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近年は，教育の見直しで，分かり易い授業，興味を持たせる講義などが強調され， いろいろな

試みがあるが， 聞き手（学生）の側での「授業を面白く聴く」努力もなければ不公平というもの

である。

英会話の練習では， 自分で話せることしか聞き取れないという。要するに「自分で説明できる

ことしか理解できない」ということだから， 自分で説明できる範囲を拡げない限り面白い授業の

数は増えないし身にも付かないということになる。自分で説明できる範囲を拡げることは， 自分

の世界を拡げることに他ならないのであるが， このためには多分に孤独な練習が必要である。練

習としては，興味を持つ事柄についての文章を見つけては鉛筆やペンを握ってノートに書き付け

る指先の勉強から始めるのがよかろうと私は思っている。

英語のことで言えば，私は中学の頃「ベニスの商人｣，高校の頃細江逸記「英文法汎論」を写し

た。大学からの何年かは雑誌「英語青年」の和文英訳練習欄に投稿して雲を掴む練習をした。直

接の効果はペンだこ位であったが，感覚的な何かは残ったようである。

守備範囲の数学に限ってみると，和文では高木貞治の文章を推す人が多い。英文で定評がある

のはPaulHalmosである。そのHalmosはWebster辞典, RogetのThesaurus, FowlerのEnglish

Usageを机上に置いて常に参考にすると書いている。平易な文章で知られるHalmosの参考書は理

系の人間には少し難しいが，心掛けは見習うべきであろう。我々には勝股詮吉郎の英和活用辞典

がよい参考で読み物にもなる｡ (荷見）
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’ ’ "迎春”間もなく後学期末試験.／
1

使うか知っている。裁判所の使い方を知っていると，

一人では解決できそうにない思いもよらない個人の権

利が守られ獲得することができるのである。日本では，

多くが裁判所を縁のない遠いものとして捉えている。

裁判所を知り， その使い方を知ることは，個人の生活

を豊かにすることにつながる。茨城大学には， 司法，

裁判所に詳しい専門家がいる。大学の授業で，例えば，

裁判所の利用等司法の権利を君たちの生活設計に描く

ことができるようになれたらすばらしいと思う。

（横沢）

1998年，今年はどんな年になるのだうか。ナガノ・

オリンピックに始まり，夢膨らむ年となるだろうか。

君たちはまず期末試験がある。年次の締めとしてしっ

かりと修めていただきたい。

さて，君たちは大学に入ってどんな新しいことを見

い出し， また体験しただろうか。君たちは裁判所の存

在を知っている。 日本の政治の中で三権分立の一角を

担う司法は重要な役割を担っている。しかし，君たち

の将来の生活設計の中に裁判所の存在を位置づけるこ

とができるだろうか。水戸には水戸地方裁判所があり，

日々さまざまな多くの裁判を行っている。以前，教養

科目の一つとして傍聴をはじめ水戸の裁判所の具体的

裁判事例を収集レポートする授業があったと聞いた。

米国では家賃など些細と思えるトラブルでも即裁判に

持込むケースが多いと聞く。アメリカ人は裁判所を身

近なものとして捉え，生活の中でどのようにそれらを
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教養教育をどうする.／

｢教養教育に関するシンポジウム」開催される

昨年度に引き続き，第2回教養教育に関するシンポジウムが11月26日水曜日，茨苑会館第789集会室にお

いて下記のような内容で開催されました。

【招待講演】 千葉大学副学長 野口 薫

●「健康・スポーツ科目教育の方法」

司会：国枝タカ子（教育学部）

報告：服部恒明（教育学部） 太田茂秋（教育学部）

●「情報関連科目教育の方法」

司会：仙波一郎（工学部）

報告：伊藤哲司（人文学部） 本田敏明（教育学部） 中村芳昭（理学部）

沼尾達弥（工学部） 塩 光輝（農学部）

総括：石塚俊久（理学部）

今年度のシンポジウムでは，野口薫千葉大学副学長（大学教育委員会委員長）が， 「教養教育の課題解決への方

策－千葉大学の外部・自己点検評価を例として－」というテーマで講演されました。千葉大学では， 外部評価によ

る点検評価を実施しており，その概要とこれからの課題や方策について詳細に報告して下さいました。会場には約60

名の教職員がつめかけ，大学改革の重要な課題として登場してきた「点検評価」の話に熱心に耳を傾けていました。

つづいて， 「健康・スポーツ科目教育の方法」のセクションに移り，服部氏が「科目の現状と今後の方向について｣，

そして，太田氏が「野外運動」の実践報告をされ， 「野外に接して， 自然から学ぶ」ことの必要性を述べられました。

4時からは， 「情報関連科ﾄI教育の方法」のテーマに移り，各学部の情報教育の現状及び課題等の報告が行われ，

学部ごとの様々な課題が提示されました。 「学生の声（ニーズ）を教官にどのようにフィードバックさせるのか｣， 「レベ

ル別， 内容別の授業システムの必要性｣， 「ネットワークエチケットの問題」等々が強く印象に残りました。

終了後，茨苑会館グリルにおいて，橋本学長同席のもとに懇談会が催されました。

なお，今回のシンポジウムの内容は， 『大学教育研究開発センター年報』第2号（3月発刊）に掲載される予定に

なっています。 （巽）

－9－
日



1基afB,zula"7

キャンパス情報

人文学部から

してください。

さて， コミュニケーション学科では， 昨年12月に

3年次から始まる総合研究Iの所属についての説明会

及び希望調査を行いましたが， 1月中にその所属の最

終結果を人文学部の掲示板に掲示します。掲示に注意

してください｡ (伏見）

新年明けましておめでとうございます。いよいよ後

学期もあと僅かになり，間もなく後学期の試験が始ま

ります。この一年間で学んだことの総決算として試験

に臨んでください。極めて残念なことですが，人文学

部では最近定期試験の際の不正行為が続いています。

今後このようなことが起こらないよう各人が十分注意

口

教育学部から

おきます。 2年生になるとカリキュラムがとても過密

になります。専門科目が多くなるだけではなく，教員

養成課程の人は教職に関する科目もたくさん開講され

ます。教育学部は今年度から教職に関する科目を各曜

日の1～2講時に開講するようにしたので，以前にく

らべると教職関連科目と専門科目の時間割が組みやす

くなったと思います。

この時期はとても慌ただしい時期ですが，桜が咲く

春を前に，春季休業の過ごし方の一つとして， 1年を

心静かに振り返ってみるのもよいでしょう。

（相馬）

今年のお正月はどうでしたか？郷里の友人達と親交

を深めた人も多かったのではないでしょうか。

さて， 2月の後期試験をひかえ， 1年間の締めくく

りの時期になりましたo 1～3月は大学入試や卒業研

究の発表など，入学を目指す者と卒業する者のいろい

ろな行事が交錯する時期でもありますo l年生からみ

れば，卒業研究などずっと先のように思うかもしれま

せんが，ぜひ卒論発表会などには足を運んで， 4年生

になるとこんなふうになるのかと， 自分の将来に思い

をよせてください。

少し早いですが， 2年生になった時のことを話して

理学部から

い人はぜひどうぞ。理学部の転学部・転学科の試験が

1月にあります（1月前半に出願，後半に面接)。全

学科で2年次生（4月に3年次になる）が対象です。

現在の学科が自分にどうしても合っていないと思う人

はチャンスでしょう。それから変わったところでは，

いわゆる飛び級による特別選抜があります（1月に事

前審査の申込)｡これに合格すると学部3年から修士

年が明けてH9年度も残り少なくなりました。 1～

3月は試験に関係したことで忙しい季節です。期末試

験入試センター試験，個別学力試験の他にもいろい

ろあります。理学部では大学院理工学研究科の3専攻

で博士前期（修士）課程の2次募集があります（1月

出願2月試験)｡ 4年生でまだ進路が決まっていな

－3－
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カリキュラム1つとってもいろいろ不備な点が多く，

今後の検討課題が残されています。新しい学科として

理念や方向性を打ち出すことを求められているのです

が，容易なことではないというのが実感です。

(H合）

に進学できますが，理学部ではこれまで希望者が出て

いません。吾と思わん3年次生はどうですか。

ところで，理学部が数学・物理・化学・生物・地球

の旧5学科から新3学科に改組してから4年目に入り，

4月から旧5学科の学生は留年組だけとなります。理

学部は完全な新学科体制に移行しつつあるわけですが，

一…

工学部から

始めとして，最近，進展が著しい学問分野の1つで，

要素が複雑に連絡し互いに協調し合うことによって1

つ1つの要素の特性からは考えられないような適応や

進化などの新しい機能がシステム全体として創発され

るようなシステムをいいます。このような複雑システム

が工学システムとして達成できれば，従来の技術では

成し遂げられなかった高機能性が期待できるわけです。

ここで特に強調したいのは大学院生を中心とした若

手研究者の自由な発想や創造的着想を生かすことに重

点が置かれていると云うことです。学生諸君の積極的

参加と若さあふれる発想を大いに期待します。

（安久）

サテライト ・ベンチャー・ビジネス・ラボラトリ

(SatelliteVentureBusinessLaboratory)

工学部キャンパスの共同研究開発センター棟のとな

り （山側）にS.V.B.L棟（約1500㎡）の建設が進み

つつあり， 12月には竣工の予定になっています。 こ

の研究所ではベンチャービジネスの萌芽ともなるべき，

｢複雑機能ロボット」に関する独創的な研究開発を推

進するとともに，高度の専門的職業能力をもつ創造的

な人材育成を目的としています。

複雑システムとは，脳など生物的システムの研究を

農学部から

さて4月には， いよいよ阿見キャンパスに進学して，

本格的な専門の勉強が始まります。昨年の秋鍬祭に参

加した皆さんは各研究室を回ったり， あるいはコンパ

などで先輩や教官から色々な話を聞けましたでしょう

か。農学部は独立したキャンパスに少人数で生活して

いるせいか，だいたいすべての人が顔見知りであり，

学年内，学年間を問わず， とても仲が良いのが特長で

す。わからないことは気軽に先輩やできれば先生方に

もどしどし質問して友達になり，阿見キャンパスでの

学生生活を楽しんで欲しいと思いますo 4月には新し

いグランドも整備されていると思いますので，体Hな

どには野球など一緒にやりませんか。

（桑原）

一年生の皆さん，新年明けましておめでとうござい

ます（この原稿は平成9年11月に書いておりますが)。

昨年4月に大学に入学して以来，様々な面で今までと

は違った体験をなさったことでしょう。大学生活を楽

しく充実して過ごしている人もいるでしょうし， いま

一つ大学生というものになじめないまま， あっという

間に9カ月間が過ぎ去ってしまったという人もいると

思います。決して焦ることなく，勉強や友人作り，サー

クル活動などにおいて， その瞬間瞬間を大切に生活し

ていけば，結果として何らかの収穫を得て大学を卒業

できるものと思います。いつも前向きに， 自分のやり

たいことを探求してほしいと思います。

－4－
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Q:英語I, Ⅱと未修I, Ⅱで外国語を8単位取ったのですが，英語I～Ⅲか未修I～Ⅲで6

単位以上取らなければならないと聞きました。実際のところどうなのでしょうか？

（理学部 2年次）

口
A:理学部の平成8年度入学生の場合，所属する学科により外国語科目の必修単位の履修方法

は異なります｡ (以下英語を既修外国語とした場合の必修単位の履修方法）

数理科学科の場合

①未修外国語1科目4単位十その他の外国語2単位（既修・未修は問わない）＝合計6単

位以上

（履修例：独語I2単位十独語Ⅱ2単位十英語12単位=6単位）

自然機能科学科及び地球環境科学科の場合

①未修外国語1科目4単位十その他の外国語2単位（既修・未修は問わない）＝合計6単

位以上

（履修例：独語12単位十独語Ⅱ2単位十英語12単位=6単位）

②既修外国語1科目6単位

（履修例：英語1 2単位十英語Ⅱ2単位十英語Ⅲ2単位=6単位）

以上が履修方法の参考例ですが，理学部の場合必修6単位の他に教養科目選択履修として外

国語科目2単位を加えた8単位の履修が望ましい外国語科目の履修方法としています。あなたの

場合学科がわかりませんが，数理科学科①及び自然機能科学科及び地球環境科学科①とした場

合は必修単位数は取得したといえますね。

’

Q: 2年次になると，工学部の学生は（身体活動の）ゴルフの授業は取れないのですか。 もし

取れないとしたら， 1年次にゴルフを取った僕は納得が行かないのですが。 （工学部 l年次）

A:健康・スポーツ科目の必修単位数は，授業科目名「身体活動」の中から, 1年次に1種目

1単位， 2年次に1種目1単位（すでに取得した単位とは異なった種H)を取得することになっ

ており， あなたの場合1年次にゴルフを取得済みですので2年次ではゴルフ以外の日立地区で

開講される健康・スポーツ科目の授業の中から履修してください。

なお，参考までに平成10年度は，授業科目名「スポーツ実技（選択)」としてゴルフの集中

講義が開講される予定です。詳細については，平成10年度始めに配布される教養科目シラバ

スを参照して下さい。

卜

5－
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Q:① 「情報」の科1Iは自由履修の10単位に入るのですか？

前学期と集中講義で「情報」の科目を取ったのですが。

また， 「情報」の科目が！‘1由履修になるのは，何単位という制限があるのですか？

②前学期で「健康・スポーツ」の科目を取り，集中でも「健康・スポーツ」を取ったので

すが， この単位（集中）は自由履修の中に含まれるのですか？

それとも「健康・スポーツ」の科目の中に含まれるのですか？ （でも1年次・ 2年次で

それぞれ2単位取らないといけませんよね）また， どちらにも入れられないのですか？

そして， もし， 自由履修に入れられるのなら， 「健康・スポーツ」科目は何単位までOK

ですか。 （人文学部 1年次）

’ A:質問①について：人文学部人文学科平成9年度入学生の場合，教養科目選択履修が10単位まで認められていますので， あなたの取得した「情報処理概論（集中)」 2単位はこの単

位の中に算入されます。

質問②について：健康スポーツ科目の必修単位数は， 授業科目名「身体活動」の中から，

1年次に1種目1単位， 2年次に1種目1単位を取得することになっており，授業科目名

「スポーツ実技（選択)」を取得した場合は必修の単位とはなりませんので注意して下さい。

授業科目名「スポーツ実技（選択)」を取得した場合は，上記の質問①と同様に教養科

目選択履修の単位として算入されます。ただし， 「スポーツ実技（選択)」に算入できる単

位数は， 2種目2単位までとなりますので注意して下さい。以上が回答ですが，教養科目

選択履修の望ましい履修方法は，幅広くいろいろな分野から選択し履修することですので，

あまり科月に集中することなく履修して下さい。

Q:90分授業は長すぎやしないか？筑波大のような75分授業の方がムダが少なくて良いのでは。

また，始業時間（8時50分）が早すぎ。昼休み(40分）が短すぎないか。

（人文学部 4年次）

A:90分授業時間が長いかどうかについては，永年茨大ではこれで実施してきておりますので……。

一方昼休みの件については， たしかにあわただしいのは理解できます。この方式になってまだ

2年目であり， もう少し様子をみてはと思いますが， いかがですか。

－6－
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|｢ γ・ ' 。 。 ‐試験の鉄人(達人'二
薄井あい子（教育学部3年）

大学は自己再発見の場だと思う。高校までと違って

時間もたっぷりあるし時間割も興味・関心に合わせて自

分で作ることができる。特に教養科目は魅力的なものが

たくさんあると思う。専門分野の深い追究も大切だと思

うが， それ以前に幅広い知識と考え方を身に付けること

ができるとよいのではないだろうか。大学では自分から

動かなければ何も始まらないし，何も変わらない。様々

な分野の様々な話（講義）を単に受け身で聴くのでは

なく， それから感じた疑問や好奇心から自分で行動を起

こすこと（考える，悩む，語り合う，調べるなど）が大

学での「学び」だと思う。

そうはいっても現実に試験はあり，やっぱりこの時ば

かりは誰もが「そわそわ」するかもしれない。でも大学

の試験の多くは高校の時のような解答欄のあるものは少

ない。何も書いていない答案用紙に自由に記述していく

ものが主である。教官によっては資料やノートの持ち込

みも可能な場合がある。肝心なことはやはり常日頃から

問題意識を持って「話」を聴いておくことなのではない

だろうか。

友達と一緒に「何となく」聴く講義があるのもいいが

｢自分の」知的好奇心を満たしてくれる講義を発掘する

ことは大学でしかできないと思う。 「試験なんてどうにか

なるさ／」今ある時間を大切に過ごそう.／

とが必要です。

次に共通・基礎科目として数学を使う人は，授業で

扱った基本的な問題や教科書の章末問題等を良く理解

しておくことが大事です。

いずれの場合でも， たくさん問題演習することが大切

です。そのとき，分からない問題があってもすぐに解答

に頼らず，何とか頑張って考えるようにしましょう。ど

うしてもだめな時は，仕方がないので答えを見て理解し

て下さい。そのかわり復習は絶対不可欠です。あと，先

生が試験の前にヒントを与えてくれたらチャンスです。

その部分は，必ずチェックしておきましょう。余裕がな

い人は， ここをやっておくだけでも随分違うと思います。

永井葉子（農学部3年）

私の場合は入りたい研究室があったので，特にそれに

関する授業は熱心に取り組んだ。

まず授業の時にはノートをとり，板書しなかった事も

できるだけ書き留めておく。 1時間半の授業を集中して

聴いているだけでもかなり頭に入る。よく，授業にでて

も寝てしまう人がいるが，それはとても無駄だし， もっ

たいない事だと思う。

次に試験前の取り組みだが， 先生や先輩に出題傾向

やポイントをきき， 問題を予想して－度解いてみる。私

の場合， この時カリキュラムの同じ人達と一緒に協力し

て考えた。皆図書館に行って同じ問題に取り組んでいる

ので，協力した方がいろいろ情報が交換できるし， 少し

でも楽しんでできるので効果的な試験勉強になる。

もちろん全ての授業に対してこのようにやっていたら

時間がないので，私は－つだけでも充分ではないかと思

う。何か－つでも真剣に取り組めればいいと思う。大変

そうだからといって何もせずに傍観している人よりも，

失敗を恐れずにすぐ実行に移せる人の方が， これからの

大学生活も充実したものになるだろう。別に勉強だけに

限ったことではなく， いろいろな面でこのことは言える

だろう。

何かすること自体あまり問題ではなく，何でも構わな

いので，今すぐに何かを始めること。そのことで何かが

変わるのではないだろうか。

大沼守正（理学部4年）

いよいよ後期試験が間近に迫ってきました。前期試

験で良い結果が出せた人は，今回もその調子で頑張り

ましよう。また，失敗してしまった人は今度は＋分に注

意しましよう。特に，通年の科目に関しては後期試験

で挽回しなければいけません（特に語学。落としたらも

う1年やり直しです。これだけは避けたい)。このレター

では，後期試験の心構えをいくつか述べますが，字数の

都合上，数学に限らせていただきます。

まず，数学を専門として使う人は，基本的な計算問

題の他に論理的な応用問題も充分に対策をたてておか

なければいけません。後者は，問題を解く上で定理等を

どのように使っていくのかをしっかりと勉強しておくこ

ワ
ーI

Vo i c e －試験の鉄人（達人）－
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教養教育古
く
う 東西

「大学」というものの起源がヨーロッパの中世にあ

ることは，だれしも知っていることでしょう。その時

代， 「教養artesliberales」は－つの「学部facultas」

を構成していました。つまり，神学部や法学部や医学

部と並んで「教養学部」というものがあったのです。

その具体的な内容は，哲学，修辞学，論理学，語学

(ギリシャ， ラテン語）など主として古典の解読にか

かわるものでした。 しかし， 中世から近世，近代へと

時代が移り変わる中で， 「教養」の地位は下がってい

きました。法学，医学などの古い学問とならんで， 自

然科学，工学，農学，教育学などの新しい実用的な学

問が「専門」の「学部faculty」としての地位を獲得

するのとは対照的に， もとは－つの「学問分野」であっ

た「教養」は， 「専門」に進む前に学ぶ雑多な学識の

ことであると考えられるようになりました。さらに日

本では90年代になって，実学を重視する風潮がいっ

そう強まり，官僚たちの手で骨抜きにされてしまいま

した。中世から近代にかけてヨーロッパ的な学問体系

の基礎をなしていた「教養」をなくしてしまったため

に，現在の日本の大学は，殆ど専門学校の寄せ集めに

なってしまいました。

僕は， 「教養」的なものは必要だと思います。それ

は就職に役立つ専門の準備段階としてではなく，底な

しに深い知識の海としてです。現代においてそれはプ

ラトン， アリストテレスである必要はないかもしれま

せん（しかしそれらも読んでみてください。意外にス

ゴイと思うでしょう)。中国のものでもインドのもの

でもメキシコのものでもどこでも構いません。古代の

ものでも， ごく最近のものでも構いません。地球上で

これまで書かれてきた素晴らしい文章の数々に触れて

みてください。就職のための知識ではない， あなたの

ほんとうにもとめる知識が， そこにはあるかもしれま

せん。 尾中文哉（人文学部）

教養の学生の頃， どのような教養を身につけたか，

と人に聞かれた時，僕にはちょっと答えられない。そ

れにはいくつか理由があるが， いちばん大きな理由は

僕の中で“教養”の定義がとても暖昧なものであるか

らである。そういうわけで，僕には“教養教育の現在

的意味”について内容のあることは述べられないので，

ここでは自分の教養の学生時代のことを少し触れたい

と思う。

僕は教養の学生のとき，登録上は月曜から土曜まで

のほとんどすべての授業を履修していたが，語学と実

験，体育以外は半分くらいしか授業に出ていなかった。

僕のまわりではそれくらいで平均よりは出席していた

方だったと思う。そんなわけで， いわゆる真面目とは

言えない学生だったのだが， そんな僕でも語学と実験，

体育は年間を通じて－，二回ずつしか休まなかった。

それらの科目は出席が重視されていたから， というの

が一番の理由なのだが，実験と体育に関してはもう少

し違ったものがあった。それは，他の科目はほとんど

講義という形式で教官から多数の学生へのほぼ一方通

行のものであったが， 実験と体育は教官や他の学生

(特に他学部の学生）と授業に関することから日常の

たわいのないことまで， いろいろな話をしたりして交

流できたことである。時には，授業の後で教官を誘っ

て何人かの学生で喫茶店へ行って話をしたりもしたし，

コンパを開いたりもした。そんな中で，教官の人たち

の体験談を聞いて授業の時とはまた違った－面を見た

り，他学部の学生たちの考えやもののとらえ方に接し

たり，新鮮な感じを受けた印象が強く残っている。

藤広（理学部）

－8－
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第5回□一レンシアン大学短期留学記 た。そこで新しい組織の中で10年前と同様の事務手

続き上の問題整理が必要であったが，大方の理解を得

て，新たな出発をすることができた。さて本年は参加

学生は1－2年生の21名で全学部の学生に及んでい

る。 トロント 1泊の後，大学の寮に落ち着き，最初の

数日はキャンパスを見て廻ったり，近くの科学博物館

の見学など，新しい生活に慣れるための緩やかなプロ

グラムが進行する。それでも現実には，全く異なった

環境の中に置かれることで，学生は高揚した気分にな

るようである。 4日目から12日間， 野外活動プログ

ラムが行なわれる。その内容は主にロッククライミン

グ， ウインドサーフィン， カヤック， カヌー，キャン

プ，乗馬である。それぞれの種目は資格をもった専門

のスタッフが直接の指導にあたり，ボブ・ロジャース

教授と引率の服部， 田中教官が総括指導の体制をとる。

また学生の全ての活動にわたって気を配り， プログラ

ムの円滑化と一貫化に重要な役割を果たすプログラム

オーガナイザーの役割は甚大である。とりわけ，前回

に引き続き担当したMichael Siposは有能で，全学生

が絶対的な信頼を寄せていた。指導は内容的にも量的

にもかなり充実したもので，起床（7時）から夕食

(5時）までほとんど自由時間はない。夕食後も講義，

泳力調査， ビーチでの交流・レクリエーション， キャ

ンプ準備，市街地散策体験など多くの計画があり，学

生は忙しい毎日をおくることになる。やや忙しすぎる

ようでもあり，今後工夫改善されるだろう。 この間

の2泊3日にわたって参加者は2－3人の組でホーム

ステイを体験する。この企画は，学生の評価も高く，

ホストファミリーと親密な関係が築かれるようで，過

去の留学で個人的な交流に発展した例も少なくない。

□－レンシアン大学はカナダのオンタリオ州サドベ

リという人□10万人程度の町にある小さな大学であ

る。小さいといっても，学部の数や学生数は，茨城大

学と大きな差はない。茨城大学との最も大きな違いは，

広大なキャンパスを持つことで， その－部は自然保護

区域や，大きな湖に隣接している。大学でも最も高い

管理棟の屋上に上ると，遮るものもなく□－レンシア

ン台地が地平まで拡がっているのが展望できる。

このような立地条件から， この大学の体育学部のプ

ログラムの中で，野外活動は重要な位置を占めている。

ボブ・ロジャース教授のもとにそれぞれの野外活動種

目に若手の実地面の専門家が配置され，管理，運営，

技術などに関する研究が進められている。この大学で

野外活動を主体とする茨城大学生の短期留学プログラ

ムがスタートできたのは誠に幸運であった。教養部時

代に行なわれた教育研究に関わる画期的ともいえる試

みのひとつに，臨時増員された教官の枠を利用して外

国人教官の招贈を行ったことがある。保健体育教室で

は□－レンシアン大学からリチャード・ダニエルソン

博士をむかえいれることが出来たが， その成果は極め

て大きいものであった。その－つがこの短期留学制度

の確立といえよう。むろん，かつてない， また他の国

立大学では類をみない試みであったため，初年度には

｢事故が起きたらどうするのか」等々のレベルの問題

から，成果を危ぶむ声まで多くの問題に対処する必要

があった。 しかし， 当時の教養部のスタッフは竹田部

長を筆頭に，発想は柔軟かつ前向きであって，事務局

の了解も含めて実現の運びとなった。

以来，隔年ごとに実施され，毎回著しい成果を挙げ，

本年で5回目10年間継続の実績を重ねることとなっ

た。私は第1 日 （1989）に太田茂秋教授とともに学生

を引率した。その時の成果は想像をはるかに越えるも

のであり， このようなプログラムは可能な限り，継続

すべきであるとの確信を抱いて帰国した。以降の留学

（2－4回）でも，期待に違わない成果が続き，参加

した全ての学生にとって，大学生活での最も大きな

｢出来事」となっていると確信している。

第5回目の今回は教養部がなくなってからはじめて

の留学であり，運営作業を行ってきた旧教養部の保健

体育教室のスタッフは教育学部保健体育講座に移籍し
ロッククライミングをする学生

－9－
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サドベリでの最終日 （8月15日）には, Farewel l

Partyが催される。毎回学長が参加され，学生一人一人

に立派な修了証を手渡しされるが，今回は出張のため

出席されなかった。感無量のPartyも学生のユーモアに

富んだ出し物が効を奏して明るく和やかに進行する。翌

朝は指導のスタッフやホストファミリーなど大勢の関係

の方々に見送られて□－レンシアン大学を後にするが，

別れの時に感動を素直に表現する学生の姿は，水戸の

キャンパスの中では決して想像することが出来ないもの

である。その日はトロントに泊り，翌日－日だけナイア

ガラの観光に出かけ，翌朝は成田へと向かう。

学生は，留学前から役割分担し， しおりを作成した

り，常備薬を調えるなど様々な準備をし， またカナダ

でも， それぞれの役割を果たす。記録係は収集した資

料を帰国後に整理し，記録集を完成させる。貴重な留

学の機会を十二分に，将来にわたって活かすためのノ

ウハウは，過去の実績を通して培われている。今年も

終わりに近づいた今もなお，参加学生は必要に応じて

ホストファミリーとのバーベキューパーティ

自主的に会合し， ある意味では「留学」は継続してい

るともいえる。この「留学」の全過程をみるとき，他

に例のない， まさにそう呼ぶにふさわしい「総合科目」

の－つの類型が見えてくる。可能な限り， このプログ

ラムが継続されることを期待して止まない。

服部恒明（教育学部）
ー ー

マギル大学夏期英語集中講座に参加して

去る8月15日～9月22日，私は人文学部コミュニ

ケーション学科主催のマギル大学夏期集中英語講座に

参加した。参加を決めた当初は，初めての企画という

ことで多少の不安もあったが，実際に参加してみると，

海外での共同生活という貴重な体験を得たほか，恵ま

れた環境のもとで勉強に娯楽にフル活動の充実した日々

を送ることができ，満足感でいっぱいである。

マギル大学は，文化都市モントリオールのダウンタウ

ンに位置する名門大学で， フランス語圏にある英語系の

大学であるため，第二外国語としての英語教育には長

い伝統と実績をもっている。授業は， 日常で起こりうる

場面を想定した□－ルプレイで始まる。慣れてくると，

犯罪問題や安楽死など種々のトピックについてのディス

カッションを行う。授業はクラス内にとどまらず， 学生

の希望に応じて映画鑑賞に出かけたりする。週の山場は

金曜日のプレゼンテーションで， テストも兼ねているた

め決してあなどれない。この時ばかりはクラスも緊張感

に包まれる。 しかし，プレゼンテーションが無事修了し

た後には楽しい市内散策の時間が待っている。先生に

連れられてギリシア料理店でランチをとったり， 美術館

や地元テレビ局を訪れたりする中で，生の異文化に触れ

る機会が得られる。週末にはケベックやオタワなどの

他都市へのツアーに参加したり，市内のテーマパーク

に行ったりして余暇を思う存分満喫し，勉強の疲れを

癒して次週に備える。こうして－週間が終わる。

語学習得の近道は， その言語圏で生活することだと

よく言われるが， その通りだと思う。海外研修のメリッ

トの－つは，授業で習得したことを即，現実の生活の

場で実践できることだ。ただし海外研修に参加するに当

たっては，なぜ語学を学ぶのかという目的意識をはっき

りさせておくことが大事である。今後もより多くの人が

この講座に参加し，生きた英語を学ぶとともにすばらし

い異文化にじかに触れる機会を共有してほしいと思う。

鈴木惠美子（人文学部2年）

-10-
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に
による情報検索の方

鍵堂差と画4垂一
法が解説され，続い

情報処理入ilて簡単なホームペー

ジの作成について書

かれています。最後

にプログラムの基礎

卿としてBASIC,

FORTRANの初歩が v

説明されています。

更に，付録にキー入 茨城火学燗報'“榊胤ﾃｷｽﾄ縄集金園会

力練習が載せてあり

ます。なお，来年度は，改訂版が培風館から発売にな

る予定です。来年度も是非ご利用下さい。 （寺阪利孝）

狩潮准迩会に”〃た

情報処理入il

卿
L』

茨城人学梢報関連科Hテキスト糧集金負会

情報関連科目テキスト刊行

生協で発売されている「情報処理入門」は，主とし

て水戸地区の情報関連科目のテキストとして今年度使

われています。昨年度設置された共通教育棟の情報処

理演習室で使用するように編集されていますが，水戸

地区のWindows95をOSとするパソコンを利用する場

合にも役立つ内容になっています。各学部の専門の授

業でも使用されています。

内容はまず最初にWindowS95の基本操作の学習，

続いて日本語ワープロのワード，表計算のエクセルが

分かり易く説明されています。更にネットワークの利

用として電子メール，電子ニュース,WWWプラウザ

’
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『総合科目の充実を目指して」刊行される
特別企画，市民教養

的総合科目について

の点検が記載されて

います。また学長・

学部長による特別企

画『研究する喜び』

の点検結果が集約さ

れています。

総合科目における

新しい試みは，一般

市民と学生と教官が

一体になって創造す

総合科目の責任部局である教育学部（当該責任教室

は総合教育教室）と総合科目専門部会は，平成8年度

大学改革推進費（教養教育部門）の配分を得たのに呼

応して，点検評価のための報告書の作成に取り組みま

した。この報告書のねらいは，①茨城大学におけるカ

リキュラム改革の一環として教養教育の充実発展を目

指す，②教養教育の充実発展の方向を総合科目が率先

して進めていく，③分野別科目がどちらかといえば専

門基礎科目的な性格をもつのに対して，総合科目は総

合的・学際的な視野のもとに諸科学を横断したテーマ

や市民教養的な話題をカリキュラムに編成することに

よって，専門学部の授業では得られない新しいタイプ

のリベラルアーツの方向を志向する，④改革推進費に

よって整備された「授業マネジメント・システム」を

活用して授業を展開するとともに，総合科目の点検評

価のためのデータ解析を行う－ことにありました。

181頁からなる報告書『総合科目の充実を目指して』

においては， 「総合科目の新しい展開」と題して，総

合科目の教育理念とカリキュラム構成，平成8年度の

総合科目の充実を目指して

唱 暮

大■和雌曽硬[】出夫松井宗彦

茨城大学

1997年3月

る市民教養的総合科目です。まだまだ今後の検討を要

する部分もありますが，非常に多くの受講生を得て，

-1nlりも二回りも大きく成長させていきたい楽しみな

授業です。この授業のシラバスと授業概要をテープ起

こしをして記載しました。大学図書館でもこの報告書

は閲覧できるように置いてありますので，ぜひ一度，

手にとってご覧いただきたいと思います。 （松井宗彦）
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放送大学茨城地域学習センターだより りました。ただし, CSデジタル放送(perfecTVI)

ですから， チューナーとアンテナを各自，用意して頂

く必要があります。これが実現すると家庭にいながら

学習できることになって， “どこでも学習”か可能に

なるわけです。

もう一つ，全国の地域学習センターでは，来年の二

学期(10月1日）から全科生の受け入れが始まりま

す。高校・短大などを卒業された方が，放送大学の全

科生として入学し，放送大学で所定の単位を修得すれ

ば，大学卒業の資格（教養学士）が得られるわけです。

茨城県下でも大学，短大などでは放送大学との単位

互換の話しが進められています。近い将来，茨城大学

との単位互換も実現されることを願っております。最

後に全科生の受け入れに伴って， 当センターの充実な

ど問題はまだまだ山積していますが，今後とも茨城大

学のご援助とご協力を切にお願い申し上げる次第です。
一一一

（栗村芳實）

茨城大学のご尽力により， 当センターが設置され，

10月1日から第一期生を受け入れて， はや数か月が

経過しました。第一期入学生は，約280名，県内各地

から履修生を受け入れています。開設当初はセンター

の職員一同，慣れない仕事で色々戸惑うこともありま

したが，現在は，全職員の協力によってセンターの運

営は順調に進んでいます。

放送大学の学生は殆どが社会人ですが，退社後や休

み時間を利用して，必ずといってもよいくらい毎日学習

にくる人や， ご夫婦で交互に子供さんのお守をしつつ学

習されている方もいます。毎日， こういった学習風景を

見ていますと， このセンターが地域の生涯学習に， それ

なりの寄与をしているとこが実感される次第です。

ところで，放送大学では，来年の1月21日から，

衛星放送を通じて全国に授業科目を放送することにな
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茨城大学スペース・コラボレーション・

システム(SCS)事業について

ア教育開発センター資料より)｡

茨城大学では，平成7年度にSCSに関するワーキ

ンググループを学内に設けて調査研究を開始し，平成

8年度には, SCS事業実施委員会をおいて設置・利

用に向けて具体的な検討を開始しました。そして，平

成9年10月1日から共通教育棟2号館4階衛生スタ

ジオから利用できるようになりました。今後シンポジ

ウムや会議，授業等今までにないメディアとしてその

利用が期待されます。大いにご利用下さい。

（本田敏明）

スペース・コラボレーション・システム（以下, S

CS)事業とは，全国の大学等に衛星通信による映像

交換を中心とした大学間ネットワークを構築し， マル

チメディア社会に対応できる高等教育システムを整備

していくものであり，今後全国国立大学等及び公私立

大学の参加を得てネットワークの拡大を図り，大学間

教育及び研究交流の充実に寄与するものです（メディ

つ ぶや き：

〆~鳶なさん/あけましておめでとうございます"お岻月は楽しく過ごせましたか｡今年度…さんにと｡て充実した年と癒
るようにがんばりましょう。早速ですが年が明けたら恐怖の学年末試験が待っています。でもご安心下さい／ローザ・プルムラ

第7号では「試験の達人」と題して， みなさんの先輩方から学年未試験対策に関する知恵を拝借しました。是非参考にして下さ

い。本号は， そのほかに教養教育シンポジウム，海外での課外授業風景，教養教育テキスト，放送大学， スペース・コラボレー

ション・システム，教養教育Q&A(新企画/)と，盛りだくさんの内容となっております。どの記事も興味深い内容ですので

是非目をとおしてみてください。というわけで，今年も「読みやすい， おもしろい，役に立つ」ローザ・プルムラを目指してい

、きたいと思います｡みなさんのご愛読をお願いいたします｡ (S. N)
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