を実感してもらえると思

います。

ただ単に茨城大学に籍を置いただけで、卒業してし

まえば関係ない、という学生が増えてきたような気が

します。そうではないことを考えて欲しいのです。ま

た、他大学の大学院に進学していく学生がいます。目

的意識を持って、本当にそこでなければ自分の研究を

全うできないのであれば、その大学院に進学すること

を全面的に応援します。でも、最終学歴に箔を付けた

理学部理学科1年中田崇寛

思えばそれに時間を費やすこともできるが、ずっと遊

んでいることもできる6その代わりすべてのことを自

分で決めて、すべての行動に責任を持たなくてはなら

ない。高校では、受験勉強という自分のやるべき目標

がわかっているからこそ安心で､毎日が充実していた。

しかし、今の自分は何を目標に勉強し、講義を受けて

いるのか未だはっきりと詳しいことは見えず、大学に

は入ったら何でもでき、毎日が楽しいはずだと思って

いたが、少し甘かったのかもしれない。しかしそう思

う反面、忙しい日々の中で、得たものも多くあった。

前学期を終えて思ったことは「疲れた」の一言だっ

た。大学での生活に慣れるのに精一杯で、他に手が回

らず月日があっという間に過ぎ、思っていた以上に難

しいことがたくさんあった。何かを特に頑張ったとい

うわけではなく、ただ過ぎていく日々を過ごしていく

だけで、内容はそれほど充実したものでもなかった。

前期試験もギリギリまで全く手をつけず危ないところ

だった｡入学式で夢に見た「大学生活」と「やる気」

はどこに行ってしまったのだろうかとふと思う。大学

では確かに自由な時間がたくさんあり、勉強しようと
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履修については正直かなり不安があったが、自分の組

み立てた履修を最後までやり遂げることによって達成

感があり、それが自信にも繋がった。また、様々な地

域や文化の人たちと出会い、お互いに意見を交わすこ

とで、幅広い物の考え方が感じられるようになった。

この大学で出会った友人は大切なものであり、この先

将来でもかけがいのないものになると思う。後学期で

は前学期の反省を生かし、せっかくの茨城大学という

与えられた場所と時間を無駄にしないで､何かひとつ

でも自分の目標を持ち、切瑳琢磨していきたいと思う。

け

’
農学部生物生産科学科3年鈴木理恵

教養科目は自分の専門外の学問を身につけ、

視野を広めるチャンスだと思います。どうか｛

私のような失敗をしないで下さい！

につけ、 自分の

どうか皆さんは

まず教養科目は大学を卒業したときに社会人として

身につけているべき最低限の教養を持つためのものだ

と私は捉えています｡しかし教養科目は授業の選び方

一つでそれが後に自分の身になるかならないか決まっ

てしまうと思います。

私は大学に入った当初、教養科目に何の意味も感じ

ずに授業を受けていましたが、今思うと授業に興味が

あったかどうかによって、その後の自分に繋がってい

ったものといかなかったものがありました。興味があ

る教科は授業に対してやる気があったし､知識を身に

つけようと必死で、たとえ1講時で朝早い授業でも苦

には感じませんでした。一方、興味は無いけど単位が

取りやすそうだったので取った科目は、話がつまらな

いし、先生の話を理解しようとも思えず、結果的に成

績も悪かったし知識が一つも身にならず、はっきり言

って時間の無駄だったと思います｡

結局何が言いたいかというと、教養科目によって得

た知識で自分の視野を広げて欲しいと思います。一見

将来役に立たない知識だろうと思いがけない所で役に

立つことがあるかもしれないですし、 日常生活で役に

立つ場面もあるかもしれませんb何より私たちが大学

を卒業して仕事に就いたとき、一方向でしか物事を捉

えられない人は損をし、多面的に物事を見られる人は

得をする…とまではいかないにしろ､損はしないと思

います。
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’
解できようb

このように工学教育における教養科目に対する期待

は大きいものがある。このような観点で効果的に進め

るには教養教育の運営責任組織である大学教育センタ

ーや教養教育担当教員と工学部とで同じ認識を持って、

しっかりした連携体制を確立することが大切になる｡

振り返ってみると、この点が弱かったように思われる。

連携体制が機能することにより、教養科目の授業の目

標設定とその実施、達成度評価などについて、専門科

目との協調が可能となる。そのような一環として、工

学部での教育点検やFDに工学部以外の教養教育担当

者に参加してもらうことも理解を深めると言う点では

効果的であろう。また、工学部では、 「国際化社会で活

躍できるような技術者」を養成することとしており、

総合英語への期待は大きいものがあるがも工学部で開

講している専門英語とのつながりを改善することも連

携による効果を高めるための取り組みの一つと考えら

れる。

工学教育における教養教育への期待

工学部横山功一

工学部では、卒業に必要な単位124に対して、教養

科目を38単位以上履修するように規定されている。

数字上はも教養科目は31％の比重を占めているという

ことになる。また、工学教育の質の保証のために工学

部の多くの学科が認定を受けようとしているJABEE

（日本技術者教育認定機構）の認定基準では、学習・

教育の量として学習保証時間を規定しており、総計

1,800時間以上のうち、人文科学、社会科学等（語学教

育を含む）の学習250時間以上、数学、 自然科学、情

報技術の学習250時間以上、および専門分野の学習

900時間以上を含んでいることが求められている。人

文科学、社会科学、語学教育、数学、 自然科学、情報

技術は、主に教養科目が対象となることを考えると､

学習保証時間でみても28％が教養科目に関係してい

るといえる。

これらは数字で見たものであるが、さらに各学科で

はどのような人材を育成しようとしているのか明確に

するために、今年度から工学部履修案内に「学科の学

習・教育目標と達成の基準」を掲げて、学科目との関

連を示し履修の参考となるようにしている。都市シス

テムエ学科の教育目標http:"www.civil.ibaraki.ac.jp/を

みてみると、 「1-i)広い視野と柔軟な思考：安全・環

境・生活質向上をキーワードとする土木工学領域に対

する広い視野と柔軟でバランスよいシステム思考を身

に付ける。 1-ii)地域・文化・市民社会への素養：それ

ぞれの地域における固有の文化、社会とその規律の歴

史的発達、地域や人々の相互関係や相互依存に対して

理解し、社会に奉仕しようとする意欲を持ち、社会人

にふさわしい幅広い知識と教養を身に付ける。 1－Ⅲ）

環境観：環境観を育み、持続可能な発展を支える工学

技術に必要な知識と考え方を身につける｡｣などが含ま

れており、これらに対しては専門科目ばかりでなく、

教養科目の履修により達成される項目であることが理

●

平成18年10月

茨城大学大学教育センター

水戸市文京2-1-1

029.(228)8416（学務課教養教育係）

発行日

発行者
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「第11回FDフォーラム」参Ⅷ報告

（2005年度未報告分）

報告者：

工学部・工学基礎領域

（大学教育センター・理系基礎教育部）

榊原暢久

報告：

大学教育センターから旅費を頂き，昨年に続いて上

記フォーラムに参加した． 1日目の基調講演及びシン

ポジウムを通して強調されていたこれからの大学教育

に関するキーポイントは，

1）授業能力開発に踏み込んだFDの必要性

2) SDの必要性とシステム構築

ということであった． 1）については,授業評価やF

D研修会などのレベルのFD活動はほとんどの大学で

実施されているが,そこから一歩進んだ,専門教科別

などの小集団による授業能力開発にむけた取り組み

（授業参観と事後検討による相互研修など）が全体の

底上げにつながるということだろう． 2）については，

教員集団だけでなく職員集団にも,学生の資質向上に

向けた取り組みに積極的に参加してもらうことが必要

で,そのためのSDとそれを支える組織・評価システ

ムが必要不可欠であるということだろう．茨城大学に

おいても，これら2つのキーポイントについて積極的

に導入を考えてはどうだろうか．

2日目には引き続き分科会が行われたので，第2分

科会「全入時代における大学の課題～初年次教育・接

続教育～」に参加した．私が理系基礎教育部に所属し

ていて， この種の仕事を多くしていることからこの分

科会を希望したが,主たる話題は次の2点であった．

1）初年次教育（大学への導入教育）の必要性と実態

2）接続教育（高校の補習教育）の実態

茨城大学において， 2）については特に工学部向けの

理系基礎教育で「茨城大学方式」 とよぶべき基礎教育

システムが動いているが， 1）については学部や学科

ごとにばらばらに実行されているのが実情であるよう

に思う．茨城大学や茨城県について,各々の学部の学

問の位置づけや特質,在学中の学習の仕方について，

進路や生活上の注意点について等を学ぶ初年次教育を，

大学として統一的に管理・運営してはどうだろうか．

開催日

会場

主催

後援

2006年3月11日 （土） 12日 （日）

京都外国語大学,キャンパスプラザ京都

財団法人大学コンソーシアム京都

文部科学省,京都府,京都市

内容：

1日目

基調講演： 「これからの時代の大学教育」

慶応義塾長・安西祐一郎

シンポジウム： 「大学教育への期待」

シンポジスト

立教大学 総長室調査役・顎埼昌男

早稲田大学大学院公共経営研究科

教授・北川正恭

立命館大学高大連携推進室教授・椋本洋

コーディネーター

同志社大学教育研究開発センター

所長・圓月勝博

2日目分科会（参加分科会のみ）

第2分科会

「全入時代における大学の課題

～初年次教育・接続教育～」

基調提案

名城大学人間学部 教授・池田輝政

報告者

早稲田大学教育学部 教授・三尾忠男

神奈川工科大学教育開発センター

教授・遠山紘司

総括報告

法政大学文学部 助教授・藤田哲也

コーディネーター

京都文教大学人間学部 教授・中村博幸

京都精華大学人文学部 助教授・高橋伸一

関連URL

htll):"Wwwconsorlium.()ril)んOnso'･tium/ltl/itlij,(I(2xh

1ml
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第42回12大学教養教育実施組織
代表者会議・事務協議会報告

千葉康生(大学教育センター点検評価部理系基礎教育部）
平成18年5月24，25日 （於：ホテルマリナーズコート東京）

茨城大学のFDの参加状況は他大学に比べるとよ

い方のようであるが,いずれの大学においても授

業をよくしようというFD活動が活発に行われて

いるようであった．

引き続き場所を変えて行われた代表者会議では,信

州大学の提出した議題「学部の教育戦略方針と教

養教育課程での教育サービスとの整合性について」

に関する話し合いが行われた．

この話し合いでは主に各大学の大学教育センター

の状況が情報として交換された．具体的にはセン

ターの抱えている定員数にはかなりのばらつきが

あり，各大学の教養教育に対する戦略の違いが明

らかになった． しかし専任教員は概して少なく ，兼

任教員を沢山おいている場合や,英語の教員がほ

とんどであるようなケースも多々あった．

2日目は，担当大学である本学から 「理系基礎教

育」についての話を行った．私が現在行っている

数学（微分積分）の基礎教育についての説明を行

い,効果があがっていることと今後の課題につい

ていくつか提起した．

本学の取組がある一定の成果があがっているせい

もあってか，この議題に関しては逆にいくつかの

質問を受ける形となった（プレースメントテスト

の内容や実施状況,実際の授業の状況など） ． ま

た,話は文系の基礎教育（あるいは接続教育） と

いうところに広がり，やはり理系のような積み上

げ式の教育に対して各大学とも文系の基礎教育に

は苦労しているようであった．

毎年行われている， 12大学（弘前大学,山形大学，

埼玉大学,千葉大学,富山大学,信州大学,静岡大

学,山口大学,愛媛大学,佐賀大学,鹿児島大学,茨

城大学）での教養教育に関する代表者と事務によ

る会議が行われた．本年度の担当大学は本学であっ

たが,その後に行われる国立大学教養教育実施組

織会議との都合により，本年度は東京にて開催さ

れた．

複数の分科会があった.私が参加した会議につい

て報告する．

まず事務を交えた代表者会議においては,静岡大学

が提起した成績評価方法についての話し合いが行

われた．具体的には,静岡大学で行っている「秀・

優．良・可・不可」の5段階評価についてや,導入

予定であるGPA制度について意見の交換がなさ

れた．

さらに静岡大学の提起した「『教師必携』の作成

について」に関する意見交換がなされた．

「教師必携」 とは静岡大学の大学教育センターの

教育開発・評価(FD)部門の作成した,静岡大学

の教員向けの冊子であり，サブタイトルに「教育

のチームワークを目指して」 とある．

つまりは，よりよい授業のために教員間のチーム

ワークをよくし,それによって授業の（内容の）向

上を目指したものである．実際には教員相互の積

極的な意見・情報の交換と，有益な知見の蓄積を

目指そうというのが要点である． また,教員と学

生のチームワークの構築を目指している．
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平成18年度第8回大学評価セミナー
「今、求められる導入教育・リメディアル教育とは」報告

千葉康生(大学教育センター点検棚部,理系基礎教育部）
平成18年6月10日 （於：東洋大学白山キャンパス）

財団法人大学基準協会が行った大学評価セミナー

に参加した．

2は，高等学校においても論理的な思考力が低下

していることや,現学習指導要領が過去に比して

大幅に内容を削減しており，学力が低下している

ことについての報告があった．
1． 「導入教育・リメディアル教育の現状と課題］

酒井志延氏（千葉商科大学商経学部教授）

2． 「高等学校における生徒の学力の実態」上

田敏和氏（神奈川県立弥栄東高等学校総括

教諭）

3は,長崎大学における導入教育についての説明

であった．

特に必修科目である「教養セミナー」 （全学教育共

通基礎科目）の説明が中心であった．具体的には，

1クラス10名程度の少人数で,様々なテーマを教

官と学部混在型に割り振られた学生との話し合い

によって決める，自主的学習を目指した授業であ

る．本学でも主題別ゼミナールがあるが,学部横

断であることと，テーマの自主性が違いであろう．

最後に4では,立教大学における導入教育につい

ての説明があった． ここでいう導入教育とは,高等

学校と大学の教育を接続させるための取組のこと

であり，円滑な大学生活を送るために企画された

教育活動を指している．

具体的には「立教科目」 と呼ばれる,立教大生と

してのアイデンティティを高め，主体的学習へ導

くカリキュラムを課している．その内容は「宗教」

｢都市」 「大学」 「人権」 「平和」 「環境」 「いのち」

｢ウェルネス」 というテーマに基づいてシラバスが

組まれ,授業が行われている．

例えば「大学」であれば,立教大学の歴史に絡ん

だいくつかのトピックスを扱っている．

この授業は全学生に課しているわけではないよう

だが， これらの話を聞くと，どの大学も （学問に

限らず）様々な導入教育を実践していることがわ

かる．

3. 「長崎大学における導入教育の現状」高橋正

克氏（長崎大学大学教育機能開発センター

副センター長）

4． 「今後大学に求められる導入教育・リメディ

アル教育のあり方」足立寛氏（立教大学大学

教育開発・支援センター調査役,元Between

編集長）

5．パネルディスカッション

1の講演は日本リメディアル教育学会の設立の背

景やリメディアル教育の必要性についてであった．

日本リメデイアル教育学会では，日本語,英語,数

学に関してプレースメントテストを作成し,いくつ

かの大学ではそれを採用しているようである． ま

た7e-ラーニング教材も作成している．

この話の中でも出たのだが， 「導入・初年次教育」

や「リメディアル教育」など似たような言葉が昨

今飛び交っているが,その内容は学問の補習とい

うことに留まらず，日常的な作法等に至るまでか

なり幅が広い．そのような教育の必要性を説いて

いた．
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第1回（2006年度)JACET(大学英語教育学会）関東支部大会報告

岡山陽子、阿野幸一、上田敦子、佐々木美帆（大学教育センター総合英語教育部）

平成18年6月25日 （早稲田大学）

「大学英語教育の再編一求められるリメデイアル教育一」 という大会テーマのもとに開

催されたJACETの関東支部大会において､大学教育センター総合英語教育部所属の4名で

70分間のシンポジウムを開催した。 「全学統一カリキュラムの導入一茨城大学総合英語プロ

グラムの事例から－」 というタイトルで、学生・教員の個を生かし、両者が積極的に授業

に関わることを促進するための授業方法の提案を目指した。4名全員が提案者となり、総合

英語プログラムの概要と授業における実践例を提示することによって話題提供し、引き続

き質疑応答と意見交換をするという、本学にとってまたとない貴重な場を持つことができ

た。各大学で教養英語カリキュラム改革に取り組む多数の先生方の参加を得ることができ、

本学の取り組みが高く評価されたことも、シンポジウムを開催した大きなメリットとなっ

た。

以下、それぞれの提案における発表要旨である。

第1提案者：岡山「レベル別クラス編成と統一シラバスについて」

本学での総合英語プログラム導入にあたっては、英語教育改革プロジェクト作業部会の

2002年度の方針に沿ってカリキュラムがデザインされており、熟達度別クラス編成が行わ

れ、統一シラバスが使用されている。 1年生全員と一部の学科の2年生の計約2300名が初

級レベルから上級レベル（レベル1から5まで）に分かれて授業を受けている。各レベル

は、総合英語専任教員が担当するレベル・コーディネーターが教育および学習支援の中心

となっている。このような統一カリキュラムがどのように運営されているかを具体的に述

べ、運営上の問題点、解決策などを提案した。

第2提案者：上田「100万語多読指導について」

新入生は英文構造に意識を向けた精読の読解スタイルには慣れてはいるが、大量の英文

を、大意を掴みながら読み進める力は不足している。大学の専門課程で要求される英語力

は精読だけでは充分ではない。高校までの6年間で学生たちは多くの英語の問題を解いて

きてはいるが、大量の生の英語に触れている時間はなかったと考えられる。 この対策とし

て、総合英語の授業では「100万語多読」を導入し、個々の学生が多くの英語のインプット

を得られ、英語を英語のまま読みすすめる機会を提供している。 2005年度にレベル3， 4

の一部の授業において実験的に取り入れたところ、学生の英語読解スタイルに変化が現れ、

多くの学生が英語を読むことへの抵抗が減ったと答えた。また動機や意欲の向上も認めら

れた。そこで2006年度は習熟度別クラスの中でも一番英語のインプットが不足しており、

動機も低いと思われるレベル1の学生全員を対象に多読指導を行っている。発表では2005

年度・2006年度の取り組みの状況を紹介した。
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第3提案者：阿野「高校からの連携を考えた授業展開について」

本学新入生に対する英語学習アンケート結果によると、高校時代に受けていた英語の授

業は、教師・生徒ともに日本語を用い、文法訳読式が中心であることがわかる。この結果、

ある程度の文法や単語の知識は備えていながら、実際に言葉として英語を運用する訓練を

受けていない場合が多い。そこで総合英語の授業では、すでに学生が持ち合わせている英

語の知識を活性化させ、実際にコミュニケーションの手段として英語を使いながら身につ

けていく場を授業の中に取り入れるようにしている。まず、年度当初にそれぞれのレベル

の到達目標に沿ったCan-dolistで学生各自が自分のスタート地点を把握し、今後の目標

を明確にする。授業では、ボトムアップからトップダウンで英語をとらえる練習、メッセ

ージの伝達に主眼を置いたペアワークやグループワークの繰り返しにより英語を使う環境

に慣れる。文法既習知識は口頭練習を通して再確認し、 CALLの活用により4技能の定着も

図る。発表ではこうした活動の実践事例を紹介した。

第4提案者：佐々木「オーラル・プレゼンテーションの指導について」

総合英語のカリキュラムでは、英語でのコミュニケーション能力を高めることが中心的

な目的であるが、その方法の一つとして､オーラル・プレゼンテーションを導入している。

特に上級レベルのクラスでは、個人およびグループによる主要な活動になっている。学生

は、学期最後にはパワーポイントを使用しての発表を行っている。発表では、オーラル・

プレゼンテーションの最初のテーマ選定から最終的な発表まで、学生をどのように指導し

ているか、また、それに対する学生の反応、結果などについて、事例を撮影したビデオ等

を使用して紹介した。
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報告

国立教育政策研究所公開講演会

初年次教育の歩みと今後の展望

～日本とアメリカの事例･実践から～

日時平成18年6月30日

場所東京田町キャンパスイノベーションセンター

講演： 関西国際大学濱名篤学長(国立教育政策研究所研究員）

参加：千葉康生･森野浩

国立教育政策研究所では､90年代後半以来わが国において広がりをみせてきた

｢初年次教育｣あるいは｢導入教育｣の試みの中間的な総括と今後の展望をもとめるた

めに､昨年2月に国際フォーラム｢高等教育の質保証と初年次教育｣を開催した｡今回

の講演会はその一環で､我が国における初年次教育の普及･推進につとめてこられた

研究所研究員の濱名学長が包括的な講演された。濱名氏は関西国際大学長である。

氏によると､新入生にとっては入学後の一週間が勝負であり、大学から歓迎されている

ことを実感させるため、関西国際大学の入学式で全学生と握手をされているという｡以

下に､講演内容を項目にわけて要約する｡なお､合衆国での例がかなり紹介されたが、

それらのほとんどをここでは省略した。

移行潤雷の深刻さ

高校から大学へ､大学から社会人へ、といった移行期においては新しい環境への社

会的適応の達成を個人に求めるものである｡その中には､人生観と新しい環境との調

整や目標の獲得などが含まれる｡高校から大学への移行をスムースに行えるよう､新

入生向け資料が高校生レベルで理解できるよう見直す必要がある｡例えば､学生スタ

ッフが中心にパンフを作成する､用語集を付ける､が考えられる。

「2006年問題｣で入学者はさらに多様になった｡あるデータによると大学中退者は

入学者の11％、卒業時進路未決定者は20％、3年未満離職率32．6％である。これ

らは社会問題(労働力、国際競争力、社会保障など)と直結する｡移行問題は深刻で

ある。
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初年次教育の現茨と鶉雷

初年次教育の語源はFirst-YearExperience(FYE)｡Experienceであることに注意する

ことが必要｡初年次教育以外に､導入教育､一年次教育などと呼ばれる｡これらには

概念の混乱がある｡例：

1． 1年次向けプログラムすべてを含む。

2.従来からの基礎ゼミ。

3.リメデイアル教育。

4.学習技術に特化した初年次教育､など。

日本では学習技術入門(スキル教育)に特化した初年次教育を行っている大学が

多い｡内容は､文章作成法､ディベート技術､プレゼンテーション､文献資料の扱い、

情報リテラシー､教員とのコミュニケーション｡リメデイアル教育は初年次教育になじま

ない｡基本的に単位対象外とするべきである。

本来の意味で､初年次教育は入学式から始まるものであり、以下の内容が考えられ

る｡

1.大学生活への適応(大学生活､学習､対人関係)。

2.大学で必要な学習技術の獲得(上記以外にタイム･マネジメントなども含む)。

3.当該大学への適応。

4． 自己分析

5.ライフプラン･キャリアプランつくりへの導入。

6.学習目標･学習動機の獲得。

7.専門領域への導入。 ‘

言い換えると、 「主に大学新入生を対象にした､高校からの円滑な移行をはか叺学習

および人格的な成長の実現に向けて､大学での学習と生活を成功させるべく､総合的

に作られた教育プログラム｣。合衆国では､ゼミ形態だけでなく､両親に対する大学説

明探検活動､などの幅広い内容を含んだ総合的教育プログラムが実施されている。

初年次教育と学士教育の爵漂

初年次教育の効果の持続性を調査した結果､初年次での大学適応は持続性があり､

その後の学生生活にポジティブな影響を与えることがわかった。同時に､初年次教育
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だけでなく､それぞれの時点に応じた支援が必要である。

初年次教育を学士課程教育に接続していくために､大学共通で開講される初年次

教育と専門基礎教育との理念的整理､学部間の調整､卒業へのキャリア教育との接続

などが課題である。大学全体で共通のプログラムを企画･実施するためには､まず教

材を作成し､FD活動､授業担当者をあつめてのワークショップを行うことが必要である。

実施にあたっては各担当者は教材を適切にデフォルメする。

初年次教育の実施に衡して

初年次教育では､一般的技術(ジェネリックスキル： 自己管理力、会話力、礼儀作法

など)の向上を主たる目的とする傾向が強まっている。大学教育への適応のスキルと

社会で必要とされるジェネリックスキルは重複している｡このスキルの意図的獲得のた

めの教育内容と教育方法の体系化が必要｡その為には目標､尺度の設定が求められ

る。

高等教育に関して､どの国も抱える課題は同様である｡学生たちの円滑な移行を実

現することは国家にとって重要な課題である｡学生が積極的学習者となるにはスタート

が重要｡何を教えるかでなく､何を身につけさせるか(目標の明確化)が必要｡また､教

育改革は教育内容でなく教育方法改革が効果的である｡そして､教育重視より学習重

視へ変わるべきである。

おわりに

茨城大学では､基本的に1年次に開講している主題別ゼミナールが初年次教育に

相当まる｡その内容と形式はかなりの部分が各学部に任されていて､点検作業が本

年度に行われる予定である｡しかしながら､本講演で濱名先生が定義された形では展

開されていないようである。 今年東京で開催された全国会議で初年次教育につ

いて各大学での実施状況の紹介があったが､その目的､形態､内容は様々であった。

大学によってはジェネリックスキル的内容を取り込んだカリキュラムを用意していた｡初

年次教育をジェネリックスキル向上のためのプログラムとして捉え､入学式､ガイダンス、

そして主題別ゼミナールをその中に位置づける試みが必要であろう｡もう一点は､学生

の大学運営への参加問題である｡岡山大学ではカリキュラム作成に学生が参加してい

るようである｡そこまではまだとしても、 「はじめに｣でも紹介したように､わかりやすいパ
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ンフレットの作成にあたって在学生の協力などを積極的に求めることも必要と思われる。

(文責：森野浩）
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公開講演会「初年次教育の歩みと今後の展望～日本とアメリカの事例・
実践から～」報告

千葉康生(大学教育センター点検洲部,理系基礎教育部）
平成18年6月30日 （於：キャンパス・イノベーションセンター国際会議室）

国立教育政策研究所(NationallnstitutefOrEd-

ucationalPolicyResearch,NIER)が主催した濱

名篤氏（関西国際大学学長・国立教育政策研究所

客員研究員）による公開講演会「初年次教育の歩

みと今後の展望～日本とアメリカの事例・実践か

ら～」を聞いた．

話の内容は，

1． 日本の大学が直面する“移行”問題

2． 日本の初年次教育の現状

3．アメリカの初年次教育の現状と課題

4.初年次教育の効果は持続するのか

た．要約すれば,専門科目への橋渡しのような授

業展開や,補習教育のような形,あるいはキャリア

プランニングのように社会への適応を見据えた教

育,などの形があり，それが混在しているというこ

とであった．

3では，アメリカでの初年次教育においてよく使わ

れるキーワードが紹介された((academic)success,

retention,assessment,learningoutcome,etc.) .

4ではいくつかの検証によって初年次教育がどの

ような効果を産んでいるかの説明があった．

それによれば,初年次に適応したものは持続性が

あり，2，3年次になっても影響があるということで

ある．そのためには初年次教育というのも有効で

あろうということであった.

5は，教育内容の観点からみた専門教育への接続

や,卒業後へのキャリア教育との接続などの初年

次教育との関係をアメリカの事例からその手がか

りを探る， というものであった．

特に初年次教育を出発点とするUniversityCollege

方式というプログラムを実践しているインディア

ナ大学パルデュー大学インディアナポリス校の紹

介がなされた．その事例では学生が自覚する能力

改善項目として,学内資源認知度,図書館利用度

救助表明力,オンライン資源活用力，コース内容理

解力，クラス討議参加度,自己時間管理力,ストレ

ス対応力，コース課題作成力,批判的考察力という

のものが掲げられた．

その結果,科目学習要求の理解,学習習慣の改善，

組織的な時間活用が進み,社交的になる傾向があ

るということであった．

6では,初年次教育の効果やその体系化などの課

題が示された．

いずれにせよ，高等教育のユニバーサル化によっ

て学問に留まらない教育を実践している大学が増

えていることを実感した．

5．初年次教育をどのように学士課程教育に繋

げていくのか

6．学士課程の課題

1の「移行」はこの話では高校から大学,大学から

社会人といった転換期において，新しい環境への

社会的適応を図ることであり，社会的結合（対人

関係）などいくつかの側面で適合・結合の達成を

個人に求めるもの,をいう．

そこで,2においては1を円滑に行うための初年

次教育が日本ではどのように行われているか，あ

るいはいないかについて話があった．

特に「初年次教育」 という言葉の定義が暖昧であ

り，学習技術に糊こしたものをいう場合もあれば，

リメディアル教育を指す場合もあるなど，いくつ

かあることで混乱があるということであった． こ

れはFirst-YearExperienceの訳語であることに

起因しているそうだ．

日本での初年次教育を(1)学習適応型(2)複数科

目,社会適応・学習適応型(3)複数科目,学習適応

型の3つに分類し，いくつかの実践例を提示し
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シンポジウム｢世界に通用する理系基礎教育｣報告

五十嵐浩（大学教育センター理系基礎教育部）

平成18年7月15．16日(於：東京農工大学府中キャンパス50周年記念ホール）

このシンポジウムは東京農工大学・大学教育セ

ンターと大学教育学会・学士課程における理系専

門基礎教育研究委員会の共催で行われた。内容は

理系基礎教育の中でも、特に物理学の基礎教育を

中心とした内容で、主に東京農工大学と北海道大

学における取り組みについての報告があった。

プログラムの内容は以下の通りである。

イブとT過システム」

宇田川拓雄（北海道教育大学) ､

報告: ｢アメリカ州立大学において教育力を担

保するための仕組み」

吉永契一郎（東京農工大学大学教育セン

ター)

総括：小笠原正明（東京農工大学大学教

育センター）

9

10

7月15日

1． 挨拶：佐藤勝昭（東京農工大学理事・教

育担当副学長)，

2． 報告： ｢物理学テキスト執筆の経験から－物理，

％ 数学，工学教育の関連を視野に入れて」

原康生（筑波大学名誉教授）

7月16日

3． 挨拶：福島司(東京農工大学大学教育セ

；ンター･センター長）

4.報告： ｢物理システムエ学科における物理導入

ゞ 教育」

三沢和彦（東京農工大学共生科学技術研

究院）

5． 報告： ｢能動的な物理学授業のデザイン」

鈴木久男（北海道大学大学院理学研究科）

6． 報告: ｢演示実験のノウハウとeラーニングの

利用」

細川敏幸（北海道大学高等教育機能開発総

合センター）

7． コメント ： 「教育改革の方略｣

安藤厚(北海道大学高等教育機能開発総合§

センター，北海道大学大学院文学研究科）

8． 報告: ｢バークレーの基礎教育改革イニシアテ

2の報告では､多くの物理テキストを執筆されて

いる原先生が､物理を学生に理解させるのにはど

のような点が難しいのかくぞしてどのように対処

すればよいのかを話された｡また、理系教育全体

の問題点なども指摘された。

4と6の報告では､それぞれ東京農工大と北海道

大学における演示実験を取り入れた物理の導入教

育の報告があった。物理学に対する関心を高め､

物理現象の理解を深めるのに演示実験が有効であ

る事が報告された。 ‐

5の報告では､北海道大学における概念問題を中

心としたクイズ形式の授業に対する報告が行われ

たb今の学生は､問題解法のルールを覚えていて

も､ 日常生活の物理について物理概念を理解して

いないということが指摘された。Eラーニングを

導入し、クイズ形式を授業に取り入れる事により、
i ‐ ・

学生に能動的に学習をさせて、公式よりも物理概

念を理解させるということであった。

8と9はアメリカにおける理系基礎教育につい

ての報告があった。 一

全体として、物理学の基礎教育について非常に

参考になる内容であった。
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報告 10周年記念平成18年度全国大学教育研究センター等協議会

平成18年8月10～11日、広島大学において上記協議会が開催された｡今年で加盟

機関の総数はほぼ30となった｡最初に広島大学高等教育研究センターの有本章会

長から挨拶があり､続いて文部科学省の講演､そして二日にわたって各加盟機関から

活動と課題の報告が順次なされた｡それらの概要をまとめておく。当日の資料は大教

センターに保管されている。

1.講演会「学士課程教育改革の現状と今後の課題」

講師：小島与志生氏（文部科学省高等教育局大学振興課課長補佐）

学士課程とは学位を与える課程(プログラム)で、学位とは大学教育修了に係る知

識･能力の国際的証明である｡信用保持のためには高等教育の質保証に向けた不断

の教育改革が不可欠である｡教育基本法改正法案第7条で､大学については自主

性･自律性その他の教育･研究の特性の尊重がうたわれている｡したがって､大学教

育改革は国が制度の大枠を設ける以上に個々の大学が如何に自主的･自律的に取り

組むかが成否の鍵を握る。

学士課程教育は1949年(昭和24年)の新制大学移行､1969(昭和44年)大学紛

争、1991(平成3年)大学設置基準の大綱化､2007年(平成19年)大学全入時代、

と約20年おきに変革を受けてきた｡大学設置基準の大綱化では個々の大学がその教

育理念、目的に基づき､学術の進展や社会の要請に適切に対応しつつ､特色ある教

育研究を展開しうるよう､制度の弾力化を図った｡例えばそれまで一般教育の単位数

は人文･社会･自然それぞれで12単位､合計36単位が必須であったがその枠ははず

された｡大綱化以降3回の審議会答申があり､大学改革の方向が示されてきた｡

1） 1998年(平成10年)大学審議会答申｢21世紀の大学像と今後の改革方策につ

いて一競争的環境の中で個性が輝く大学一」

学部教育についての教育内容と教育方法についての問題点。

○一般に教員は研究への意識は強いが教育活動に対する責任意識が十分でな

い。

○成績評価が甘く､安易な進級･卒業認定が行われている。
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○教養教育が軽視されているのではないかとの危倶がある｡

○専門分野の教育が狭い領域に限定される傾向がある｡など。

学生の学習態度とその成果についての問題点。

○授業に出席しない､質問をしない。

○授業時間外の学習が不十分である。

○議論ができない｡など､が指摘された。

2）平成14年(2002年)中央教育審議会答申｢新しい時代における教養教育の在り

方について」

○専門性の向上は大学院を主体に行い、学部では教養教育と専門基礎教育を中

心に行うことが基本。

○各大学は社会の激しい変化に対応しうる知の基盤を学生に培うことを目指し､教養

教育の再構築に取り組むことが必要。

○大学や教員の積極的な取り組みを促す仕組みを整備する。

○各大学において教養教育の責任ある実施体制を確立する｡などが答申された。

3)平成17年(2005年)中央教育審議会答申｢我が国の高等教育の将来像」

○従来の､組織に着目した整理から学士･修士･博士といった学位を与える課程(プロ

グラム)中心の考え方に再整理する必要がある。

○新たな教養教育は､学生に国際化や科学技術の進展等社会の変化に対応しうる統

合された知の基盤を与えるものでなくてはならない。

○今後の学士課程教育は｢21世紀型市民｣の育成･充実を念頭に置きつつ､教養教

育､専門基礎教育､職業教育などを目標に､各大学は個性･特色を持つものに分化し

ていくであろう｡などが答申された。

高等教育改革の評価は短期間では難しいものであるから長い時間軸で見るべきで

あるとの議論がある。しかしこれで社会への説明責任は果たせるか｡大学のあり方や

教育の質は常に問われる｡その為にPDCAサイクルをどう回しつづけていくのかが問

われる。

それぞれの大学では、自主的･自律的判断の下、どのような学生を受け入れ(アドミ
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ツション･ポリシー)、どのような教育を行い(カリキュラム･ポリシー)、どのような人材とし

て社会に送り出すか(ディプロマ･ポリシー)の｢骨太方針｣を明確にし､学生に目的意

識を持たせ､学習意欲を刺激し続けることが重要｡その為に組織としては継続的な取

り組み(FD,SD)こそ改革のエンジンである。

手段であるはずの教育改革の取り組みが目的化していないか､各取り組みは大学

全体の総合的な取り組みとして機能しているかく学生の視点に立った学士課程教育を

どう展開するのか､が問われている。

各大学が｢緩やかに機能別分化｣していく中､各大学においては教育資源の有効活

用と教育改革を通じた組織的なバランス調整機能(経営的センスを含め)の活性化が

不可欠である｡つまり、高等教育に関する基礎研究や応用研究に裏付けられた的確

な情報や知見がますます重要となる時代を迎える。

2,協議会加盟機関の報告

加盟機関のうち26機関から今年の活動報告がなされた｡それぞれをここで再現するこ

とは不可能で､茨城大学の取り組みが遅れている現代･特色GPを中心に紹介する。

活動紹介されたGPとしては､e-Learningを用いた教材開発･教育支援関連が複数あ

った(金沢大､信州大)。東北大では文系理科実験を展開していた｡大学の独自性を

前面に出したものでは、 「持続性のある生存環境に向けての国際人養成一砂漠化防

止海外実践教育カリキュラム｣(烏取大)、 「各学部の特色を生かした全学的知的財産

教育｣と全学共通教育(金沢大)があった｡愛媛大学は｢FD-SD-TAD三位一体型能力

開発｣で今年度のGPを申請中という｡TADとはTAの研鑛の意味である｡多くの大学

でFD活動と開発に力点を入れつつあることを感じた(たとえば名古屋大)。

GPとは関係がないが､文系の専門基礎科目として現代史を共通に課している大学

があった｡一つの見識と感じた。

長崎大学では初年次生向けのまなびのﾋﾝﾄ集を作成し､Web上で公開している。

これは先輩学生からのアドバイスなどを多く取り入れたものであるb類似のプロジェクト

はいくつかあるが､まなぶべき点が多々あると思われる｡初年次学生向けのみならず$

新任教(職)員向けノウハウ集､保護者向けの大学案内を作成してはどうだろうか｡初

年次学生向けのものを作成する際には､先輩学生のみならず､高等学校の先生の協

力を得られれば､わかりやすいものができるだろう。
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話をGPに戻す｡茨城大学では全学レベルでのGP対策が不十分であったようだ。

各部局からの申請を早く締め切り、全学的に調整した上での文科省提出が必要であ

る、というのが先行大学の経験者からの示唆であった。

(文責:森野浩）
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｢日本リメディアル教育学会全国大会」

参加報告

関係者とも情報交換が出来,茨城大学における取り組

みを考えるうえでもたいへん有意義であった．

その他の研究発表や特別講演では,入学後すぐの学

力試験や授業実践,e-learning教材の紹介などを含む

日本語基礎教育の実践がいくつか報告されていた.近

年， 日本人入学生の日本語力の低下は著しく，茨城大

学としても，入学生の日本語力向上に向けた取り組み

を組織的に実施する時期に来ているのではないかと感

報告者：

工学部・工学基礎領域

（大学教育センター・理系基礎教育部）

榊原暢久

2006年9月2日 （土） 3日 （日）

キャンパスプラザ京都

日本リメディアル教育学会

じた開催日

会場

主催 関連URL

httD:"www.remedial.iD/18-confrence.html

(参加分科会のみ）内容

1日目

12

13

14

開会式

初年次教育分野分科会

e-learningの利用

・教育システム分野分科会

初年次教育分野分科会

一
一
一

０
０
０

３
０
４

16 ： 20～

2日目

10 ： 00～特別講演

｢文系におけるリメディアル教育をどう進めるか」

札幌大学教授・篠塚恒夫

｢徹底反復と学力」

立命館小学校副校長

立命館大学 教授・蔭山英男

13 ： 30～理数分野分科会

15 ：40～初年次教育分野分科会

17 ： 20～閉会式

報告：

大学教育センターから旅費を頂き，私が所属する学

会の上記全国大会に参加した．私が理系基礎教育部に

所属していて， これに関連する仕事を多くしているこ

とから,数学の初年次教育に関連する研究発表を重点

的に聞いてまわった.茨城大学と似たような取り組み

をしている大学の実践例として大阪府立大学の取り組

み,先進的なe-learning教育のシステムや教材を開

発している例として千歳科学技術大学や金沢大学の取

り組みが報告されており，それらの取り組みを進める
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｢第39回数学教育論文発表会」参加報告 横浜国立大学大学院 天間美沙子

9： 50～ 「数学的概念の形成過程における

図形表現の役割」

筑波大学大学院 大和田裕子

10：40～全体講演「数学教育学の居場所」

広島大学名誉教授 平林一栄

13 ： 10～ 「数学教育における

有用性についての研究」

奈良教育大学大学院 伊藤浩一

13 ： 55～ 「数学教育の目指す創造性育成」

東海大学 渡辺信

報告者：

工学部・工学基礎領域

（大学教育センター・理系基礎教育部）

榊原暢久

開催日

会場

主催

共催

2006年10月7日 （士） 8日（日）

広島大学

日本数学教育学会

日本教育大学協会数学部門

内容：

1日目 （参加分科会のみ）

10：00～ 「理系基礎教育の充実に向けての試み」

茨城大学大学教育センター 榊原暢久他

10：25～ 「北米における授業研究の動向に学ぶ」

DePaul大学 高橋明彦

10 ： 50～ 「数学学習における

Renectionの教育的意味」

文教大学教育学部 町田彰一郎

11 ：35～ 「論理的な考え方の様相に関する研究」

北海道教育大学札幌校 大久保和義

13 ： 15～フォーラム「研究対象としての授業」

東京学芸大学教育学部 藤井斉亮

筑波大学大学院人間総合科学研究科清水美憲

上越教育大学教育学部 岡崎正和

山口大学教育学部 関口靖広

秋田大学名誉教授 湊三郎

14： 55～ 「基礎・基本の確実な定着を

図るための授業改善の研究」

福岡教育大学教育学部 飯田慎司他

15 ：40～ 「中高一貫教育校における数学科

教師の数学教育に対する態度に関する調査研究」

北海道教育大学旭川校 久保良宏

2日目 （参加分科会のみ）

9 ： 00～ 「弘前市教育委員会との共催の現職教

員研修会の実施報告とそのあり方についての一考察」

弘前大学教育学部 中野博之他

9 ： 25～ 「数学と職業のつながりに

焦点を当てた指導に関する研究」

報告：

大学教育センターから旅費を頂き，私が所属する日

本数学教育学会の上記論文発表会に参加した． この発

表会に参加した最大の目的は,理系基礎教育部の主導

で行った平成17年度・ 1変数微分積分パイロット授

業の成果を報告することにあり，既に論文［1］で発表

したものを主に報告した.我々の取り組みは，旧国立

大学の中でも先進的な取り組みであり，複数の研究者

から細部にわたる質問が寄せられた.平成18年度の

成果についても,論文・講演の形で報告する予定であ

る．学会の性格上,接続教育に関連するものというよ

りは,数学教育全般にわたる報告が大部分であったが，

他学会ではあまり聞くことのできなし数学教育の研究

手法や海外の数学教育事情現職教員研修等について

の情報を得られたことは有意義であった．

参考文献

[1]榊原暢久，栗原和美曽我日出夫，千葉康生，藤

原高徳堀内利郎:理系基礎教育の充実に向けての試

み～茨城大学における「1変数微分積分」パイロット

授業～， 日本数学教育学会高専･大学部会論文誌，第

13号j pp.41-52, 2006.

関連URL

http:"www.sme.oxm/conptonDO23902html
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法政大学第3回FDシンポジウム「大学の理数教育を立て直す－基
礎学力と学習意欲の向上をめざして」報告

千葉康生(大学教育センター点検評価部,理系基礎教育部）
平成18年10月7日 （於：法政大学小金井キャンパス）

このようなことをきっかけとして,学生一人一人

の理解度に応じた教員の丁寧な対応によって基礎

学力の定着を図る組織として,基礎教育支援セン

ターが設置されたということであった．

具体的には，数学5名,物理4名,化学3名，英

語3名のチューターがスケジュールを組んでj学

習支援教材作成や来訪学生の教育ｶﾙﾃを作成

するという作業をしており，その利用者も年々増

えているということであった．

プレースメントテストを用いた結果では，このセ

ンターを利用している学生の点数は，そうでない

学生よりも伸びている結果が出ている．

3の講演は,千歳科学技術大学におけるeラーニ

ングの活用とその開発法についてであった．

よくeラーニングのコンテンツ作成は時間や労力

がかかることが指摘されるが,この大学ではメディ

ア・ラボという学生プロジェクトがその推進役と

なっている．システムについては情報系研究室の

学生を参加させ,かつ卒業研究とも連動すること

でその構築を図っている．また，コンテンツについ

ては,学部2年生以上で構成するプロジェクトメ

ンバと学部3年生以上で構成するメディアコンサ

ルタントが, 1年生で自分たちが使ったeラーニ

ングｼｽﾃﾑを改良するべく関わっているという

ことである．

このシステムは一部の高校でも連携して活用され

ているということである．

最後にパネルディスカッションが行われた．以下

は個人的な感想なのであるが,学力低下が激しい

と感じているのは国立大学法人以上で,また,付属

高校があるせいもあってその原因をどこに求める

のか議論があり，学力低下によって抱いている危

機感の違いを感じた．

法政大学が行ったFDシンポジウムに参加した．

1. 「法政大学工学部の数学教育の現状」池山

保氏（法政大学工学部教授）

2． 「基礎学力向上の仕掛け」遠山紘司氏（神奈

川工科大学教育開発センター教授）

3. ｢eラーニングを介した理工系導入教育の実

践一高大連携の活用一」小松川浩氏（千歳

科学技術大学光科学部助教授）

4．パネルディスカッション

1の講演であるが,主には法政大学の工学部の入学

者の現状についてかなり学力が落ちているという

話があった．特に2006年度では910名の入学定

員に対し,約300名が推薦などの一般入試によっ

て入学しているということであった．

また,それとは別に国立大学法人とは少し温度の

違う発言があった．それは法政大学では毎年約80

名程度が退学していくのだが,それは直接経営に

関わってくるという話であった． この人数だと約

1億円違うという．

2では,神奈川工科大学で2003年5月から設置

されている基礎教育支援センターについての経緯

の話があった．

話の冒頭では, 2002年の5月に2年次生の出し

た退学届が紹介された．その内容は「高校で物理

の授業がなく指定校推薦で入学したが,大学では

基礎知識がないまま授業が進められた．大学では

学問を教える真の目的があるのに基礎知識を教授

しないままの授業は大学の本旨に反しており，分

からないまでも一生懸命やってきたもののこれ以

上続けることは困難であり，全体的失望を感じ退

学する」 というものであった．
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大学教育学会
「教員組織とカリキュラム改革」報告

千葉康生(大学教育センター点検評価部,理系基礎教育部）
平成18年11月25日 （於：金沢大学角間キャンパス）

大学教育学会が主催し， 2日間に渡って開催され

た課題研究会「教員組織とカリキュラム改革」に

参加した．

いくつかのシンポジウムが同時に開催されたので，

私が参加したもののみを取り上げる．

まず,瀬在幸安氏（(財）私学研修福祉社会理事長，

日本冠動脈外科学会理事長,前日本大学総長）に

よる基調講演「21世紀における大学の教育。研究

戦略」があった．

この話は,大学成立までの歴史を外観しながら,科

学技術の進歩と人類の課題やグローバル化による

留学生の増加について,産学連携や第三者評価に

よる大学の果たす使命など,一般的な話題が中心

であった．

続いていくつかのシンポジウムに分かれて講演が

行われた．私はシンポジウムII学会課題研究「大

学における教養教育の評価・認証の基礎」中間報

告について，に参加した．

シンポジスト ：後藤邦夫氏(NPO学術研究ネッ

ト） ，坂井昭宏氏（北海道大学） ，浦野光人氏（ニ

チレイ （株）社長,経済同友会教育問題委員会委

員長）

指定討論者：関根秀和（大阪女学院大学） ，寺崎

昌男（立教学院）

司会者：館昭氏（桜美林大学） ，佐々木一也氏

(立教大学）

後藤氏,坂井氏は2005年から行われた,大学にお

ける教養教育の評価・認証の基礎に関する課題研

究の中間報告を行った．それによれば,第三者によ

る大学の評価と，研究者コミュニティにおける相

互評価としてのPeerReviewの必要性，また学会

型組織の関与が必要であるとのことであった．

浦野氏は,企業の立場から大学の教育についての

問題提起があった．それは,企業が株主や一般顧客

からの外部評価を受けているように,大学も経営

面や教育面から学生アンケートを初めとした外部

評価を受けることの必要性であった．

2日目はシンポジウムIV学士課程における理系

基礎教育一教養教育からキャリア教育まで，に参

加した．

1． 「文系学生への実験を重視した自然科学教

育」金子洋之氏（慶応義塾大学）

2． 「工学系基礎学力の評価と保証」渡邉敏正

氏（広島大学）

3． 「企業連携に基づく実践的工学キャリア教

育」西村伸也氏（新潟大学）

金子氏からは,慶応大学で特色GPにも取り上げ

られている，文系学生への実験による科学教育に

ついての話があった．それによれば文系学生にとっ

ても,DNAの抽出など,なるべく卑近な題材を用

いており，概ね好評であるとのことだった．

渡邉氏は,広島大学や山口大学が中心となって行っ

ている，工学系数学の統一試験について講演した．

これは，学力の認定試験のようなもので,微分積

分,線型代数,常微分方程式,確率統計の4分野に

ついて各大学で（希望の）学生に対し統一試験を

行う， という特色GPでも取り上げられているも

のである．

西村氏は,新潟大学工学部におけるキャリア教育

の構築（現代GP)について講演した． これは就

職率は悪くないが,就職後の短期間での離職率が

高いことを懸念した結果,従来行われていた個々

の教員レベルにおける就職指導・キャリア教育を，
組織的・体系的に行うというものである．

具体的には， 「マーケット・インターンシップ」 （専

門キャリア教育） という2週間のインターンシッ

プ， 「キャリアデザイン・ワークショップ」という

工学のキャリアや技術者としての在り方などの意

義について討論するもの， 「テクノロジー・イン

ターンシップ」 という企業の実態と技術に関する

知識を経験として習得するものの3つから成る．

いずれも特徴のあるもので,特色GPや現代GP

に採用されているものであった．

－521－



平成18年度全国学生指導研究集会報告

大学教育センター森野浩､千葉康生

平成18年11月27日～11月29日

国立オリンピック記念青少年総合センター

独立行政法人日本学生支援機構

文部科学省､全国学生指導研究会連合会､国立大学法人琉球大学

期日：

場所：

主催：

協力：

本研究集会は､ 「学生指導に関する研究成果の発表と参加者相互の研究討議を通じて、

学生指導業務に改善と発展の方策について研究することを目的｣として､毎年､開催されて

いるものである｡本年度は､大教センターから二名(森野､千葉)が参加した｡内容は講演と

分科会及び全体会からなる｡講演は、 「大学における統治､統制､遵奉｣という演題で､東

京工業大学監事の冨浦梓氏が演者であった｡分科会は必須テーマと領域テーマにつ

いて扱った｡必須テーマは｢大学等の危機管理について｣、領域テーマは、 「学生相談｣、

｢キャリア支援｣、 ｢修学支援｣、 「正課外活動｣であった｡参加者はいずれかの領域テーマの

分科会で協議に参加した｡私たちはカリキュラム問題や教養教育に関係する｢修学支援」

領域に参加した｡参加機関は262､参加者数は337名であった。

1.講演｢大学における統治､統制､遵奉」

国立大学法人東京工業大学の監事である冨浦梓氏により､表題の講演が行われた。

冨浦氏は企業の出身であり､その経験から､企業における不祥事とその対応､大学にお

けるモラルや秩序についての話があった。

まず､企業における社会的な責任についてその変遷と､企業での社会的責任を織り込ん

だ分権的な統治についていくつかの例が挙げられた。

次に大学における諸問題として､大学の公共性や社会的責任の自覚についての話があ

り､それに続いて遵奉という視点から､いくつかの事例についての分類がなされた｡その内

容は､法令等に対する｢違反｣、不注意による｢過失｣、故意ではない｢過誤｣、セクハラやア

カハラなどの｢惇徳｣、科研費の利用などに関わる問題としての｢不正｣、業績などを過大評

価する｢過信｣､過大報告するなどの｢誇張｣、握造や盗用などの｢偽装｣であった｡また､こ

れらの行為に対して、 ｢虚偽｣｢不公正｣｢隠蔽｣｢遅滞｣｢回避｣等の負の対応をすることが企

業においても大学においても格差を産み出してしまう､という話があり､ ｢統治､統制､遵奉」
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が大学においても重要な経営要素であるというまとめがあった。

2.必須テーマ｢大学等の危機管理について」

大学の危機管理に対する姿勢として､停学中の学生が事件をおこした事例で､停学中で

もケアをして学生を守るべきか､あるいは､退学にして大学を守るべきが､議論がわかれる

ことが紹介された。

次の事例として､福知山線脱線事故をめく、る危機管理のあり方を検討した｡事故直後､学

生の被害状況をどのように把握し､保護者からの問い合わせに対応できるかという問題で

ある6いくつかの大学では､すぐに対策本部を立ち上げ､住所から事故に巻き込まれる可

能性のある学生のﾘｽﾄを作成し､手分けして確認作業をおこなったという｡この中で関連す

る重要事項が指摘された｡具体的には：

1)早急に対策本部を立ち上げ､そこが､情報収集と対策を一元的に行うこと｡事務官と教

員との連携も不可欠である｡事務部間の縄張り意識が強く､対策に失敗した例が紹介され

た。

2)携帯サイト(ポータルシステム)で連絡システムを作り対策つくりにあたっている大学があ

った｡その際､新しいシステムの立ち上げに､そのシステムに強い人員を採用したとのこと

であった｡しかし､留学中の場合は把握が困難である。

3)最悪の結果になった場合､遺族への対応も考える必要がある｡本人を退学とするのか、

死亡除籍か､など｡いつの時点で退学とするのか､ご遺族の心情､宗教との関連も考慮す

る必要がある。

4)事故の治療が長期にわたる場合､休学や試験を特別に扱うのか(学則で規程している大

学もあった)、一般の履修規則に習うのか､教務委員会の個別判断なのか､いくつかのケ

ースが紹介された。

次の事例としてカルト集団対策が挙げられた｡問題となる集団として､摂理､浄土真宗親

鶯会､統一教会が挙げられた｡対策として､対策講演会の開催､相談窓口の開設､掲示に

よる注意喚起､特別講義の開講など､が実施されている｡これらの集団はしばしば○○大

学学生新聞という名前でまともな内容の新聞を発行し､資金源としている｡保護者にも定期

購読を勧めている｡新聞名､新聞の内容ではカルト集団のものとは判断できないとのことで

ある。

－523－



3.分科会協議修学支援

1）教育に関する各種評価のあり方

授業評価制度に関して､多くの大学で授業アンケートが実施されているが､多くの問題点

も指摘された｡主なものは､1)改善アンケートなのか評価アンケートなのか不明確､分ける

と二種類のアンケートが必要となる｡2)マンネリ化し､不真面目で適当なアンケート回答が

見られる｡3)自由記述では罵言雑言がある。自由記述はともかくとして､アンケート結果を

Web公開しているところが多くあった｡評価の高い講義に対して公開の要望が高かった。

教育(研究)評価結果を処遇に反映させることに関しては､多くの大学で難航している｡某

大学では、 「大学を活性化させることが大前提｣ということで決着したとのことである｡別の大

学では､ポイント制で評価を試行したが､分野間での共通基準つくりが不可能となり､廃止

となった｡処遇として､研究費･教材費への反映､昇格審査･サバチカルの審査に利用など

が示唆された｡給与への反映はどこでも困難なようである｡教育評価では､担当コマ数､指

導学生数､授業評価結果､自己評価データなどが上げられた。

評価制度(法人､認証など)についても情報の交換が行われた｡いずれの大学でもデー

タ保存に苦慮されていた｡保存データの選択は大学に任されているが､成績の偏った授業

に対して答案の提出が求められる可能性があるだろうとの示唆があった｡3日間の訪問調

査を受けた某地方国立大学は､審査員が旧帝大の先生で､実情を理解していないまま調

査がおこなわれ､その評価結果が妥当か大いに疑問であるとの意見がだされた｡審査員

の研修を求める声が出されていた｡また､評価制度が教育に対する介入を招く恐れがある

との指摘もあった。

厳密な成績評価のあり方についても意見の交換があった｡厳密とは､各科目でのシラバ

スに明記された評価基準を厳密に守っているか､である｡そして､評価基準は達成度にた

いしての成績であることが確認された。

また､JAB配に関連した話として､学生への成績の開示という観点から､答案返却につ

いての対応の状況が報告された｡各大学､高専等でまちまちであり､答案保存についての

一定の基準が必要ではないかという話があった｡

2）大学等におけるカリキュラムのあり方

カリキュラムの見直し､教養教育の実施体制､第二外国語の見直し､などの紹介があっ
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た。

カリキュラムは､多くの私大が4年単位で見直しているようである｡教養教育では､国立大

学ではそれぞれの事情でまちまちであった｡責任部局制の大学､全学出動態勢､分属教

員数に応じて負担するところなどである。

GPA制度､CAP制度の実施状況についても協議された｡GPAを用いて､学生指導の目

安にする､科目群ごと､あるいは教員別にまとめて自己評価している例が紹介された。

JARFRを取得する準備として導入している大学･高専もあった｡CAP制と併用することで、

最低成績でよしとする雰囲気を変えることを目指す､履修の途中放棄(取り止め､欠試は不

可扱いとなる)の歯止め､奨学金推薦への利用､学生表彰制度への利用､短縮卒業への利

用などが紹介された｡多くの大学では､半期で20から24単位､GPA得点が高いと次の半

期は上乗せ可能､であるが､大規模大学では上限単位数は学部によってことなり､教養科

目のみ揃えている傾向があった。

3）補習授業の実施状況について

高大連携の補習授業(未習学生)や入学前授業(AO入試､推薦入試入学学生対策)につ

いて意見の交換があった｡これらは総じて私大､地方国立大学で深刻化している問題であ

った｡単位なしの補習授業を行っている大学では､学生の途中放棄が多いとのことであっ

た｡少人数セミナー(20人程度)で対応しているところでは学部横断型で開講し､学生に好

評とのことであった｡例えば､熊本大学では1700人の1年生に100ｸﾗｽを用意している。

また､本学にて行われている理系基礎教育について報告を行った｡教材作成や教員の

体制についての質問をいくつか受けた。

3.全体会議

各領域テーマの代表が､総括発表をおこなった｡ここでは学生相談テーマについて紹介

する｡学生相談のシステムとしては､相談室､保健センター､担当員､学長メール､保護者

相談会など､がある｡カウンセラーとして学外者を雇用しているところもある｡一般に､関連

教員との連携が少ないことが指摘された｡また､カウンセラー(あるいは担当医師)の守秘

義務については法律の縛りはあるが､大学でも規則を制定しておく必要がある。

学生との信頼関係を築くことがまず肝要で､その為には､研修会(年2-3回程度)が必要

である｡マニュアルの作成も不可欠であろう｡一方で､相談員を守ることも考えておく必要が
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る。学生問題では､留学生に対するケアも喫緊の課題として指摘された。

学生の修学支援､危機管理､生活支援､糯申的支援などがすべての課題に共通する問

題で､当然のことであるが､多くの大学では驚くほどに同じような学生指導問題を抱えてい

ることがわかった｡この集会のそれぞれの分科会で紹介された各大学等の例や協議は､非

常に重要な内容を含んでいて､茨城大学にとっても大いに参考になると思われた｡可能な

範囲で必要な対策を取り入れていきたい。
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平成18年度全国学生指導研究集会報告

千葉康生(大学教育センター点検評価部理系基礎教育部）
平成18年11月27，28，29日（於：国立オリンピック記念青少年総合センター）

独立行政法人日本学生支援機構が主催した全国学

生指導研究集会に参加した．

この研究集会は大学,短大,高専などの教職員が

テーマに応じた分科会に分かれて，そのテーマに

関して議論するというのが主な作業であった．分

科会は学生相談についてが7グループ,キャリア

支援についてが3グループ,修学支援についてが

4グループ。,正課外活動が4グループであった．

第1日目はまず東京工業大学の監事である冨浦梓

氏による講演｢大学における統治,統制遵奉｣が
あった．

特に経営や監事としての視点からの話であったが，

その中で,企業にせよ大学にせよ，その社会的責任

をどう果たすべきかということで,公共性や社会

的責任に対する自覚が求められている， といった

趣旨の発言があった．その意味においての統治,統

制,遵奉は重要な経営要素であり，特に遵奉に反す

る行動（法令違反や不正など）や背馳行為に対し

て間違った対応（虚偽の報告や隠蔽など）に対す

る戒めがあった．

その後は分科会ごとに討論が行われた．私は修学

支援という分科会のグループ（15名）であった．

以下はその報告である．

この日の討論は分科会に関係なく ，必須テーマと

して危機管理についての話し合いが行われた．具

体的には,JR西日本の福知山線脱線事故のように，

学生が事件事故に巻き込まれた場合の各校の対応

について意見交換がなされた．

その対応は学校によってまちまちであり，情報ポー

タルサイトを使えるような学校もあれば,個人情

報保護法によって学生との連絡が覚束なく不安で

ある， といった意見も出された．地震や災害に対す

る対応を事前に備えておくだけではなく ，学生と

の連絡というものがかなりポイントになっていた．

第2日目は一日を使って分科会のテーマについて

話し合った．午前は私のグループでは認証評価に

ついて話し合われた．

医薬歯学部のある学校では国家試験によって一つ

の認証を受けているという話があった． また昨今

よく言われるGPA(重み付き単位制度）やCAP

制（単位取得数の制限）についても話が及んだ． こ

れらの利点は卒業や大学院進学を早めることがで

きたり，学生の学習への意識の改革にあるようで

あったが,逆に実際導入している学校では単位を

落とす学生が増えたという意見もあった．

午後は成績評価方法や基礎教育の方法などについ

て話し合われた．私は本学での理系基礎教育につ

いて話をしたが,やはり学力低下というのがキー

ワードで,中には学外（と称して保護者）向けの授

業を行っているところがあるということであった．

最終日は分科会で話し合われたことの統括と報告

が行われた．
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国際シンポジウムグローバル化と21世紀の英語教育

一英語教育・ラーナーオートノミー・英語教育専門職の養成における国際的連携一

報告書：岡山陽子（大学教育センター）

平成19年1月13日 （士)、 14日 （日）

熊本大学工学部百周年記念館、文学部

熊本大学

日時

場所

主催

平成19年1月13日に熊本大学で開催された上記のシンポジウムに出席したので、その

報告をしたい。当日のプログラムは崎元達郎熊本大学学長の挨拶から始まり、山下徹熊本

大学文学部教授の開催趣旨説明が続いた。

基調講演は英国のノッテインガム大学からの3人の先生方によるもので以下の通りだっ

た。

基調講演1 ： 「英語教育・英語教授法プログラムの開発における国際的連携の可能性」

スベンジャ・アドルフス（ノッティンガム大学英語学部）

基調講演2 ： 「教師・学習者オートノミ－とアジアにおける英語教育専門職の養成」

イアン・マグラス（ノッティンガム大学教育学部）

基調講演3 : ｢CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠） とアジアにおけるラーナーオートノ

ミー育成のための評価」

ジュリー・キング（ノッティンガム大学英語教育センター）

基調講演1では、 ノッティンガム大学が展開している遠隔地学習プログラム、つまりイ

ンターネットを使用した学習プログラムによる修士課程について紹介された。その修士課

程への入学方法に始まり、 コース内容、評価などについての説明が行われた。また、基調

講演2では、教師のオートノミーについて話されたが非常に興味深かった。茨城大学総合

英語プログラムのように共通プログラムを取り入れているところでの教師のオートノミー

と共通性のバランスは私たち教員にとって大いに関心のある点で非常に勉強になった。授

業の活性化のためには教員のオートノミーを保持することは重要であるが、共通カリキュ

ラムの中でどのようにそのオートノミーを育成・保持していくかは今後の課題でもある。

オートノミーについての教員のとらえ方が発表されたが、香港の教員のとらえ方について

も説明された。このような教員の意識調査はオートノミーを考えていく際に実施するべき

調査であるようにも思えた。茨城大学でもそのような調査を実施するのは意義があるので

はないか、 と思われた。基調講演3では、 CEFR(ヨーロッパ言語共通参照枠）について、

詳細な説明が行われた。総合英語プログラムでもCEFRを参考にしてCANDOLISTを作

成しており、この講演が大いに参考となった。全体として有意義なシンポジウムであった。
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｢第12回FDフォーラム」参加報告 1） 日本語能力としての「発信力」の育成

2）大学生の実態と教員意識のズレ

3）学生参画型の教育改善

ということであった．

1）については， 日本語で考え発信するということ

が高等学校までにほとんど指導されていないというの

が実情で,大学で初歩的レベルからの指導が必要であ

るが,半期程度の集中した指導で格段の進歩が望める

ということであった.専門家による集中的な立ち上げ

が必要ではあるが,茨城大学における初年次教育の柱

としてこのことを考えてみてはどうだろうか．

2）についてはいうまでもなく，学生の質の変化に

大学教員の意識がついていかず,結果として対処策が

後手後手にまわっているように民間からは見えるとい

うことである．大学教員は，これまでの人生で研究能

力の育成指導は受けてきたが,教育指導力の育成指導

はほとんど受けてきていない.そこに，大学評価など

の更なる「非専門」業務がおそいかかり， 「非専門」

業務をこなせる人材には過大な負担がかかり，他の者

たちで仕事をしようにも人材自体がいないという状況

にある．旧国立大学で特に顕著な傾向にあるが， 「教

育」 「研究」 「学内・外業務」を職務の柱とするといい

ながら，実際は「研究」だけで評価するというこの実

態を早期に是正しなければ,優秀な大学教員の確保は

どんどん難しくなり，社会の信頼にこたえる大学とし

て存在できなくなるのではないだろうか．

3）については,特に岡山大学の試みが進歩的かつ斬

新であった．この取り組みでは,学生が授業の企画や

授業改善に参加し,究極の双方向型授業システムを追

求している．その実現性や問題点を指摘する意見が参

加者からいくつかあったが,その経過と行方にたいへ

ん興味をもった．

報告者：

工学部‘工学基礎領域

（大学教育センター・理系基礎教育部）

榊原暢久

2007年3月3日 （土） 4日 （日）

京都産業大学,キャンパスプラザ京都

財団法人大学コンソーシアム京都

文部科学省,京都府,京都市

開催日

会場

主催

後援

内容：

1日目

基調講演： 「大学生の発信力が伸びる」

作家・京都産業大学客員教授・樋口裕一

シンポジウム： 「学生が伸びる大学教育」

シンポジスト

リクルートカレッジマネージメント

編集長・中津井泉

京都精華大学 理事長・中尾ハジメ

岡山大学教育開発センター教授・橋本勝

コーディネーター

立命館大学大学教育開発・支援センター

教授・木野茂

2日目分科会（参加分科会のみ）

第5分科会

「学力低下に関する問題とどう取り組むのか」

報告者

龍谷大学経済学部 教授・河ﾎ捕昌夫

椙山女学園大学現代マネジメント学部

教授・山田健治

兵庫大学健康科学部 教授・吉原惠子

コーディネーター

龍谷大学大学教育開発センター長・岡地勝二 関連I凪L

http:"www.consorhum.omip/consortium/fa/faindex.h

報告：

大学教育センターから旅費を頂き，一昨年・昨年に

続いて上記フォーラムに参加した．基調講演及びシン

ポジウム,分科会で強調されていたキーポイントは，

tml
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「英語が使える日本人」の育成のためのフォーラム2007報告

阿野幸一（大学教育センター総合英語教育部）

平成19年3月3日 （於：東京ビツクサイト）

文部科学省主催のフォーラムに参加した。これは平成15年3月に文部科学省が日本の英

語教育改善ために策定した「『英語が使える日本人』の育成のための行動計画」に関するこ

れまでの取り組み状況を報告するとともに、英語教育関係者が一堂に会して意見交換を行

うために毎年行われているものである。 「開会のあいさつ」 と 「英語教育優良自治体・学校

大臣表彰」に続いて、以下のプログラムが行われたので、それぞれの概要と感じたことを

まとめた。

1． 「｢英語が使える日本人」の育成のための行動計画」進捗状況報告

手塚義雅氏（文部科学省国際教育課長）

中学と高校での英語の授業における少人数指導や習熟度別指導の実施状況、検定試験に

見る英語教員の英語力という点では年々改善の兆しは見られるものの、授業における英語

の使用状況などに関しては、まだまだ努力が必要とのことである。特に国際学科などを除

く普通科における高校での英語の授業は、今なお日本語による指導が多く行われているの

が現状だとのこと。本学では「総合英語」の授業中は教師生徒ともに英語を用いているが、

高校での現状をふまえ、導入段階できめ細かな指導を行うことで、英語による授業への切

り替えを促す必要があることがわかる。

2．基調講演「英語で話す」

大杉正明先生（清泉女子大学教授）

NHKラジオ「英会話」や「ものしり英語塾｣、NHKテレビ「いまから出直し英語塾」で

人気を博している大杉先生による講演である。前半は大杉先生が留学経験もなしにどのよ

うに英語の力を伸ばしてきたかを、学生時代からの体験をもとに紹介した。その後、清泉

女子大学で取り組まれているディベート指導やデイクテーションなどの実践例を示された。

「学校教育で英語は終わりではない」 という信念のもと、我々英語教師も学生と同じ学習

者であり、 「英語学習の先輩として」学生に英語学習のknow-howを教えていくことが大切

であるということを力説された。大学の授業で一方的に知識を押し付けがちな我々大学教

員にとって心すべき言葉である。

3． スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール模擬授業

広島市立舟入高等学校1年生

平成16年度にSRT｣Hiの指定を受けた舟入高校の西巌弘先生が普通科．国際コミュニケ

ーションコースの生徒40名と実演授業を行った。まだ1年生ということもあり、授業の目
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的は流暢さを伸ばすことに焦点が当てられ、指定時間内に何語話すことができるかを常に

計測しながら、ペア・ワークやグループ・ワークを効果的に用いて指導されていた。イン

タラクションという点では改善の余地もあるが､生徒たちが話す英語のレベルは驚くほど

高く、 SRT｣RT効果を十分に見て取ることができた。間違いを恐れずに堂々と話し、どの生

徒の発音もしっかりとしていて、教師が話す英語を完全に理解できている多くの生徒の英

語運用能力は、本学の「総合英語」レベル5を上回っているとも思われた。西先生の指導

技術は「総合英語」でも学ぶべき点が多々あるとともに、 このような生徒が今後入学して

くることを考えると、大学としてこれに対応できるだけの授業内容の充実が急務であると

思われる。

4．分科会「大学を拠点とした現職教員研修」

現在6つの大学が実施している「英語指導力開発ワークショップ」の概要についての報

告があった。それぞれの大学において講座内容や講師の人選について工夫が見られ、担当

する大学自体も、それぞれの大学での英語教育に多くのフイードバックを得られることが

わかる。今後、地域との連携を目指した大学として、 こうした取り組みがますます必要に

なると思われた。

5． 「スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール実践報告」

SRIHiに指定されている3つの高校の担当者が、それぞれの学校における取り組みにつ

いて報告をした。研究指定を受けてから教員集団としてどのように組織として取り組んで

きたか、また生徒の力を伸ばすために様々な工夫をしており、その成果を十分に見て取れ

た。高校でこれだけの指導が可能であることを認識し、大学としても緊急に受け止めて授

業内容を改善していかなければならないと思われる。本学にもSRTHi出身者の新入生が

年々増えてきていて英語の授業で活躍しているが、今後、 さらに受け入れ態勢を整えてい

く必要がある。
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平成19年3月9日

大学改革シンポジウム参加報告

大学教育センター山中一雄

国立大学協会主催の第4回大学改革シンポジウムが、平成19年3月9日に東

京で開催された。話題は、 「学士課程教育における教養教育の在り方」であった。

それに参加して見聞し考えたことをここに報告する。 ここに記す内容は、シンポ

ジウムの様子を筆者個人の認識をとおして再構成したものであり、客観性の保証

された文字通りの報告とは別のものであることを、念のため付記しておく。

0 プログラムの概観

このシンポジウムは、 2件の基調講演（各60分） とパネル討論（120分）から

成る。基調講演の第一は、関西大学の竹内洋教授による 「教養とは？」、第二は、

山口大学の丸本卓哉学長による 「国立大学における教養教育について－国立大学

法人における教養教育に関する実態調査報告から－」であった。パネル討論は、

「学士課程教育における教養教育の在り方」を主題に、下記の5人のパネリスト

によって行われた。司会・進行は、岩手大学の平山健一学長による。

東日本旅客鉄道株式会社顧問江上節子

朝日新聞論説委員兼「大学ランキング」編集長清水建宇

国際基督教大学学長鈴木典比古

広島大学高等教育研究開発センター長有本章

文部科学省大臣官房審議官村田直樹（代理：鈴木高等教育政策室長）

1 基調講演から

竹内教授の講演では、教養をどのように捉えたらよいか、教養はどのようにし

て身につくかといったことが、 さまざまな視点から語られた。教養とはひとつの

ことについて何でも知っていると同時にすべてのことについて何らかを知ってい

ることといった定義があること、教養は文化の三つの機能、すなわち適応（実用

化)、超越（理想化)、 自省（理想主義と実用主義の双方の抑制）の拮抗とダイナ

ミズムに深く係ること、語学と人文学とで教育課程の7割を占める旧制高校で学

んだ人の中に教養人が見られること、などの話があった。教養の有無とは別に、

教養を価値あるものとする風士がかつては存在したものの、現在はそれすら失わ

れたとの指摘もなされた。また、読書が教養形成に果たす役割について、十分で

はないが必要であり （筆者による次頁の図を参照)、その意味から高校教育が大切
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との指摘には興味深いものがあった。 さらに、大学では大学院も含めた全体の中

で教養教育と専門教育の統合を考えるべきであること、教養教育においては教員

の「自分を語る」授業が大切であることなどが話された。

読書をする人 読書しても教養が身につく

わけではぢいが読書なしに

教養Iさ身につかない！教養のある人

丸本学長の講演は、国立大学における実態調査の結果をもとに、教養教育の現

状が満足すべきものでないことを指摘しつつ、教養教育改善のための論点を提示

するものであった。その論点はつぎの5項目から成る。

・教養教育の理念の確立一教育重視

・教養教育カリキュラムの体系的編成

・組織改革：学士課程の教養教育と大学院専門教育の分化

・教養教育担当部局と教員組織の明確化

・教養教育重点強化のための予算措置の重要性

2 パネル討論から

各パネリストから、それぞれの立場に応じて状況認識や意見などが述べられた。

そこからの要約を列挙すれば： 大学設置基準の大綱化による科目区分廃止の狙

いは、学部・学科の理念・教育目標に沿って体系的カリキュラムの編成を可能に

することにあったが、「教養教育｣の位置づけや実施体制をめぐって混乱が生じた。

国際基督教大学では、教養学部の中の学科区分を廃止して学部全体でリベラルア

ーツ教育を行い、学術基礎力の酒養、問題解決に向かって行動する人材育成を目

指すことになった。教養以前に、学生の知的好奇心の欠如という問題がある。知

的好奇心を呼び覚ますために、高校と大学の間に何らかの断絶を用意すべきであ

る。企業の視点から見ると、大学における教育ではなく、体験や経験をとおして

よりよい資質が形成されることもある。教養は、高い社会的責任を担い得る企業

人たることへの必要条件ではなく十分条件である （筆者による下の図を参照)。

教養ある企業人

高い社会的責任を担い得る企業人

専門教育重視と連動して生じる一般教育軽視､教養教育の学問的研究の未発達(教
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養教育の専門家がいない）などの状況を背景に、教養教育の断片化、脈絡の欠如

が生じている。専門教育は大学院に移し、学部においては教養教育として体系づ

けられたカリキュラムによるリベラルアーツ教育が行われるべきである。 リベラ

ルアーツに対応する語として「教養」が充てられたことにも混乱のもとがある。

大切なのは自由なる学芸のほうであり、例えば授業においては、一方的な知識の

伝達ではなく、 クラスに対話が醸成されることが大切である。 などとなる。

パネリストの話がひとおおり済み、討論に移った段階で、すでに残り時間が少

なくなっており、その後はフロアからの質問による数件の応答と、それに伴う補

足を経て閉会となった。なお、パネリストによる補足の内容は上記に含めた。

3 筆者の所感

大学設置基準の大綱化以来、 「教養教育」の問題についてさまざまな議論が繰り

返されてきたが、疑問は膨らむばかりであった。今回、それらの疑問がいくらか

解消することを期待してこのシンポジウムに参加した｡疑問のいくつかを記せば：

・大学教育を教養教育とその他の教育に敢えて分割して論じる根拠はなにか（教

養を育む役目は大学教育そのものが負うべきなのではなかったか） ？

・茨城大学の教養科目履修案内に、 「問題の本質を的確に把握し、 自律的に解決し

ようとする意欲や態度、豊かな人間性に裏打ちされた総合的判断力および的確な

理解力や企画力、そして豊かな創造力と表現力の形成に寄与する科目」 という記

述がある。 この要件を満たす科目は専門科目群の中には存在しないのか？あるい

は、教養科目と称する科目に特定分野の専門性はないのか（そもそも何らの専門

性もない科目が大学教育の中に存在理由をもち得るのか） ？

・現在の茨城大学の「教養教育」は大綱化前の一般教育と本質的に変わらないよ

うにみえる。そうした一般教育と専門教育の合併は、教養を育む大学教育のさま

ざまな実現形態の一選択肢として有効なものと思うが、それが選択されたのなら、

それに最もふさわしい実施体制が何故放棄されたのか？

シンポジウムでは、大学教育そのものが教養教育であるべきという考え方が共

有されつつあると感じた。ただ、専門教育を大学院に負わせ、学士課程の教育は

リベラルアーツの流れを汲む人文・社会・ 自然を中心に体系化すべきといってい

るようにもみえる点が気になった。それは極論すれば、教養教育実現のためすべ

ての学部から専門教育を排除して教養学部化するということである。その有効性

を否定するつもりは毛頭ないが､その際専門教育とはいかなる教育を指すのであ

ろうか？学部、大学院を問わず、教養を育む特性のない教育などもとより高等教

育の名に値しないのではないのか？筆者の今の理解力では不可解なことが多い。

以下余白
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第4回大学改革シンポジウム
ー学士課程教育における教養教育の在り方一報告

千葉康生(大学教育センター点検評価部,理系基礎教育部）
平成19年3月9日 （於：財団法人日本教育会館一ツ橋ホール）

社団法人国立大学協会が主催した第4回大学改革

シンポジウムに参加した．

1． 「教養とは？」竹内洋氏（関西大学文学部教

授,京都大学名誉教授）

2． 「国立大学における教養教育について－国

立大学法人における教養教育に関する実態

調査報告書から－」丸本卓哉氏（山口大学

長,旧教養教育実態調査に係るWG座長）

3． 「学士課程教育における教養教育の在り方」

（パネル討論）

・江上節子氏（東日本旅客鉄道株式会社

顧問）

・清水建宇氏（朝日新聞論説委員兼「大

学ランキング」編集長）

･鈴木典比古氏（国際基督教大学学長）

・有本章氏（広島大学高等教育研究開発

センター長･特任教授,旧教養教育実態

調査に係るWG委員）

･鈴木敏之氏（文部科学省）

1の講演では,講演者自身の実体験を踏まえながら

なぜ教養というものが必要かについての話があっ

た．教養は文化の三つの機能，すなわち適応（実

用） ，超越（理想） ，自省（理想と実用の抑制）の

拮抗とダイナミズムに深く係ることや,昔は教養

というものが日常や犯罪の中にすら垣間見えたと

いうことであった．特に読書（あるいは単に本を

もつという行為）の意義から教養というものを捉

えていたようであった．

2は,平成17年に行った国立大学法人における教

養教育に関する実態調査についての報告が行われ

た．その内容は(1)教養教育の実施体制について

(11項目） (2)教養教育の方法（7項目）について
であった．

具体的には,教養部の解体に伴い,教養教育の機能

的・実質的組織方式の具体的な組織形態や教養教

育の学士課程教育内の位置付けなどについて報告

された．項目が多いので,大まかなところだけを

書くと，教養教育の担当組織は大学教育センター

のような機能的組織方式と委員会方式の2者に分

かれており，また,教養教育の実施については専門

教育と並行したものと教養教育の実施組織が実行

する時期に行うものがほぼ半数であった．

いずれにせよ，教養教育を扱うのは科目別担当教

員集団及び調整機関であって，それによって教員

負担が偏り，全学的調整機能が低下しているので

ないか, ということであった．

3では各パネリストによってまず短い講演が行わ

れた．

江上氏は産業界からみた教養教育への要望として，

企業の社会的責任とリーダーの育成を求める旨の

発言があった．

清水氏は,各大学の学生に対する十分かつ様々な

取組はすでにあるのに，学生自身がそれを自ら望

んでいない（｢知的な渇き｣）実態について報告が

あり，日本では高校と大学が時間的に連続してお

り，それを断絶することが学生の意識を改革する

ことにつながるという趣旨の発言があった．具体

的には金沢工大で行われている，過去と未来の自

分に対する作文を書かせることなどを挙げていた．

鈴木氏は， 国際基督教大学で2008年度か

ら実施される， 学科撤廃に関しての説明が

あった． 2年次の終わりに専修分野を決

定させ， それまでは様々なタイプの授業をと

ることになるということであった（詳しくは

http://www.icu.ac.jp/ar/index.html/を参

照） ．

有本氏は教養教育改善のため議論する点として,理

念の確立,カリキュラム,組織改革（学士課程での

教養教育と大学院での専門教育という分化） ，教

養教育担当部局と教員組織の明確化,教養教育重

点強化のための予算の必要性を挙げていた.

鈴木氏は一般教育導入の経緯,大学設置基準の大

綱化およびその功罪,言葉の誤解による教養教育

をめく、る混乱,学士号が保証する能力とは,キャリ

ア形成の視点から見た学士課程教育などについて

の話があった．
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第13回大学教育研究フォーラム

千葉康生(大学教育センター点検評価部,理系基礎教育部）
平成19年3月28日（於：京都大学）

やったらよいかわからない」 という意見があるな

どまだ開発段階という感じであったが,いずれに

せようまい構成をすれば自習には使えるような内

容であった．

2では,手書きで書き込む方式のソフトを,班ごと

に議論し，レポートを共同で作ることに活用した

という話があった．

2006年度は応用数学の授業で図や数式を絡めたレ

ポートに応用した．班ごとに議論の場を与えて，そ

の結果をタブレットPCを用いて作成させたとい

うことだった．具体的には,文字列以外の図や式は

手書きを利用したHTMLの電子化レポートを作

成させ,授業の中で課題ごとに班の代表者による

発表,討論を行わせるというものである．

3では,教員を目指す学生を対象にした小論文指

導についての報告があった．

この試みは,平成18年度から実施したもので,E

メールを活用していつでもどこでも好きな時間に

自分のペースで論文の添削指導を行うことができ

るというものである． これは，添削や個別指導を

することが,教員免許をとるためなど小論文の希

望者が増えたことで時間的にも物理的にも困難に

なったことが発端ということであった．

この方法で小論文を指導されることを希望する学

生が増えたということであるが,一方でフェイス

トゥフェイスの指導が少なくなってしまったこと

がデメリットであり，その点については今後の課

題であるとのことであった．

いずれにせよ，たくさんの学生の教育効果を上げ

るためにどの先生も大学もe-Learningを活用し

ようという意欲が窺えた．

京都大学高等教育研究開発推進センターが主催す

る第13回大学教育研究フォーラムに参加した．

私は主に, e-Learning･遠隔教育研究部会に参加

した．

1． 「トピックマップによる知識構造表示を軸と

した初等物理学e-Learmngシステムの開発

と運用」松浦執氏（東海大学開発工学部）

2． 「手書きを配信するネットワークを用いて

レポートの共同作成とそれに基づく公開討

論を行う多人数授業の試み」長谷川健治氏

（東京理科大学大学院基礎工学研究科） ，伊

藤紘二氏（東京理科大学基礎工学部）

3． 「インターネットを活用した『小論文Eメー

ル講座」の試み」竹内英人氏,酒井博世氏,平

山勉氏,片山信吾氏（名城大学教職センター）

1の話が今回最も本学の理系基礎教育の内容に近

いものであったが,内容は新しい教材開発という

ことであった. またそのほとんどを松浦氏自身で

作成しているようであった．その教材は列車の路

線図のように物理で扱う項目同士が線で結ばれて

いて,関連するものがわかるようになっているとい

うものであった．そしてその項目（トピック）は，

内容によって解説テキスト，ビデオやシミュレー

ション,各種ドリルによって成り立っている．項目

数はかなり多い．

実際には前期は授業で使用し,後期は自習用に使

用したということであった．

授業で使っているケースの方が当然利用頻度が多

いようであったし，項目数が多いため「どこまで
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FDの重要性再考一愛媛大学ファカルティ・デベロッパー養成講座より－

岡山陽子

大学教育センター

筆者は､2007年3月26日から27日の2日間に渡って愛媛大学で開催されたファカルテ

イ・ディベロップメント養成講座に参加した。本稿ではその講座について報告しつつ、FD

の重要性について考えてみたい。

はじめに

FD、つまり、ファカルテイ・ディベロップメントは、和製英語だと言われていたこともあ

ったが、アメリカでもすでに幅広く使用されており、 2007年2月末にジヨージアエ科大学

を訪れた際､たまたまFDが実施されており参加する機会を得たが､FDと使用されていた。

今回の愛媛大学での講座は、2日間の講座そのものがFDになっており、参加者はFDその

ものについて学び､それと同時に実際に愛媛大学等で行われているFDを体験できるように

プログラムが組まれていた。 この講座の講師は、カナダのマギル大学のシンシア・ウェス

トン博士で、彼女の講演を中心としたプログラムだった。

このFDは実際の講座だけではなく、愛媛大学から送付された事前アンケート、および事

後アンケートも講座のうちで､事前アンケート、講座、事後アンケートの三部構成となっ

ていたことが講座に出席して分かった。

I.事前アンケート

最初の事前アンケートであるが、参加を申し込んだ後に、アンケートが送られてきた。

以下がそのアンケートである。

ファカルティ・デベロッパー養成講座参加者の皆様

シンシア・ウェストン（マギル大学）

下記の質問への回答をよろしくお願いいたします。

皆さんの考えをまとめて、セミナー初日にディスカッションを始める

きっかけとしてこれを使用するつもりです。

◆FDのミクロ環境（個々人の考え方、経験）

1． あなたが考える「大学における良い授業」 とはどのようなものでしょうか？

（ ）

2． しっかり学ぶために、大学生は何をすべきだと考えていますか？

－537－



（ ）

3． 「良い教員」になるために、大学教員がすべきことは何だと思いますか？

（ ）

4. FDあるいはFD担当者（フアカルテイ・デベロッパー）の使命は何だと思いますか？

（ ）

◆FDのメゾ環境（学部・学科の考え方、経験）

5． あなたの大学の教員は「教えるということ (teaching)」をどのように考えていると思

いますか？

（ ）

6．あなたの大学の教員は「学ぶということ (learning)」をどのように考えていると思い

ますか？

）

7．学部の教員たち、学科長、学部長はFDやFD担当者についてどのように考えている

と思いますか？

（ ）

◆FDのマクロ環境（全学としての考え方、指針・方針、プログラム）

8． あなたの大学では「教えることや学ぶこと」をサポートするために、全学的な指針・

方針がありますか？

あるとすればどのようなものですか？

（ ）

9． あなたの大学ではFDをサポートする全学的なプログラムはありますか？ （例えば、

学内GP制度など）

あるとすればどのようなものですか？

（ ）

10． あなたから見て､ 日本の社会は大学教育をどのようなものと見なしていると思いま

すか？

（ ）

Adapted fifom: DenisBerthiaume&TbmokoArikawa (June 2006). Cultural

considerationsfbrimplementmgacademicdevelopmentactivitiesinternationallybPaper

presentedatthelnternationalConsortiumfbrEducationalDevelopment (ICED),

Sheffield,UK.
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このアンケートを受け取り回答している時点から、すでにこの講座は始まっていたそうで

ある。その点については後に講座に出席して説明された。今、このアンケートを読み返し

てみると、なるほど、講座の鍵となる概念がこのアンケートには組み込まれている｡この

アンケートにあるFDの3つのレベルの環境概念は大学全体を考える上で非常に有効だっ

た。この講座では､ これらのそれぞれの環境でFDが実施可能であり、必要であることが

強調された。現在、 FDというとミクロ環境において行われるものが多いがメゾ、マクロ

のレベルでもFDが必要であり、有効である、 ということだった。

Ⅱ、講座

第二部は実際の講座だった。

3月26日に愛媛大学に行くと、まず、部屋の椅子や机の並べ方､講師の座り方立ち方、

などもFDに適した配置になっているという説明を受けた。横長の部屋で講師の机は脇に

あり、パワーポイント用のスクリーン左右に2面置いてあった。講師は聴衆から向かって

左側に立つようになっていた。

最初に講師のシンシア・ウェストン博士が紹介され、通訳、事務担当者、そして、今回

の講座のコーディネータである愛媛大学教育開発部の佐藤浩章先生が紹介された。参加者

全員の自己紹介も行われた。そして、講座が始まった。

以下、愛媛大学より送付された事後アンケートを引用（｢」内に示したもの） しつつ、講

座の内容について紹介したい。

第一日目

3月26日の第一部では､各参加者の状況とFDの関係について検討することから始まった。

最初に、マギル大学の状況が紹介された。そして､事前アンケートの結果から参加者の状

況が紹介された。このようにして、講師と参加者が教育、 FDについての考え方、悩みを共

有することができた。その中で、各大学で実施されているFDへの「参加者の意識の喚起」

など共通する問題も見えた。また、未だにFDに関しての理解は大学教育関係者間では低

く、FD関係者がネットワークを形成し､今後とも情報交換していく重要性が強調された。

その流れで夕方から懇親会が開催されたため、参加者はネットワーク形成のために名刺交

換、情報交換を行い、懇親会は大いに盛り上がった。普段、懇親会では紹介なしではなか

なか名刺交換を出来にくいがこのような前振りがあれば、参加者は積極的にネットワーク

形成を行うものだと実感した。もちろん、 FDについて自分たちの置かれている状況を午

後に共有し共通する問題点も見えていたことも影響していたのだろう。

この第一部ではどちらかというと理論が強調され、すでに理論を学んでいた参加者から

は新鮮味がないという意見も出されていた。 しかし、大変分かりやすく説明されたので筆

者にはとても有意義だった。講座の途中でも随時、参加者の意見を聞くチャンスが設けら

れており、その意見が講座のプログラムに反映されていた。
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同日の第二部では、理論中心では新鮮味がない、 という参加者の意見が反映され、実践

的な講座となった。各参加者が自分たちの状況におけるFDについて考える作業が実施され

た。 自分たちが行ってきたFDをミクロ （教員個人、授業）－メゾ（学部、学科）－マクロ

（全学）に分けることから始めた。実際の例としてマギル大学のFDワークプランが紹介

された。 このFDのシステムについて、参加者がそれぞれコメントを出し、シンシア先生

がそれについてコメントを付けていった。参加者からはいろいろなコメントが出された。

「個人レベル（ミクロレベル）でのFDはクリアだが、 メゾ・マクロレベル（管理者の

レベル）は難しい。お金と政策が難しい」 という参加者のコメント対して、シンシア先生

は、 「FDの業務を動かすためには、メゾ・マクロレベルで管理職とのパートナーシップを作

ることが必要です」 という答だった。また、 「教員の動機を高めて、参加しない人を参加さ

せるにはどうしたらいいのか？」 という質問に対しての答のひとつに､シンシア先生が実

施しているというワークショップの話があった。 「これは1週間に渡る集中研修（40時間）

で、大学教員が「教員中心」から『学習（者）中心」に考え方を変えるためにやっている

もの」だそうだ。この「考え方」の転換が実はFDではもっとも大事だということで、これ

がない限り、 FDの成功は難しいということだった。逆に「教員中心」から 「学習（者」中

心」に考え方が転換できた教員は、 自ら教育法なども学び始めるということだった。そし

て、教育していく上で、この転換が非常に良い意味での影響を与えるということだ。また、

このワークショップに参加した教員は学部や全学委員会などであらたに獲得した教育観・

学習観などを語ってくれるために、 メゾ・レベル、マクロ・レベルに影響を与えていくと

いう。

また、 FDそのものの評価の例としては、①参加者の満足度（満足度についての質問を

使ってフィードバックを得る)、②参加者の授業に関わる各種資料(授業概要やシラバス)、

③授業参観（望ましい教授行動かどうかチェックリストを使用して教員同士で見ていく）

などがある、 ということだった。実際に愛媛大学では、 FD担当者は授業を持たずFD=

任で、希望する教員には授業参観、その後の学生へのインタビュー、教員へのフィードバ

ック、授業参観の継続と授業への提案、などを行っているそうだ。授業を変えたいがどの

ように変えたいか分からない、 という教員には有効な手だてとなっているそうだ。また、

参加者からもFDの実施例がいろいろ紹介されたが、大学の費用で1泊のFDを実施して

いる大学（参加者は無料)、また、教員だけでなく学生が参加するFDを実施している大学

など様々な取り組みが紹介された。

そして、第一目のプログラムの最後では､学んだことを書き出す作業を行った。これに

より、振り返りができ有効だった。これは、実際のFDでも実施されている作業だそうだ。

また、 FDは4時間以上でないと効果がない、 ということも言われていた。短すぎると逆

効果になることもあるということだった。

第二日目
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2日目は実践的なプログラムが用意されていた。

｢2日目の目標は以下のとおりでした。

1. FDアクションプランを作成する。

2. FD担当者同士の今後のネットワークをつくる。

3．マギル大学のFDのフレームワークといくつかの教授技法の体験する｡」

このマギル大学でのFDフレームワークは、以下の5つの要素から成っていた。

「 ・対応すべき、学習してもらうべき課題や内容

･上記に関わって、達成してもらいたい目標や成果

･各目標を達成するために必要な教育技法の選択

･目標が達成された証拠を得るための評価方法(evaluationmethods)の選択

･これらの課題、 目標、技法、評価方法に影響を与える可能性のあるコンテキスト」

「FDはこの5つのうちどこからでも始められるが、その5つの要素間では一貫性がなけ

ればならないということを示して」いるそうだ。 「もしどれか1つの要素が変化すれば、他

の全ても影響を受けるということ」だそうだ。

FDアクションプランは参加者全員が作成した。 自分の状況での課題3点、 目標、どの

ようにその目標を達成するか、評価方法などを考えていった。この作業を通して実際のF

Dアクションプランを考える理論を実感できた。そして、 このプランを自分のグループで

発表し、互いにフィードバックを行った。またその後､ポスターセッションを行った。 自

分達のプランを壁に貼って、それに対して、参加者全員がそれを見て回り、ポストイット

を使って、 自分の意見をそのプランに貼っていった。これは大変ユニークな方法で、 この

ようにして、意見を貰う方法はFDのみではなく、授業にも活用できると思った。

終わりに

こうして2日間の有意義な講座は終わったが、今回の講座を通して、 FDについて学ぶこ

とができただけではなく、実際のFDの方法を体験できた。その上、参加者ともネットワ

ークを形成でき、大変意味のある講座だった。このような講座に参加できて幸運だった。

いかにFDが重要であるかを再認識できた。 FDは教育の質の向上に直結しており、効果

的なFDを実施することによって､教育の質の向上へ大いに貢献度できると思われた。

愛媛大学では、 FDへの費用はそれほどかかっていない､ とのことで、予算を大きく取

る余裕がなくても、工夫次第で有益なFDを実施することができる、 と担当者が強調され

ていたのが印象的だった。
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平成18年度大学教育センター活動内容

大学教育センタ

年月 日

平成18年

5月 9日 （火）

活動の経過と

事 項

大学教育センター基礎教育運営委員会（第1回）

・大学教育センター基礎教育専門部会委員について

・大学教育センター会議要項について

・大学教育センター専任教員選考委員会要項の制定について

・大学教育センター推奨授業に関する要項の改正について

・入学前の既修得単位等認定に関する細則の改正について

第42回12大学教養教育実施組織代表者会議・事務協議会

（主催：茨城大学）

・成績評価について

． 「教師必携」の作成について

・ 学部の教育戦略方針と教養教育課程での教育サービスとの整合性につ

いて

・理系基礎教育について

・ 学生サービス向上のためのIT化の状況について

5月24日 （水）

～25日 （木）

平成18年度国立大学教養教育実施組織会議

（主催：信州大学）

・教養教育の責任ある実施体制について

・教養教育における、教育の質の保証、満足度の確保等、教育改善に向け

た取り組みについて

・外国人教師の今後の在り方について

・教養教育における英語教育について

5月25日 （木）

～26日 （金）

大学教育センター基礎教育運営委員会（第2回）

・総合英語の履修について

・大学教育センター基礎教育専門部会の申し合わせについて

・非常勤講師の任用について

・従来型英語の振替えについて

・ 茨苑祭準備に伴う休講措置について

・理学部基礎科目の教養分野別基礎科目への移行について

6月 8日 （木）

大学教育センター会議（第1回）

・ 大学教育センター予算について

・ 専門部会長への依頼事項について

・教務委員長への依頼事項について

・教養教育見直しWGについて

･ JABEE説明会の開催について

・教養科目担当登録について

6月27日 （火）
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教務情報PS説明会について

大学教育センター年報について

6月28日 （水） 茨城大学FD研究会

・海外先進教育研究実践支援プログラムによる渡航者の帰国報告会

･海外先進教育研究実践支援プログラムの申請について

7月 6日 （木） 大学教育センター基礎教育運営委員会（第3回）

・ 平成19年度教養教育非常勤講師時間数の配分について

・平成18年度非常勤講師の任用について

・ 平成18年度教養開講科目について

7月25日 （火） 大学教育センター会議

・ 非常勤講師の任用に関する申し合わせについて

・企画実施部からの報告

・ 総合英語教育部からの報告

・理系基礎教育部からの報告

・教育支援部からの報告

・ 点検評価部からの報告

7日 （木） 大学教育センター基礎教育運営委員会（第4回）

・平成19年度茨城大学学年暦について

・ 平成19年度新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ日程表について

・ 平成19年度教養教育基本計画について

・平成19年度教養バンドについて

・ 平成18年度非常勤講師の任用について

・教養科目担当非常勤講師採用に関する申し合わせについて

9月

5日 （木） 大学教育センター基礎教育運営委員会（第5回）

・ 平成19年度茨城大学学年暦について

・ 平成19年度新入生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ日程表について

・ 平成19年度教養教育基本計画について

・ 平成19年度教養バンドについて

・ 平成19年度教養教育ガイドラインについて

・ 平成18年度後学期開講教養科目について

・ 平成18年度非常勤講師任用の変更について

・教養教育への要望について

10月

10月23日 （月） 大学教育センター会議（第4回）

･ Arcシステムの設定変更について

・英語テキストについて

・ テレビ会議システムの購入について

・ 大学教育センター長室の移転について

・ 共通教育棟1号館の暖房について

・ 大学教育センター年報の作成について
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CALL教室の視察と管理責任体制について

大学教育センター基礎教育運営委員会（第6回）

・平成19年度茨城大学学年暦について

・平成19年度教養教育実施計画について

・ 平成18年度非常勤講師任用の変更について

11月16日 （木）

大学教育センター基礎教育運営委員会（第7回）

・ 平成18年度教養教育シンポジウムについて

‘ 平成18年度非常勤講師の任用について

・教員の割愛について

12月 7日 （木）

大学教育センター基礎教育運営委員会（第8回）

・推奨授業の選定について

・ 平成18年度非常勤講師時間（センター保留分）の配分について

・ 平成18年度非常勤講師の任用について

・ 平成18年度後学期教養開講科目について

・平成19年度非常勤講師任用計画について

・ 平成19年度に向けての自然系科目の設定について

1月25日 （木）

平成18年度茨城大学教養教育シンポジウム

・ 主題別ゼミナールの実践報告

・基調講演「主題別ゼミナールと接続教育」人文学部教務委員長鈴木敦

2月22日 （木）

大学教育センター基礎教育運営委員会（第9回）

・ 専門部会長の交替について

・ 平成19年度非常勤講師任用計画について

・ 茨城大学における教養科目に係る履修規則の一部改正について

・平成18年度教養教育FD研究会の実施計画について

・平成18年度大学教育センター年報について

2月27日 （火）

大学教育センター基礎教育運営委員会（第10回）

・ 平成20年度教養教育の基本方針について

・兼務教員の交替について

・ 大学教育センター基礎教育専門部会の申合せの一部改正について

・ 平成19年度非常勤講師任用計画について

・教員の割愛について

3月26日 （月）

茨城大学教養教育FD研究会

・推奨授業受賞者表彰式

・推奨授業担当教員の教授法紹介

・ 専門部会のFD報告

3月27日 （火）

－544－



平成18年度大学教育センター関係委員名簿

【基礎教育運営委員会委員】

センター長 森野 浩（理学部）

副センター長佐々木寛司（人文学部）

副センター長山中一雄（工学部）

専任教員（教育支援部）馬場 肇（大学教育センター）

専任教員（点検評価部）千葉康生（大学教育センター）

教務委員長鈴木 敦（人文学部）生越 達（教育学部）横沢正芳（理学部）

沼尾達弥（工学部） 後藤哲雄（農学部）

留学生センター専任教員池田庸子

学務部長柴崎正夫

【企画実施部基礎教育専門部会委員】

企画実施部長佐々木寛司

人文系基礎教育専門部会

部会長 堀口育男（人文学部）

兼務教員黒田浩司（人文学部）山田桂子（人文学部）杉下恒夫（人文学部）

酒井紀美（教育学部）

社会系基礎教育専門部会

部会長 佐川泰弘(人文学部）

兼務教員古屋 等（人文学部）田中 泉（人文学部）葉 清 緯（人文学部）

小野寺 淳（教育学部）

自然系基礎教育専門部会

部会長 曽我 日出夫（教育学部）

兼務教員藤間昌一（理学部）岡本美子（理学部）川田勇三（理学部）

岡田 誠（理学部）遠藤泰彦（理学部）稲垣照美（工学部）

湊 淳（理工学研究科）榊原暢久（工学部）中島雅己（農学部）

上妻由章（農学部）

総合基礎教育専門部会

部会長 関 友作（教育学部）

兼務教員伊藤 聡（人文学部）賀来健輔（教育学部）酒井はるみ（教育学部）

郡司晴元（教育学部）
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外国語基礎教育専門部会

部会長 青木研二（人文学部）

兼務教員梁 継 国（人文学部）小泉淳二（人文学部）糟谷政和（人文学部）

池田庸子（留学生センター）

総合英語教育専門部会

部会長 小林邦彦（人文学部）

兼務教員福田浩子（人文学部）斉田智里（人文学部）大畠一芳（人文学部）

岡崎正男（人文学部）竝木崇康（教育学部）石見幸男（理学部）

辻 龍介（工学部） 白岩雅和（農学部）

情報基礎教育専門部会

部会長 羽渕裕真（工学部）

兼務教員馬場 肇（大学教育センター）千葉康生（大学教育センター）

野口 宏(IT基盤センター）

健康・スポーツ基礎教育専門部会

部会長 勝本 真（教育学部）

兼務教員上地 勝（教育学部）寺本輝正（教育学部）吉野 聡（教育学部）

理系基礎教育部曽我日出夫（教育学部）藤原高徳（理学部）藤間昌一（理学部）

栗原和美（工学部） 榊原暢久（工学部）湊 淳（理工学研究科）

千葉康生（大学教育センター）五十嵐 浩（大学教育センター）

総合英語教育部小林邦彦（人文学部）福田浩子（人文学部）齊田智里（人文学部）

岡山陽子（大学教育センター）阿野幸一（大学教育センター）

上田敦子（大学教育センター）佐々木美帆（大学教育センター）

【教育支援部】

教育支援部長山中一雄

竹内俊彦（大学教育センター）吉田宏二（大学教育センター）

【点検評価部】

点検評価部長山中一雄

千葉康生（大学教育センター）

専門部会長堀口育男（人文学部）佐川泰弘（人文学部）曽我日出夫（教育学部）

関 友作（教育学部）青木研二（人文学部）小林邦彦（人文学部）

羽渕裕真（工学部） 勝本 真（教育学部）
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大学教育センター年報編集委員会

平成18年度

委員長 山

委員 千

委員 堀

委貝 佐

委員 曽

委員 関

委員 青

委員 小

委員 羽

委員 勝

中
葉
口
川
我

一雄（副センター長教育支援･点検評価部長）

康生（専任教員点検評価部）

育男（人文系基礎教育専門部会長）

泰弘（社会系基礎教育専門部会長）

日出夫（自然系基礎教育専門部会長）

友作（総合基礎教育専門部会長）

研二（外国語基礎教育専門部会長）

邦彦（総合英語教育専門部会長）

裕真（情報基礎教育専門部会長）

真（健康・スポーツ基礎教育専門部会長）

木
林
渕
本

平成19年度

委員長 山

委員 千

委貝 黒

委員 佐

委員 曽

委員 村

委員 青

委員 斉

委員 羽

委員 日

中一雄（副センター長教育支援･点検評価部長）

葉康生（専任教員点検評価部）

田浩司（人文系基礎教育専門部会長）

川泰弘（社会系基礎教育専門部会長）

我日出夫（自然系基礎教育専門部会長）

山朝子（総合基礎教育専門部会長）

木研二（外国語基礎教育専門部会長）

田智里（総合英語教育専門部会長）

渕裕真（情報基礎教育専門部会長）

下裕弘（健康・スポーツ基礎教育専門部会長）

この年報は、茨城大学大学教育センターの発行する年報としては第1号にあ
たるものであるが、同センターの前身にあたる大学教育研究開発センターの
年報との連続性を考慮して通し番号を採用し、第11号とした。
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