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学生がもっと情報共有者に

アメリカ連邦議会下院の政府活動委員会編集『情報自由法とプライバ
シー法を利用するための市民の手引書』 (1977年刊）の冒頭に、第4代
大統領ジェームズ・マジソンのつぎのような言葉が掲載されている。
「民衆に情報を与えず(withoutpopular information) 、あるいは情

報を得る手段を与えないでいる人民の政府などというものは、茶番劇の
序幕か、悲劇の序幕にすぎない」

「みずから統治者(theirowngovernors)であろうとする人民は、
知識が与える力をもって自らを武装しなければならないJ

ここには明らかに、政府情報の公開が「人民の統治（政府） 」 「人民
主権」の原理、すなわちデモクラシーにとって不可欠のものとしてある
ことを示している。近代のこのような「人民の情報」という考え方は、
同時期のフランス人権宣言（1789年）の第15条、 「社会は、すべての公
の職員に、その行政に関する報告を求める権利を有する」という規定に
もみることができる。まさに、それは近代国家を通じて共通の認識であ
ったといえよう。

ところで、昨今の大学改革は、 「上からの」カリキュラムあるいは組
織の改革といった性格をもち、 「学生が加わらない改革」 「学生から見
たカリキュラムの分かり難さ」が問題となっている。四半世紀前の「大
学紛争」が学生を中心とした「下から」の動きであったのと対照的で、
隔世の感がする。だが、はたしてそれでよいのかといえば、決してそう

ではないはずだ。学生自身に大学運営の当事者責任を自覚してもらうう
えでも、情報請求権の保障をふくむ情報提供の多様な方法を模索しなけ
ればならないのではないか。大学版の情報公開制度を考えてもよいので
はないだろうか。 （田村）
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今年は例年にもまして4月、 5月と雨の日が多く、

梅雨の前触れが早かった。 4月に入学した皆さん、大

学での生活にも慣れたでしょう。授業では、これぞ大

学と感銘を受けましたか。さて、 7月21日から期末試

験が始まりますが、 じっくりと取り組んで頂きたいも

のです。皆さんを脅すつもりはないのですが、大学で

の試験結果の評価を厳格にすべきであるとの意見が強

まりつつあります。大学に対する社会の期待が高まり、

大学では大いに教育し、安易に進級・卒業をさせるべ

きでないとの意見です。確かにこれまでは、大学の教

育に対する期待感はさほど強いものとはいえない状況

がありました。しかし、これからは、創造力ある社会

に転身させるために、 また、個々人が責任を担える社

会にするために個々人の能力の高さが競われる機会が

多くなるでしょう。大学4年間は自由な時間が最も多

くある時代です。これぞと思える学問に大いに心血を

注いでいただきたいものです。

大学の授業では、系統性のある学問分野ほど古典を

重視します。この分野は、遥か昔に確立した内容で一

見つまらなく感じるものです。しかし、古典を体得せ

ずに現代に力を発揮できないのは明白です。大学では、

おおいに古典に親しんでいただきたいものです。卒業

後は君達が社会、学問の進歩の担い手となります。現

在の社会の変化、科学の進歩には目覚ましいものがあ

ります。ここ数年で人類が見える宇宙の深さは2倍に

なりました。21世紀に卒業する君達が、大学で大いに

勉強し、鋭気を養われることを期待します。

（横沢）
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人文学部から れます。

試験が終われば約2か月の夏休み！旅行、運転免許

取得など、決まった計画をもっている人も多いことで

しょう。何かないかと探している人に提案したいのは、

長篇小説に挑戦することです。たとえば『アンナ・カ

レーニナ』などはいかがですか。これでも、他の小説

でも結構ですが、 とにかくまず1篇読了してみてくだ

さい。いままでとまったく違う世界に触れることがで

きると思います。若者の文学離れが言われていますが、

文学には、他のものからは得ることのできない貴重な

財宝が詰まっています。しかも若いうちに触れないと

分からないことも多いのです。次々と古典を読破する

ことをおすすめします。

（渡邉）

入学して3か月が過ぎたわけですが、大学生として

の生活はどうでしょうか。受験の頃より楽だという感

想を持つ人もいるかもしれません。しかし、どこにお

いても、無制限な自由というものはありません。現に、

試験・レポートがまもなくあります。かなりの数の科

目で前期試験があると思いますが、早めから準備して

おくことが大切です。ノートや参考文献を利用して勉

強し、納得のいく答案を書いてください。

8月から9月にかけて6週間カナダのモントリオー

ルにあるマギル大学で英語の夏季集中講座が開かれる

予定です。 1年生がこの夏季集中講座を受講した場合

教養英語のEnglishlとEnglishⅡとして単位が認定さ

教育学部から－いっしょに教育学部をつくりませんか－

教育学部では、再度の改革と教育免許法の改正に対 「教育実践への参加」を位置づけたのです。

応するためのカリキュラムの改編作業が始まろうとし 私はこの学生ボランティアを、 自主的な参加による

ています。そこでは、これまでの大学改革の中で蓄積 「教員養成におけるインターンシップ」としていきた

されてきた様々な試みを土台に、 さらに学生主体の大 いと考えています。現在も数十名の学生が継続的に学

学教育が目指されていくことになるはずです。 校で様々な体験をしています。これをさらに発展させ、

その一つの例として、昨年度から教育学部では「教 充実させていくのは、学生のみなさんにかかっていま

員養成フレンドシップ事業」に取り組んでいます。こ す。与えられた機会だけではなく、 自分たちでネット

れは、各附属学校・園や公立学校の教育活動に学生が ワークをつくり、企画を立てるという方向に進めたい

ボランティアとして参加するというものです。私も自 のです。それは、学生と教員とが共同で新しい教育学

分で担当している専門の講義やゼミをこの事業と連携 部をつくる作業になるはずです。いっしょにやってみ

させて行っています。これまでも様々な講義の改善を ませんか？

試みてきましたが、その仕上げとして、ほんものの （新井）

理学部から－履修状況の再チェックを－

理学部の3学科は従来の5教科の複合したものにな ついては特に注意してください。また、各学科では、

っていますので、履修計画作成に苦労したのではない 3年生修了時点で教養科目の履修が修了していないと、

でしょうか。 3つの学科間でも履修基準が微妙に異な 卒業研究につけなくなり、 自動的に留年となってしま

り、間違いが生じやすくなっています。語学の履修に います。理学部3年生はカリキュラムが密で、教養科

－2－
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高学年から低学年へ転学科した例もあります。いずれ

にしても、 よく勉強して、 じっくり考えた人が対象で

すので、夏休み中、 自分の進む方向を考えてください。

履修相談、進路相談はいつでもOKです。

（田切）

目を履修すると専門科目が取りにくくなりますので、

1 ． 2年生のうちにしっかり履修してください。

理学部では学科構成の特徴から入学した学科と自分

の希望とが合わなかった場合のために転学科の機会を

与えています。転学科は2 ． 3年生を対象としますが、

工学部から されたフーコーの振り子が自然の法則にしたがって規

則正しく動いているのと対照的に、不特定多数の人々

に駆動された垂直方向の非線形不規則振動が観察され

ます。 2本のタワーは遠くからもよく見えます。木々

の緑に囲まれているところはなかなか良い眺めです。

タワーは互に同じ色をしています。最近できたほか

の建物も同じ色をしています。これは偶然ではなく、

工学部の色なのだそうです。前からある建物のいくつ

かもその色に塗りかえられました。また、工学部のシ

ンボルマークというのが最近制定されました。どちら

も色と形に関係することで、緑色の紙に書かれた黒文

字で説明するのは難しいので、説明しません。見て気

に入ってもらえることを願います。

（山中）

キャンパスのあちらこちらで、捨ててあるのか置い

てあるのかわからないまま多くの歩行者の通行を妨げ

ていた自転車が、関係教職員のご尽力と学生諸君の協

力により整理され、見違えるほど歩きやすいキャンパ

スになりました。工学部の1年生の皆さんがこちらに

移ってくる頃までこの様でいてほしいものです。

工学部キャンパスに、システムエ学科塔（棟）につ

づく2本目のタワーができたことは、すでにいろいろ

なところに書かれているので知っている人も多いと思

います。情報工学科が使うこの建物は、引っ越しの時

期もとうに過ぎ、 もうずっと前からそこにあったかの

ようにしてそこにあります。エレベータが外から見え

るようになっていて、 となりの講義棟では4階から吊

農学部から 後期(10月）からは使用できる予定です。健康・スポ

ーツの時間やクラブ活動あるいは各自大いに利用し、

健康な体力作りを行っていただきたいと願っています。

1年生の皆さんは「使い初め」というわけには行かな

いでしょうが、来年4月からは大いに活用して下さい。

しかし、芝生は大切に管理しながら使用していただき

たいものと念じています。

次に、農学部の前庭は今（5月）新緑で、池では噴

水が舞い、見本田は田植えも終わりました。芝生はき

れいに刈られて美しく、学生は三々五々に集まり、芝

生で語らい、食事をする姿は、授業や忙しい研究の合

間の楽しい団らんの一時となっています。

（月橋）

茨城大学へ入学して1カ月余りたちましたが、大学

生活は如何でしょうか。大型連休も終わり、これから

が本格的な大学生活になります。勉強は無論大切です

が、友人との語らいを大切にし、一生を通じて楽しめ

る趣味を是非持っていただきたいと思います。

農学部では、 2年生のカリキュラム選択も終わり、

各自専門の勉強に本格的に取り組んでいます。

さて、前号でも紹介しましたグランドの整備が終了

しました。排水工事も行ってありますので、快適な使

用ができるものと期待しています。全面芝生です。現

在は芝生の養生を行っているため使用できませんが、

－3－
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八木理充（人文学部1年） 高橋 陽（工学部Bコース1年）

大学というものに入って、何よりもまず感じたこと

は「人が多い」ということだ。入学式以来、毎日知ら

ない人と会う。知り合いのいない大学に来たのだから

当たり前のことだが、 「知らない人としか会わない」

という気分になるほどだ。孤独という状況の中で、授

業・友人等、様々な不安は大きい。

授業は、一時限90分と、高校の時に比べて一時限の

授業時間が25分長い。中学から高校に進んだ時、 15分

の授業時間長化に苦しんだ私は、昨年度2月に自宅学

習になって以来の授業ということもあり、集中力が続

かない。しかも、教科書がなく、先生が話し続ける授

業もある。黒板複写が染みついているためか、先生の

言葉に要点を探してメモをとることが難しい。とにか

く、先生の話を聴くことに集中する。慣れるまではこ

れしかないだろうと思う。

話は変わって、私は、大学生は自由だと聞いていた。

高校時代に比べて、現在、確かに「学校」に拘束され

る時間が減った。だが、それ以上に、私生活でいろい

ろなことをしなければならない。 「平日の時間は増え

たが、休日の時間は減った」 。一人暮らしを始めた私

は、掃除、洗濯、炊事、今まで親に任せていた事をす

べて自分でしなければならない。ついでに、先日私は

風邪をひいた。それでも家事はしなければならない。

自分の看病もしなければならない。今後、体調を崩さ

ないように、家事を手際よくできるようになりたい。

大変なことも多いが、やはり自由だ、 とは思う。や

りたい事はある。これからの4年間で、それを思う存

分やりたいものだ。

何故、私に執筆依頼が？と思いましたが、担任曰く

「出来れば社会人・ ・ ・」とのお話ですので、社会人

の新入学生として述べさせて頂きます。

皆さん御承知の様にシステムエ学科Bコースは社会

人にも門戸が開かれた学部であります。今年は約85名

中5， 6人が社会人の様ですが、社会人同士で話をし

てみると、皆共通して、 自分をとりまく環境（家庭、

仕事、大学等）の両立に苦労しながらも、若い仲間た

ちとの新たな大学生活を楽しもうと努力しています。

かく言う私も、昼は企業人、夜は学生、家に帰れば父

親なのですが、授業の始まった最初の1週間はなれな

い新生活ペースもあり、非常に疲れたのが実感です。

さて、多くの方々は「社会人になってまで大学まで

行かなくても」と思われるでしょう。確かに、入学金、

授業料は自払、残業は無くなるので収入も激減（でも

仕事量は減らない） とデメリットは大きいのですが、

社会人の各人は、 自分自身に対するそれ以上のものを

求めて入学してきています。 （企業内には、 「私もチ

ャレンジしてみたい」という人が非常に多いJ

世間が不況と言われている中、社会では自己啓発と

いう言葉で、各人のレベルアップが求められており、

又、定年退職後の方々の中には刺激を求めて公開講座

等への参加意欲が強いようです。今後、大学側のアピ

ールや社会人向け制度等が更に充実されれば入学希望

者・受講者はもっと増えることでしょう。

授業が始まり約1ケ月が経過しましたが、徐々に難

しくなっていく内容に、基礎力不足を痛感しています。

会社では技術系開発を担当していますが、実践が主で

ある世界と異なり、学問としてそれを学ぶにはまず基

礎力と理論からということをあらためて感じており、

今は、 「少しでも時間を作って基礎力をつけ、授業に

ついていけるよう努力しなければ……」と思っていま

す。蕊
－4－
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いるんだろう、 と。確かに大学4年間、人生を左右さ

せられるような人との出会いや体験もし、 4年間を通

して価値観や考え方など、 自分もずいぶんと変わった

と思う。しかし、 もっとああすればよかった、 こうす

ればよかった、 と思うことばかりが次から次へと浮か

び上がってきた。 もっと早くこれに気付いていれば、

とどれだけ悔やんだことかわからない。

ある人からこんな話を聞いたことがある。 「何もせ

ずに過ごしていれば、時は流れ去っていくだけだ。で

も毎日を充実させていれば、時というものは自分の中

で積み重ねられ残っていくものだ。 」私は貴重な学生

時代という時間を少なからず流し去ってしまっていた

のかもしれない。

再度大学1年からやり直すとすれば・ ・ ・私は時を

積み重ねたい。時の積み重ね方は人それぞれ違うだろ

う。だから私はあれをしろ、 これをしろとはアドバイ

スすることはできないが、いろんなことにチャレンジ

することをおすすめする。おもいがけず新たな道が開

けるかもしれないから。どうぞ限りある学生生活を大

切に！

永長みどり （教育学研究科2年）

再度大学1年からやり直すとすれば……、私は何を

するだろう？ 「学生はいいねえ。 」ずいぶんと前から

いろんな人に言われ続けてきた言葉。なんとなく適当

に聞き流してきた言葉。最近では、今となっては社会

人である同級生にまでも言われる。私の学生生活も残

すところ1lケ月、追いつめられて見えてくるものがあ

る。

「どこにいようと、何をしていようと時は世界中全

ての人に同じように流れる。そしてそれは決して戻り

はしない。 」当たり前のことであるかもしれないが、

これが大学4年間を振り返って私がいえることである。

大学生の時は、 自分で自由になる時間も多く、ただな

んとなく過ごしていたことが多かった。このままずっ

とこんな生活が続くのだろう、そう思っていた。しか

しあっという間に月日は流れ、気付いてみれば袴姿で

卒業証書を握っていた。そんな時私は考えた、一体私

は大学で何をしてきたんだろう、今の私に何が残って

小林ひろみ（農学部4年）

し、サークル活動に一生懸命になっていてバイトもあ

まりしなかった。気がつくと水戸での1年間は終わり、

阿見に引っ越していた。今思うと1年次は一人暮らし

に、 2年次は水戸から阿見にという環境の変化に、 3

年次はほとんど毎日の実験に慣れるので精一杯だった

ようにも思われる。

再度1年からやり直すとすれば、一人暮らしとかサ

ークル活動などの大学生活というものに早めに慣れて、

大学生活を満喫したい。様々な学問や人間、社会に学

生の間にたくさんふれておきたい。得手不得手だけで

教養の履修をきめたり、面倒だからといってバイトは

しないということはないようにしたい。大学時代にし

かできないことは必ずあるから。

残り1年弱の大学生活、後悔しないようにいろんな

ことを学ぼうと思う。

改めて考えてみると私はもう大学4年で、残りの大

学生活は1年を切ってしまった。入学した当初は4年

間は長いなあと思っていたが、いざ4年になってみる

と時間の過ぎてゆくのは早い。高校の3年間と今まで

過ごした大学3年間を比べると、格段に大学3年間の

方が短く感じている。あっという間とはこのことかと

思う今日このごろである。

高校時代は受験ひとすじで、大学に行ったら今まで

出来なかったいろんなことするんだと夢を膨らませて

いた。しかし、現実はそう上手くは行かなかった。 も

っと幅広く教養をとっておくべきだったとか、 もっと

バイトをしておくべきだったとか、ああすれば良かっ

た、 こうすれば良かったの後悔ばかりである。苦手だ

からといって数学の教養をとらなかったこともあった

－5－

再度一年からやり直すとすれば
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■

前期試験に向けて
竹沢得治（人文学部2年） なぐらいの漠然とした目標だけで中国へ行ったために、

中国語力が上がらなかったのである。残りの半年は、何

のために中国語を話せるようになりたいかを考え、朝か

ら晩まで勉強した。それまでとは違い、授業以外の時間

は、ほとんど中国人の友達と行動を共にした。そのため、

1年が終わる頃には、 クラスで教えてくれる先生力話す

内容のうち80%<､らいを聞きとる事ができるようになっ

た。もちろん話す事も行った時とは比べようにならない

ほと話せるようになった。なぜこのように勉強するよう

になったかというと、中国人学生の勉強に対する姿勢を

見たからである。外国語大学という事もあり、みんな目

標をしっかりもち、朝、授業が始まる前から外で声を出

して本を読み、夜遅くまで授業を受け、授業後も、冷暖

房のない部屋で自学をしているのである。

日本へ帰り、茨大に戻って来て、 自分もあの学生た

ちには負けられないと思い勉強することにした。授業

も単位や必修科目の関係から自分の興味がない部分も

勉強しなくてはならない。しかし、 自分が考えた事は、

全ての科目をこなすのは無理だから、 自分が本当に勉

強したいと思う授業を大切にしようという事だ。今は

自分の目標があり、 自分にはどんな授業が大切かわか

る。それに向けてがんばろうと思う。試験に関しても、

その自分が心に決めた授業の試験を大切にしていきた

いと思う。授業も試験のためだけではないのだ。

1年生の時は、大学へ入ったばかりで、すべての科

目で良い成績をとろうとしてがんばった。授業の方は

どの科目も欠席することなく、真面目に受けた。でも、

前期試験を受けて分かった事は、大学の試験は今まで

受けたものとは違うという事だった。特にレポートな

どは、授業で習った事とはあまり関係のない事柄であ

り、授業にでていようが、出てまいが関係ないものも

あった。また、 自分で考え、考え抜いて書いたものが、

本からまる写ししたものに負けてしまうという事もあった。

この事から、後期試験では、いかに要領よく良い成

績をとるかという事を考えるようになった。真面目に

授業を受けても良い成績をとれなかったら意味がない

と思い、出席をとるような授業はしっかり出席し、そ

うではない授業は休む事もしばしばあった。また、授

業に出ても友達としゃべっているだけという事もあっ

た。試験もいいかげんに受けてしまった。

1年生が終わり、中国へ留学することに決めた。 1

年生の時に中国語の授業をとっていたが、一生懸命勉

強することもなかったので、向こうで面接の試験を受

けた時には、 自分の名前すら中国語で言う事ができな

かった。半年経ち、やはりほとんど中国語を話す事も

聞きとることもできなかった。中国語を話せればいい

十人十色の教官像
三原田賢一（理学部2年）

蝉の声がやかましくなり、半袖でも蒸し暑く感じる

頃、生協の一階はコピーを待つ人々でごった返します。

大学では前期末、後期末の2回しか試験がないため、

一回の試験範囲はそのぶん長くなるのです。そのため、

少々さぼり気味の人は直前でこんな目に・ ・ ・・

初めての試験をうまく乗り越えるにはどうすればい

いのでしょうか。僕の昨年を振り返って書いてみたい

と思います。

まず、大学では講義同様、試験も担当の教官によっ

て大きく異なります。試験そのものを行わない教官や

レポートを課す教官、どちらも課すというなんともあ

りがたい（？）教官までいます。更に、講義の内容か

ら出題される場合や、それをふまえた上で自分の意見

を書かせる場合など、多種多様なのです。その情報を

集めることも重要なポイントではないでしょうか。教

官本人が講義でぼろっと言うときもあれば、サークル

の先輩が教えてくれることもあります。僕は昨年、教

養の『科学技術文明論』の試験に、万全の体制で臨ん

だのですが、試験は「講義の感想を書いてください｡」

こんな目に遭わないために、情報収集をお忘れなく。

次に、だいたいどの講義でも共通して言えるのは、

論述が多いという事と、教科書はあまりあてにならな

い、 という事です。あくまで講義が中心なので、その

なかで言った些細な一言が大切だったりします。そし

てやはりただの知識の詰め込みでは、書いていて苦し

くなってくる、 ということがあります。因果関係や相

関関係、反応過程など、流れを聞かれるとただ単語を

知っていても無惨な答案ができるだけです。

理学部に関しては、やはり自分の専門分野をアピー

ルされる教官が多いです。仲良くなって、専門分野の

話などを聞かせていただいておくと良いかもしれませ

んね。大学では、教官は3 ． 4年次になるまでは遠い

存在のように感じられるかもしれませんが、 1 ． 2年

次でも、 こちらの意欲次第で様々なことを教えてくだ

さいます。せっかく大学に入ったのですから、色々な

ことを吸収した方が得だと思いませんか？

－6－

Vo i c e
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なんだか説教くさ<なってしまいましたが、今まで

の講義を振り返って、それが無駄にならぬように情報

を集めて、試験に臨んでください。復習していて「あ

れ？この日はノートが抜けてる」というかた・仕方あ

りません。今回は生協コピーのお世話になりましょう。

そしてみなさん、楽しい夏休みを過ごしてください。

試験なんかこわくない!？
片岡将之（工学部2年）

もよいだろうと思っている人はいるかもしれないが、

なるべく講義の内容を基に調べた方が得策である。

なぜなら、ほとんと、の科目は答案用紙を返してくれ

ないため、何を基準にして成績がつけられているのか

わからず、思ったよりも評価されないことがあるから

だ。テスト対策としては、毎日復習する事が望ましい

が、大学1年目は、受験から解放された反動で、遊び

たい気持ちが強くでてしまう。そのため、大教室で教

官がマイクを使ってしゃべりまくる講義や、板書しな

い講義は、要点がわからなくてただぼう然と聞き流し

たり眠ったりしてしまう人もいる。こんな講義が、今

後何の役に立つのかと思う時があるかもしれないが、

人の話を聞く練習になると思えば、ただ聞いているよ

りは講義に集中できるだろう。

意識的に教官の話で大事だと思う事をメモする等、

いかにして講義を聞いているかが、試験を受ける時に、

余裕が持てるかどうかの分かれ目だと思う。

テスト勉強はどのようにやっているのかと聞かれる

と、たいていの人は一夜漬けと答える。だが、一夜漬

けだけで試験を切り抜けようと考えている人は、少な

くとも講義には出席しておくべきだと思う。

それに大学の講義は、高校で習った事は理解してい

るとみなされてすすむので、 もし忘れているようなら、

その分勉強するのに時間がかかる事を頭に入れておか

なければならない。大学は、出席日数が足りていれば

テストを受けられるため、学生は休みがちになってし

まう。出席をとらない講義では、 まったく出席しない

学生もいるだろう。

教養科目は、講義に出席していればある程度はテス

トのヤマをはれるし、事前にテスト問題が教えられて

いれば、講義の内容を思い出すことにより勉強しやす

くなる。後で図書館で調べれば講義など出席しなくて

リンダ・ガン（人文学部） 日本では大学入試や編入試験がありますが、 カナダ

では大学入学は高校の成績で決まり、編入試験なしで

他の学科に移れます。編入は基本的には空きがあるか

どうかで決まります。ただし映画作成の学科は面接が

ありますが。個々の大学や大学院への入学試験はあり

ません。願書の受付は大概郵便です。普通は推薦状が

要求されます。この結果、やり直しがきかないので、

学生はいい成績を取るために高校や大学では一生懸命

勉強します｡つまり、 もし大学で成績が悪くて、大学

院へ行きたいとすれば、入試のために勉強することは

できません。入試はそもそもないからです。ここでも

合否は成績と推薦状で決まります。

日本では学生は最終学年に就職活動を始めます。そ

して、企業の主な関心事はその学生が卒業することで

す。成績にはあまり関心がありません。カナダではほ

とんどの会社はまだ卒業していない学生とは面接はし

ません。そして成績のいい学生を欲しがります。さら

に、ほとんと守の会社は学生の専門分野でしか採用しま

せん。銀行で働きたければ、金融関係の専攻が必要で

すし、広告なら市場やグラフィックデザインの知識が

必要です。先生になりたければ、教育学士が必要で、

これには最低6週間の実習を含め4年かかります。

日本の学生がカナダの学部へ留学すると、大きな違

いを体験することになります。

カナダでは、教養教育に相当するのは学部の学位で、

普通は文学学士か理学学士です。学部は日本では4年

ですが、カナダでは3年です。カナダの学生は1学期

に5つのクラスしか取りません。しかし普通は1つの

クラスは3コマあるので、週に合計15コマあります。

理科では、実験クラスは、 日本と同様、 2－4時間あ

ります。だから理学部の学生は、週25時間あります。

日本では学生は週18コマまで取ることができ、そして

週一回しかないのでここが大きく違う点です。 （理科

実験のクラスはもっと長いかもしれませんが。 ）

カナダの大学は普通は多くの勉強と宿題を課します。

普通は中間と期末試験があり、 クラスの課題図書が多

くあり、少なくとも1回(A4で）最低10枚のレポート

があります。タイプしてないとまず受け取ってもらえ

ません。成績の付け方は違います。Aが80-100， B

が70-80, Cが60-70, ,が50-60、そして50以下は

不可です。出席も重視され、 30％以上休んだら不可で

す。

－7－

教養教育古今東西一海外における教養教育一
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社で教育を受けた人は、大学で特定の分野で理論的な

訓練を受けた人よりは幅広い知識があります。理論と

実践は得てして違うものです。また、大学での成績は

良くなくても、大学院のために入試の勉強を一生懸命

することは可能です。こうしたシステムはやり直しの

チャンスを与えてくれます。

日本のシステムは日本に合っています。採用した会

社が責任を取るからです。 日本では大学に入るのに相

当な競争があるので、会社は大学に入って卒業した人

は優秀だと考えます。会社は自社で教育できる優秀な

人がほしいのです。北米の会社はこうした責任はまず

負いません。これは北米が学ぶべきことでしょう。会

王俊柱（理工学部研究科）

教養教育に対する考え方は、国情の相違によって異

なると思う。中国では80年代に、大学教育を計画経済

の発展に適応させるために、元ソ連の教育体制を参照

にして独特な教養教育体制を立てた。しかし、近年来

の中国の改革・開放および計画経済から市場経済への

転換に伴い、中国の教育体制、特に教養教育が大きく

変わってきた。

1960年ごろ、中国の専門技術人材は不足していた。

そこで、国家の建設の需要を満たすため、当時の総合

大学から学部、系を独立させ、近辺の専門や学科を合

併して、多くの専門大学である学院が設立された。た

とえば、鋼鉄学院、農学院、電力学院などがこれにあ

たる。これが大学教育歴史における第1回院校調整と

されている。その時期には、卒業した学生が身に付け

た知識を生産などの実践作業ですぐ使えるようにする

必要があった。このために、大学では学科・専門科目

が細かく設置されており、専門教育に必要な教養科目

しか開講していなかった。この教育体制が80年代末ま

で続いた。

90年代に入って、総合科学技術の用途の拡大および

中国の経済体制の転換がなされるようになった。これ

に伴い、専門大学から卒業した学生は知識の領域が限

られており、社会の需求との格差が大きくなってくる

と認識されるようになる。これを境にして、大学教育

体制がもう一度深く改革された。まず、基礎課程の教

育を強化するために、専門大学（学院）を合併し、新

たな総合大学が設立された。これは第2回院校調整と

言われている。これによって、学生は教養科目を選修

する自由度が大きくなった。さらに他の大学の教養科

目の講義を受けた場合でも、選修必要単位数として承

認された。現在、中国の工科大学では哲学、美術、音

楽、道徳、古今文学などの科目を通常教養教育として

開講している。 日本の大学と比べて教養教育の科目が

多く開講されているが科目毎の単位数が少なく、教養

科目が卒業必要単位に占める割合が低いという特徴が

ある。

’

企画室から
3 成績通知書の交付

前学期に履修した授業科目の成績通知書を1年次は

9月24日 （月）から教養教育係で交付します◎ 2年次

以上の学生は所属学部で交付しますので、掲示に注意

して下さい。

1 学生証の再発行

前学期の定期試験が7月21日 （火）から始まります。

受験上の注意として、学生証のない学生は受験できな

いこともありますので受験に際しては忘れないように

してください。紛失等により再発行を申請する場合は

学生センター証明書関係窓口に申し出て下さい。 4 予備届選考結果の発表

6月に実施しました予備届の選考結果は9月21日

（月）に発表します。後学期開始までに選考結果を確

認して下さい。受講可能者名簿に掲載された学生で、

第一回目の授業に欠席した場合は受講の意志がないも

のとみなされますので注意して下さい。また、受講を

取止める場合は、授業担当教官にその旨必ず連絡して

下さい。

2履修登録の確認

前学期の履修登録確認を5月7日 （木）から実施し

ましたが未確認の学生が多くみうけられました。履修

登録の確認は受講者名簿や成績報告書の基礎となる重

要な手続きです。確認をおこたったために単位を取得

できないという大変困った事態に陥ったり、不利にな

ったりする場合が発生しますので必ず確認して下さい。

－8－

掲 示 板コーナー
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■

■

教養教育に関するアンケート結果 同様に、この報告書には、本学の専任教官の教養教

育についてのアンケート結果がまとめられています。

質問項目は二つに分類されます。すなわち、 クラスサ

イズ、設備および学生の受講態度など教養教育の実施

に関する内容と、 4年一貫教育体制や大学教育開発セ

ンターのあり方など教養教育に関する一般的な質問の

2種類です。主な集計結果を示すと以下の通りでした。

1．講義のクラスサイズとしては30～60人が適当と答

えている教官が最も多く38％でした。

2．教室の設備等で不足しているという回答が51％で、

半数の教官が設備等の充足を希望しているようです。

3．学生の予習および復習に対し、 「不十分」もしく

は「わからない」を併せると61%になり、学生の勉強

不足を懸念している教官が多いことが推察できます。

4．学生が授業内容をどの程度理解しているかという

問いについては、 「よく理解している」もしくは「普

通」の回答を併せると86％になり、教官側ではポジテ

ィブに受け止めているようです。

5． 4年一貫教育体制の中で教養教育は期待どおりに

進んでいるかという問いには、 「進んでいない」もし

くは「どちらともいえない」を併せると85％にもなり、

教官の多くは疑問を持っていることが推察されます。

6．教養科目の総単位数に対しては、現状でよいとい

う回答が60%になっていました。

7．教官一人あたりの教養科目の担当本数は現状でよ

いが55％でしたが、一方、多すぎるが32％もあり、今

後の検討課題のようです。

8．大学教育研究開発センターの運営状況に対しては、

「まあまあ」であるが40％でしたが、 「機能していな

い」及び「わからない」を併せると51%にもなり、半

数の教官が運営状況に対して問題点を持っているよう

です。

今回の教官に対する基本調査は、初めての試みでし

た。特に4年一貫教育の実施や大学教育研究開発セン

ターのあり方に関しての結果は点検すべき課題として

取り上げる必要があるように思います。

（巽）

平成9年度後期に開講された教養科目の授業及び履

修方法について、学生がどの程度満足しているかを調

査したものが、 『教養教育に関する調査報告書』にま

とめられています。主な集計結果をみてみると、 「ク

ラス分けの満足度」では、 自然の分野と総合科目では、

前期同様、後期においてもそれぞれ20％、 24％の学生

が希望通りのクラスに入れない状態でした。 「授業内

容の理解度」をみると、英語では、約半数の学生が

「理解できた」と回答しているが、 「やや簡単」と

「非常に難解」と回答した学生がそれぞれ21%、 14%

あり、学生間に理解度の偏りがあるようです。また、

未修外国語では、 「非常に難解」とする割合が本年は

35％という高い値を示していました。

また、今回の調査では授業内容に対する満足度を知

る目的から、新たに二つの質問項目力殼けられていま

す。 「授業に興味がもてたか」の質問項目では、 「持

てた」もしくは「大いに持てた」と回答した割合が80

％を超えた科目は、健康・スポーツ（89％） 、情報

（85％） 、総合科目 （81％）でした。一方、未修外国

語、 自然の分野および社会の分野では61～66%の学生

が授業に興味を持てたとしています。社会の分野と自

然の分野においてを以上の学生が「持てなかった」と

回答しており、今後何らかの対策が必要と思われます。

「授業の進め方」についてみると、健康・スポーツは

9割近くの学生が「普通」もしくはそれ以上に評価し

ているようです。また、人文の分野、社会の分野、情

報関連、総合科目は評価パターンが類似しています。

一方、英語、未修外国語、主題別ゼミナールは、 「普

通」とする割合が50％を下回り、 「非常に悪い」もし

くは「悪い」とする回答と「まあ良い」もしくは「非

常に良い」とする回答の割合がほぼ同率でした。これ

らの3科目は、受講学生間の能力や感じ方にばらつき

があるようです。

今後、 カリキュラムの内容を検討する上で、 これら

の学生の意識を参考にしてほしいものです。

－9－
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保健管理センターから
相談、栄養士による栄養指導、看護婦による保健相談

なども行っているのです。ご存知でしたか？

また今年度は、センターにも遅れ馳せながら情報化

の大波が押し寄せ、健康診断のデータなどがコンピュ

ータ入力されて学生に提供されることとなりました。

（現在は入力作業の最中で夏休み前ごろから利用可能

となります） 。学生は保健管理センターのロビーに設

置されたコンピュータを操作することで、健康診断の

結果や、過去にさかのぼっての自己の健康情報を容易

に得ることが出来るようになります。

また、保健管理センターでもホームページを開設い

たしました。

URLはhttp:/ハハ凧凧Lhealth.ibaraki ・ac.jp/です。

まだまだ未完成な部分が多々ありますが、センター利

容案内や健康診断のお知らせ、教官の勤務予定などが

提供されています。徐々に充実させていきますのでご

期待ください。 （保健管理センター看護婦）

保健管理センターといえば健康診断を受けるところ、

といった認識の学生が大部分だと思います。 もちろん

健康診断は保健管理センターの最大・最重要な業務で

す。スタッフの払う労力も、 また学生の払う犠牲(？）

もとても大きいものです。茨城大学に保健管理センタ

ーが設置されてから25年経ちますが、センタースタッ

フは健康診断を保健管理センターの原点と位置づけ、

病気の早期発見と治療、各個人への具体的な健康教育、

自己管理のためのデータの提供、健康診断書の発行等

を、試行錯誤を繰りかえしながらも徐々に改善して現

在にいたりました（学生にはまだまだ不満も多いでし

ょうが、スタッフは今では自己満足に浸りたい心境で

もあるのです） 。……

ところで、学生のみなさんは保健管理センターを利

用していますか？センターでは健康診断以外に、風邪

やけがに対する応急処置、種々の健康相談・精神衛生

r つぶやき －､
新入生のみなさん、大学生活にはもう慣れましたか？みなさんが入学してもはや3

ケ月、友達をたくさんつくり、充実したキャンパスライフを送っていることでしょう。

もう少しで、待ちに待った初めての夏休みです。しかし、その前に初めての試験があ

ることをお忘れなく 1大学の試験は高校と違って出題範囲が広く、戸惑う学生も少な

くありません。しっかり勉強して乗り切って下さい。

大学教育研究開発センターの設立とともにローザプルムラが誕生し、はや2年が過

ぎました。次号で10号となります。毎回、皆様の期待に応えるべく楽しく面白い企画

を考えているのですが、最近はマンネリ化している! ？こんな企画が面白いという意見

があれば、遠慮なく共通教育棟一階廊下の｢教養教育Q&A｣ボックスへお寄せ下さい。

(S. N)
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