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長い夏休みが終わりました。本号には休み前に学生諸君に綴って

もらった夏休みの計画が掲載されています。皆さんはどんな夏休み

を過ごされましたか？自由な時間を十分楽しめましたか？1年生は

初めての長い休みを解放感に浸ってのびのびと満喫されたことでし

ょう。サークル活動，旅行，長い小説の読破， アルバイト等，記憶

に残る体験があったと思います。悪いことさえしなければ，誰から

の強制もなく自分の好きなように過ごせる生活は快適で，十二分に

充電できたことでしょう。

新学期が始まりました。ここで， 「気持ちの切り替え」が大切で

す。新学期からはもっと主体的・能動的に学習に取り組んでみませ

んか？ 「教室に座っていれば力がつく。力がつかないのは教官の教

え方や内容が悪いからである。 」と考えると間違いです。現在，社

会で大活躍している諸君の先輩達が実証してくれています。 「自分

で学習を進める。そのために教官を利用する。 」のです。これは，

高校までの学習とは異なる大学での学習方法の特徴だと思います。

もっと質問し， 自分の知りたい課題を提起して議論をしましょう。

「受動態から能動態への変身」が皆さんの充実した将来への鍵だと

思います。 （友田）
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学生諸君の不満

昨年の暮れに行われた教養教育についてのアンケー

ト調査の結果から見てみよう。 （なおこの調査結果は

『茨城大学教養教育に関する自己点検・評価報告書』

として公表されているので参照して欲しい）

全部の質問項目をたどることはできないので二つだ

けに限定しよう。教養科目が外国語，健康・スポーツ，

情報，分野別，総合，主題別ゼミの6種類の授業科目

から構成されていて，すべてが必修になっていること

に関して，その是非を尋ねた項目 （問6）においては，

18.5%の諸君が「変更の必要がある」と回答している

(61.4%の諸君が「現状のままでよい」と回答)｡そし

て， 「変更の必要あり」とこ答えている諸君に対して

「どのように変更したらよいですか具体的に書いてく

ださい」という問いかけをしている（問7)。

はじめに

大学に入学した直後にあわただしく行われたオリエ

ンテーションの中で学生諸君は4年間の教育内容が教

養科目と専門科目によって構成されていることを初め

て知ったのではなかろうか。専門科目については入学

の志望を決定するときからおおよその見当はつけてい

た。しかし，教養科目についてはなじみのない言葉で

あり，授業を聞き始めて以後も教養教育って何だろう

かと悩みは続いているのではないだろうか。

大学でなぜ教養教育が必要かについてていねいに述

べるためには多くのことを語らなければならないが，

以下， 日頃考えているポイントに限定して整理してみ

ようと思う。
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その問に答えている沢山の自由記述の中で以下のよ

うな表現に関心を引かれた。いくつか引用してみよう。

的な能力や態度を養成することといった共通の特徴も

有している。

ところが， このような専門教育においては，専門職

業教育に重点を置くものであってもまた専門科学に重

点を置くものであっても，特定の分野に限定された教

育内容にならざるを得ない。 したがってそこでの教育

は狭く限定された学問領域についての知識や技術，能

力や態度の教育ということになる。 しかも，いっそう

専門化を進めようとすることはいっそう細分化された

内容の教育の進行ということになってしまう傾向が強

い。そういう状況が進むと，特定の専門領域について

は知識，能力，技術，態度が形成されるが， そこから

外れた（専門に関係のない） ことがらについては無知

であるといった状況が必然的に生み出されてしまう。

ところが，一人の人間として世の中を生きていこう

とするとこのような専門教育の広がりよりももっとも

っと広い分野におよぶ知識や判断力やさらには態度や

行動力が必要となる。毎日の生活の中で，専門とする

学部や学科での勉強をしっかりやっていてもそれだけ

では絶対に足りなくって， それを超えたもっと高度の

しかも広範囲のことがらが必要とされるという場面に

出会うことは多いであろう。さらには， 自分自身の内

面的な生活，たとえば自分は何なのか， どのような生

き方を求めていったらいいのかといったことについて

真剣に悩むとき， たくさんの能力や知識さらには智恵

が必要とされるという場面も，多くの学生諸君が経験

していることであろう。

このことは，特定の職業生活という場面においても

まったく同様である。

「専門馬鹿」にならないためには，大学における専

門教育をどんなに誠実に勉強したとしても， それだけ

では決して一人前のあるいは優れた社会人としては狭

すぎるということを十分に自覚しておかなくてはなら

ない。そして，専門教育以上の勉強を大学においてし

ておかなくてはならない。おそらく，教養教育は， こ

のような自覚を得ること， そして広い分野におよぶ知

識や判断力を身につけることが大きな目標になるので

はないか。 もっといえば，先に紹介したような「専門

の授業以外は余計物だ。エネルギーの無駄だ。 」とい

った認識を克服することが目標なのではないか。

（江幡）

*文系学部は文系の科目を，理系の学部は理系の科目

を多くとれるようにして欲しい。

*教養科目 （英語を除く）は理系には全く必要がない

ので除外する。

*専門と全く関係のない教養科目はいらない。

*…他学部系統の学問を修めるよりは， 自学部で専門

への連携を考えるべき。

*学科に適した科目選択を， もっと考慮すべきだと思

います。

*現在，各学科ごとに必要性の感じられないものまで

が必修となっている。それらを選択にする。

これらの回答に共通するのは， 自分の専門教育と関

わりのない科目まで必修ということになっていること

を改めるべきであるという主張である。学生諸君の大

学教育に対する期待は自分が選択して入学したこの学

部， この学科， この課程における教育すなわち専門教

育の分野に向けられているのであって， しかもそれこ

そが大学にふさわしい教育であると思っている。だか

ら，教養科目の中で自分の専門領域から離れている授

業にはなかなか意欲が湧かないし， 「よけいな授業だ」

という意識をもつことになってしまっているのであろ

う。十分に理解できる不満である。

「専門馬鹿」 ということ

今日まで教養教育のねらいということについて様々

な形で議論されていたし，上で述べたような学生たち

の不満は続けられていた。そして，その不満を説得す

る時にしきりに「専門馬鹿になってはいかん」という

表現が繰り返されてきた。

大学における専門教育という言葉は広い内容を含ん

でいるが，大まかに整理すれば，特定の職業分野にお

いて求められる専門的な知識や技術の習得を目指す教

育（高度の職業教育） と，現実の職業分野からは比較

的独立して，特定の学問領域における探求を目指す教

育（専門科学の教育） とに分けられよう。 しかしまた，

いずれの専門教育においても，学問的な探求の姿勢や

技術を修得すること，そしてそのために長期の知的な

訓練が必要とされること， さらにそれらによって専門

－2－
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人文学部から いと理解できないという点です。 したがって，殆どの

学生は，卒業間近かになって何もしないうちに経過し

た4年間を反省的に顧みるのですが， そのときはもう

手遅れというわけです。

より深く考察すれば，現時点でもこの時の流れの速

さを理解できると思いますが， 1年生を終えた段階で

目的意識的に振り返れば必ず実感できると考えます。

その意味ではまだ余裕があります。後悔しないように

頑張って下さい。

秋風が吹<とともに，夏の疲れが出てきます。特に

健康に留意して，後期の講義を受講するようにして下

さい。健康を害すると学問・研究もできません。

（梅田）

10月1日から後期の授業です。社会科学科では, l

年生対象の主題別ゼミナールを火曜日l講時と木曜日

2講時に， コミュニケーション学科では月曜日5講時

に開講します。掲示をみて所属等の確認をし履修して

下さい。

長い夏休みと思っていたのが，終わってしまうとた

いして長くもなかった， という感じでしょうか。大学

4年間というのもこれと同じで， アッという間に卒業

です。高校3年間よりも，大学4年間の方が短く感じ

る， というのがこれまでの学生諸君の声です。残念な

のは， こうした実感は大学生活が終わりに近くならな

教育学部から

－卒業後の準備はどうですか－ えて応募者が判定されます。試験準備として，皆さん

は筆記試験に多くの時間を割いているようですが，実

は就職してからどのような活動をしていくのか，その

ために何を準備してきたのかなど将来への考え方や意

気込みが重視されてきています。自分の専門性を高め

るために毎日の授業も大切ですが，友人との交流，読

書， アルバイト， 自分自身の個性の把握人生観の形

成，文章や口頭による発表能力の開発などこの4年間

にやっておいて欲しいことは数えきれません。

充実した夏休みだったことを期待し，願っています。

（牧野）

ご存じのように，教育学部4年次にとって不況のた

め教員採用数の減少を含め，就職がとても難しい状況

が続いています。教育学部の就職委員会では， この状

況を少しでも改善するため， さまざまな支援活動を行

っています。この夏休みに開催された公務員採用試験

のための公開講座もその一つです。年末から春休みに

かけて，企業の説明会や教員採用試験向けの講習会な

ど新しい企画を準備中です。

就職試験では，筆記試験，面接，作文など観点を変

理学部から

一新棟建設始まる－ 理学部の図書館になります。今までばらばらになって

いた図書室が一箇所に統合され便利になります。 4階

以上は自然機能科学科13名の教官の研究室や実験室，

セミナー室などが入ります。全館空調設備も整い，快

適な環境の下で研究教育が行われることでしょう。さ

らに第二期工事として自然機能科学科の残りの教官や

理学部の中庭に新棟の建設が8月から始まっていま

す。古くなった理学部棟を建て替えるための第一期工

事で，来年夏には7階建て総面積3880㎡の新棟が完成

の予定です。 1階と2階は情報処理の教室で， 3階は

－3－

キャンパス情報



1aamｸzu｣laM.14

なければ話になりません。教官も先端的研究をより一

層推進するよう努力していますが，学生の皆さんも基

礎学力を蓄え，新しい分野の研究にチャレンジして，

理学部をともに発展させていきましょう。 （三輪）

地球生命環境科学科の教官の研究室や実験室，大教室

などを含めた計画も概算要求されています。

理学部は建物を新しくして21世紀を迎えようとして

います。 しかし，建物ばかりよくなっても中味が伴わ

工学部から
ります。このため日立キャンパスでは, Bコースの授

業時間に合わせて事務，生協，図書館の業務も夜遅く

まで行われていて, Bコース以外の学生にとっても好

都合です。

Bコースでは社会人でも昼間のコースと同様の知識

を身につけるための学習ができるようにカリキュラム

が組まれています。しかし，時間の関係上授業本数が

少ないという問題があり， そのためBコースの学生は

効率的な学習をするように努力しています。

Bコースに関する質問や意見があれば工学部教官に

声をかけて下さい。 （山内）

学生の皆さんは久しぶりに暑い夏を満喫されたこと

と思います。後学期では前学期での経験を忘れずに受

講・学習を行なって下さい。前期試験で感じたと思い

ますが，大学の勉強では日頃の自習，特に復習が重要

です。授業の内容を復習し理解する習慣を身につける

ように努力して下さい。

工学部システムエ学科には，主として社会人や勤労

学生を対象にした夜間に授業が行われるBコースがあ

ります。授業時間は午後5時35分から午後8時40分ま

でですが，実験の授業では夜遅くまでかかることもあ

農学部から
す。またソフトボール同好会も作られ活動しています。

その他野球やラグビーをしている姿も見かけます。 7

月17日には， 「グラウンド開き」の記念行事として，

国際協力事業団(JICA)筑波国際センターの研修

生サッカーチームとの親善試合が行われました。南米，

中近東， アフリカのサッカー強国出身者をそろえた国

際色豊かなJICAチームは，随所に華麗なテクニッ

クを披露し，楽しいひとときを過ごしました。今後は

「多目的屋内活動施設」と「テニスコート」の整備に

期待が高まっています。 （森）

学生および教職員待望の「多目的グラウンド」が完

成しました。新キャンパス整備の一環として8年ほど

前より整備が進められていましたが，昨年より雨水の

排水工事および芝生の張り付けが始まり1年間の養生

の後，立派な天然芝のグラウンドが完成しました。今

年は道路側に高さ約10メートルのネットが張られ，安

心して使えるようになりました。広さは横100メート

ル，縦50メートル以上ありサッカーの試合場としても

十分に使用可能です。今まで学外のグラウンドで練習

していた農学部サッカー部はさっそく使い始めていま

－4－
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小倉寛子（理学部 2年） い面もある。特に， 2年次以上が問答無用で弾き出さ

れるところは。

また，理学部の場合， 自然の分野に関しては学部の

科目と重複するものも多く，教養の方が難しいという

時もある。専門科目の中にこそ，教養的に捉えられる

ものも。理数系の科目は高校時の履修状況が人によっ

て異なるので一括して考えるのは難しいかもしれない

が，教養と専門の科目をバランスよく組み立てていけ

ば，混乱は緩和されるように思える。

最後に，何と言っても一番問題なのは学生の受け止

め方のように思う。アンケートの回答を見ても， あた

り障りのない答えや意見が多く，一部の学生しか真剣

に答えていないように見えた。最初から考えていない

という見方もできるが。

私たち学生にとって教養教育の位置付けは，他の方

々の思惑とは別にあると思う。科目に関して，今まで

学ぶ機会のなかった内容を選択することができ，それ

なりに意欲や目的を持っていたと思うが，一概してそ

れは新しいものに対する興味や憧れからくるものだっ

たろう。教官の方々が考えて下さっている，幅広い知

識， ものの見方，視野などを養ってほしい，そして豊

かな人間性を培ってほしい……そういった考えは残念

ながら学生に浸透していないように感じる。あくまで

講義は「受ける」もので，取り組みも消極的だ。

正直なところ，授業を選択する際に「単位を取りや

すい授業」 というものが「内容」と同じ位に大きな位

置を占める。教養科目は，卒業に必要な単位が得られ

ればいいと考えてしまうことがあるのではないか。内

容に関しても，学生はシラバスを参考に選択するが，

理解しにくかったり， いざ受けてみて内容が違ってい

たりすることがある。それが履修を取り消す原因とな

る時もあるようだ。登録確認中ならまだしも， その後

に取り止めることができるのは問題ではないか。学生

の自主制で，大学側が管理するのは困難だと思うが，

何らかの制約をつけることができれば，少しは変わる

かもしれない。

そして単位の取り方だが, 1年次のうちに単位の殆

どを取れてしまうのは問題だと思う。 1科目に対して

予習，復習，補習などを考え，かつ睡眠時間などを標

準的にとるとすると，履修可能なコマ数は1日に2，

3．週に12程度だときいた。であるのに，履修する気

になれば週に20以上取ることができる。それでは1つ

に満足な時間が割けない。教養だけではないが，履修

可能な数を制限する必要があると思う。それでいて，

学部ごとに履修できる授業が制限されているのが分か

らない。 2年次以上は全学部共通となるものが殆どだ

が，それを1年次で制限する理由は？授業体系や運営

を円滑化する為など理由はあると思うが，納得できな

鈴木真理（工学部 2年）

教養科目を選ぶために， まず目を通すのがシラバス

だった。大学は素晴らしい！自分の学びたい授業を自

分で選ぶことができるのだ。こんなに沢山の科目があ

る， さあどれにしよう……とまあ，期待に胸いっぱい

で開いたシラバス。ところが，選択の幅というものは

意外に狭かった。最初に， これは絶対にとりたいと思

う授業を選ぶ。次に， これならとってもいいかと思う

ものを選ぶ。最後には「……これで妥協」を選ぶ。こ

の妥協の多いこと。選択したくても受講不可だったり，

やりたくないものまで選択しなければならなかったり

という現実は， なかなか厳しかった。

’年のうちは教養だから，楽だから。車の免許をと

ったり，思いきり遊んだりしておくべきだよ， と言わ

れた。学部の差もあるかもしれないが， とにかく工学

部は進級するに従ってどんどん忙しくなる。 1年のう

ちが華だ， と。まったくもってその通りだった。高校

生の時，内職の時間だったいくつかの授業。それの再

来かと思うような退屈な授業が多い。特に，妥協で選

択した授業の殆どがそうだった。やる気がでないのだ

－5－

聞いてほしい私の意見一教養教育のココがオカシイ1－
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らず， 1年は「教養漬け」といっても過言ではない。

大学側では四年一貫教育を打ち出しているが，現実に

は1 （教養科目）＋3 （専門科目）＝4となってしま

っているような気がする。

さて，現在の教養教育の中で最も問題だと思うこと

は，学生の興味を引き出せない教養教育かもしれない。

例えば，講義の内容が高校のものに少し毛が生えた

ものがあると思えば，深く狭い範囲を扱うものもあり

教官によって差が大きい。前者は何とかついていける

ものの，後者は理解しようと努力しても，大学の専門

的な知識が無ければわからないようなものもある。ま

た， シラバスの内容を頼りに履修してみると，教官が

途中で勝手に内容を変更するケースもあったと聞いた

こともある。おもしろくなかったり，興味がわかない

講義を取っても， ただ単に出席してテストを受けたり，

レポートを書くだけで終わってしまい，後には何も残

らないと思う。これが続くと，教養教育の目標が達成

されないばかりではなく，今世間で騒がれているよう

な「大学生の学力低下」へとつながっていくかもしれ

ない。このようなことを防ぐために， シラバスの充実

や時代に合った講義内容に変更したり，学生側にも

「何でも吸収してやろう」といったどん欲な姿勢も重

要であると思う。

これ以外にも， 自分が1年の時に教養科目の時間割

を作っていて，指定クラスの壁に悩まされ，取りたい

講義がとれなかった。クラスの指定は自然の分野で，

特に農・工学部に顕著に見られ， キャンパスが移動す

るため教養を水戸でできるだけ多く取れるような大学

の配慮や教養教育と専門教育の有機的連携からだと思

う。 しかし，教養教育の時から専門的な分野を勉強す

ることは，教養教育の専門教育化の何ものでもない。

そのため，十分専門基礎科目などで捕える範囲では，

指定クラスを取り除いて，できるだけ多くの学生が受

講できるようにして欲しい。

現在阿見キャンパスに移ったが，人文や社会といっ

た分野が少ししか開講されておらず，教養科目の水戸

キャンパスとの均等化を計って欲しい。農学部は筑波

大と距離的に近いため，非常勤講師として招いて，環

境に関する法学などを開講すれば良いと思う。そうす

れば，教養科目と專門科目の一体化のため，有意義な

教養教育が行えるに違いない。

から，眠くなって当たり前。ああ， この授業に親の給

料から払われた授業料があてられていると思うと，勿

体ない！

2年以降になると，語学はともかくとして他は全て

専門に関連した授業になる。これでもか， というくら

い数学やら物理やらばかりだと，退屈だった1年がど

れだけ気楽だったか，懐かしい気もする。数学が苦手

なくせに，夢のまた夢のような希望を抱いて工学部を

選んでしまった私としては， なかなか地獄のような思

いを味わうこの頃である。しかし，勉強をしているな

あという充実感も同時にあるのが嬉しい，訳ではない

が有り難い。

教養教育には，充実感が薄い。やりたくもない授業

を， それが今後専門として役立つというならばともか

く， ただこれの単位がないと卒業出来ないからという

理由だけで受けて， どれだけ身につくだろうか。

私は，選択の幅を広げることがもっともいいことだ

と思う。これが教養。これが専門。さあ， これらをひ

っくるめて○単位分選びなさい， という形。選択のし

ようによっては，全てが専門でも大丈夫。専門には必

修があるけれど，教養には必修がない（主題別ゼミと

か情報は，専門で必修もしくは選択にする)｡それぞれ

何かの学問をするために大学に来た学生たち， これで

文句は言えまい！私も言えない1

教養が悪いとは思わない。専門ではないけれど興味

のある科目，専門への準備となる科目を受講出来るの

は素晴らしい。大学とはそもそも， 自分の将来の大き

な足掛かりとして，親のすねをかじりまくって（一部

苦学生もいらっしゃるだろうが）来るところである。

それなら，授業料の無駄と思えるような中途半端選択

制は， オカシイと思って当たり前だろう。

高沢 慎（農学部 2年）

現在の教養教育は， その目標である「豊かな人間性

の創造」や「総合的な判断力の確立」からはずれて，

単に「卒業のための必修単位」となっているように思

える。自分がこのように考えるのは， 1年間実際に教

養教育を受けた中で感じたからに違いない。

農学部生の場合， 2年になると阿見キャンパスへ移

るため，教養の単位の大部分を水戸で取らなくてはな

－6－
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トばかりでうっかり気が緩んでしまいそうですが，今

できることはしっかりやらなければいけないことは承

知の上の夏休み。勉強も忘れてはいけません。前学期

は入学した勢いでハメをはずしすぎました。遊びすぎ

てテストの直前まで勉強をしなかったばかりにその結

果がもろにテストで出てしまったと思います。大学に

入学して特に強く感じたことは，何もしなければ，何

も得ることなく終わってしまうということです。何事

に関してもそうなのですが， 自分が行動をし始めなけ

ればプラスになることは少ないと思います。勉強も同

じで，やらなければ忘れてしまうことばかりです。人

間は物事を覚えるのに難しさをおぼえますが，忘れる

ことに関しては天才です。そのことは浪人時代，痛く

感じたことです。このような反省をし， さらに充実し

た夏休みだったと思えるよう，学問の方にも精を出し

たいと思いました。

夏休みはついついハメをはずしがちですが，健康と

安全には気をつけようと思います。様々なイベントを

通してプラスになることを学んできたいと思います。

杉渕雅祥（人文学部 1年）

大学へ入学して1年目の夏休みがやってきた。僕に

とっては久しぶりの夏休みという感じである。夏は受

験生にとっては“天王山”と言われて，現一年生は昨

年の今頃は受験戦争に苦しめられていたと思う。僕自

身も高校生時代，浪人生時代とここ二年間夏休みらし

い夏休みをおくっていなかったので，今年の夏休みに

かける期待は大きく胸をはずませている。大学の夏休

みは高校とは違い8月から10月までの2カ月間もあり

特別な課題も出されていないので，割と自由に過ごせ

るというイメージがある。しかし，時間の流れは早い

もので何も計画をたてなければアッという間に終わっ

てしまうのが現実。そこで夏休みを有意義に過ごすた

め計画を立ててみた。それを紹介しよう。

まず，夏休みが始まったら早速水戸を脱出，故郷の

ある東北地方へ進入する。八月上旬は東北地方では各

地でたくさんの夏祭りが行われるので見物するには絶

好のチャンスだ。僕はこの時期に高校時代や浪人時代

の友達の家に少しお邪魔して，青森，仙台と行く予定

になっている。青森ではねぶた祭りや弘前ねぷた等が

行われ，仙台では七夕祭りが行われる。どちらも東北

では有名な祭りなので見に行ったついでに参加できた

ら幸いである。また僕は大学で写真部に所属している

ので良い写真を撮ってきたいと思っている。このよう

に八月上旬は結構移動が多く，行く先々で地方の祭り

を楽しんでくる予定だ｡

では8月の中旬は？というと、僕の故郷ではなんと

夏に成人式があるのだ。大半の人は冬の1月にやるの

だと思うけれども，僕の地方は雪が降るため帰ってく

る人が少なく，そのため夏に行われる所が多い。 8月

の14日に行われ，その日はちょうど僕の20歳の記念日。

10代にピリオドです。成人式が終わったら中学校の同

窓会。その時はお世話になった先生や級友たちと昔を

思い出して語りあってこようと思っています。その日

がくるのが今からとっても楽しみです。

このように夏休みは超多忙になる予定です。イベン

小林寿来（教育学部 1年）

主婦体験にチャレンジ.′ （主夫というのは，男性が

家庭に入り家事等を行うことで，主婦に対して使う言

葉）なんとも無謀な計画を立ててしまったと，後にな

って悔やんでいます。一週間限定のこの計画に多くの

人が， 「ふんっ，大したことじゃないな｡｣と鼻で笑う

と思いますが，いざ家族五人分となると， どうしたら

いいものか戸惑ってしまいます。一人暮らしで， 自炊，

掃除等しているのだから，わざわざそんなことしなく

てもと言う意見も耳にしました。確かにその意見には

ごもつともであるわけですが，男性が家庭に入ってど

こまで家族全員の世話ができるのか試してみたかった

のです。 日本では「主夫」の存在が薄く，定着してい

ませんが， 日本以外の国では「ハウスハズバンド」

（主夫）の存在が抵抗なく認められていると聞いたこ

とがあります。家庭を育てることに男性が参加すれば，

句

一ノー

Vo i ce －今年の夏休みはコレだ－
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に誓った。

体験日記 8月12日 この日は完壁だ。昨日，問題

となった拭き掃除も見事クリア。特に変わったことも

なく花の水やりや，犬の散歩をこなした。良く考えて

みると，小学生の宿題「夏休みに挑戦しよう.'お母さ

んのお手伝い.'」のような気がしてならないのは，僕

だけだろうか？少し疑問に思う。

見事にこの日以降日記はつづられていません。冒

頭で偉そうな事を言っていますが，結局続きませんで

した。家族全員分となると一人暮らしとはまた違いま

す。現役で働いている主夫・主婦の辛さが3日だけ，

しかも掃除と雑用だけでわかりました。張り切った割

りには肺甲斐ない結果になってしまって情けなく思い

ます。 しかし，すべて一人でやるのではなく，家族で

協力し，個人にあった仕事を分担しながら，家事をす

るのがベストだと分かりました。恥かしい結果でした

が， この体験から家族のあり方，家庭でする仕事の構

成の仕方がわかった気がします。夏休みならでは??の

体験でした。

さらに良い暮らしができるのではと思いました。そこ

で一人の男であります僕が，実家で体験しました。そ

して， この夏休み一週間限定主夫体験を紹介したいと

思います。先に言っておきますが，未だに三日坊主癖

が抜けてません。

体験日記 8月10日母親にこの計画の話をした。

家事はすべて任せてもらえると思っていたが， そう簡

単には任せてくれなかった。母親の意地を感じた。 し

かし，初日からやらなくて， ほっ， と一安心。まずは

掃除から。確かに何を始めるにも掃除が基本と言われ

ている。板前，坊さん，花屋さん，確かに掃除からだ。

母親がそこまで考えて言ったとは思わないが，僕はそ

う思って掃除をした。でも，掃除は嫌いだ。どこまで

がきれいか，基準がない。 きれいになったと自分に言

い聞かせながら， ひたすら汗を流す。

体験日記 8月11日今日も無事一日が終わろうと

した時，母親から一言， 「これで拭き掃除したの？」

げ，げっ.ﾉやってない。肝心なことを忘れていた。そ

の場ではうなずいて， きれいの基準の価値観の違いを

言い訳にして逃げたけど，明日はしっかりやろうと心

1

茨城大学教養教育に関する自己

点検・評価報告書を読んで
えばこのようなアンケート調査で読みとりにくい部分

は，好意的で満足している状態です。たとえば7～8

割が満足している場合でも， 自由記述に書かれる内容

は， 2～3割の人の不平不満です。この場合， 「少数

意見を尊重し，不満な部分には素直に耳を傾け，改善

していくべきである」 と判断するのか, ｢100%の満足

を望むことは不可能だ。少数意見を尊重すると逆に不

満を感じる人が増えるかもしれない」と判断するのか，

微妙なところです。

私としては，少数でもよいから「どのような良い点

があったのか， どのようなことに満足しているのか，

それをさらにどうすればもっと良くなるのか」といっ

た意見をうまく引き出せるような質問項目があれば，

全体像がもうすこし明確に浮き彫りになったのではな

いかと感じました。 「自己点検・評価」という性格か

ら， ネガティブな部分にどうしても目を向けてしまい

アンケート調査は，混沌としてわかりにくい現実を

いくつかの視点の枠組みによって， より理解しやすく

しようとするものです。今回の調査の回収率は50～60

％ということですから，母集団の性格からみてほぼ全

体的な傾向を示していると理解してよいでしょう。多

岐にわたる質問項目について詳細な分析をされた方々

のご苦労に敬意を表します。特に資料の中で自由記述

の内容がほぼ網羅されているので，単純に集計された

数字の持つ意味をさらに深く理解するのに大変役に立

ちました。

このようなアンケート調査を実施した場合，一般的

にはまず不平・不満が浮き彫りにされます。それは，

人間がより善く生きようとした場合，現状に対する不

平や不満を感じることから出発するからです。逆に言

－8－
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習到達度が低かったという観点からいう限り，私のや

り方には，問題があったことになります。反省と自戒

の念を込めて，今回感じたことを以下に述べさせてい

ただきます。

当該科目の授業は，教科書の内容に沿うかたちで進

めました。私の担当は， 3人のうちの最後でしたが，

主として， 「バイオテクノロジー」と， 「免疫」につ

いての講義を行いました。教科書の後半部分ですから，

どちらかといえば応用的であり， シラバスに記載して

おいた事項だったとはいえ， より基礎的な内容を望ん

でいた受講生にはそぐわなかったかもしれません。

授業中には， 70名程度の受講生に対し，できる限り，

多くの簡単な質問をしてまわり，知識習得の程度を確

認しながら，講義を行いました。そして習得程度が不

十分と思われた部分については，改めて説明を付しま

した。このため，授業の1回分は，実質的に復習の時

間になりました。念のため，授業の最後の回に，要点

をメモとしてA3用紙一枚にまとめたものを配布し，

これを試験範囲にしました。

試験問題は，バイオテクノロジーや免疫学の分野で

重要な生体物質（専門用語） を挙げさせ， その性質な

と．を記述させるものでした。多くの生徒が， このよう

な記述式の解答法に不慣れだったのかも知れませんが，

ほとんど解答できていませんでした。あるいは，授業

の内容が，受講生の知識や理解の程度とかけ離れてい

たのでしょうか。 もしそうだとすると，簡単な教科書

であっても，受講生はこれをほとんど読みこなせない

ということになってしまいます。

「基礎ができていないから．．…･」という生徒のコメ

ントをしばしば耳にし， 目にします。高等学校での未

履修ゆえに， その分野の知識が中学生のレベルで止ま

っているばかりでなく，高等学校における空白が，か

なりの退行をもたらしているという印象を払拭できま

せん。受験科目以外は履修しないという現状は，基礎

知識，基礎学力が無いという， 回復するのが非常に困

難な自信の喪失を生み出しています。

未履修科目への対応は， これだけの現実を踏まえた

ものであるべきで，今まで一般的と考えてきた授業形

式をも見直さなければならないようです。レポートの

提出や演習により重点を置いて，基礎的事項を習得す

がちですが， アンケート調査という形式にとらわれず，

ポジティブな部分をもっとうまく引き出して，肯定的

に評価すべき内容はきちんと評価する姿勢も必要なの

ではなかったかと思います。

学生のアンケート結果に掲載されている自由記述を

くまなく読んでいると，学生諸君が高等学校までの受

験勉強の矛盾を十二分に感じ，大学の授業に対して大

いに期待していることを感じ取ることができました。

また， オウム事件やハイジャック事件を引き起こした

人物が高学歴であったことなどの社会的背景を踏まえ

て，教養教育の重要性を十分に認識していると思いま

す。私たち教官はこうした学生諸君の期待に応えられ

るよう不断の努力をする必要があります。

ただ一つだけ気になったこともあります。学生諸君

がそれぞれの権利を主張することは大いに結構ですが，

お互いの権利を保障するためになさなければならない

義務と責任について， もう少し意識してもらいたいと

感じました。私は「教養教育」 として， 「それぞれ異

なった意見や感じ方をする人間が集まっているときに，

それぞれの権利を保障するために，お互いになさなけ

ればならないことは何なのか？」を学生諸君と一緒に

考えていけるような授業を展開したいと願いつつ実践

しています。

加藤敏弘（教育学部）

未履修者のための教養科目

4年一貫教育の中で，教養教育をどのように位置づ

けるか？理学部では，専門基礎科目との役割上の区分

をより明確にする方向で，検討が進められています。

現在の高等学校のカリキュラムでは，履修する理科の

科目数が減少してきており， こうした未履修科目を教

養科目 （自然分野） として履修させ，専門基礎科目は

従来の大学初等程度の内容で，専攻科目への橋渡しとし

て設定しようというのが，理学部の基本的な考え方です。

未履修科目への対応という試みとして，今年度前期

に3名の教員による分担で新しく生物学（理系の生命

科学概論） を開講しました。私にとって，教養科目を

担当したのは，今回が初めてでした。期末試験の採点

結果は，残念ながら大変悪いものでした。受講生の学

－9－
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るまで反復し，筋道を立てて表現（記述）できるよう

な訓練を行うことが必要です。問題は，大学生が， こ

のような授業形態についてきてくれるかということで，

常にその分野に対する興味を喚起するような， より一

層の工夫が不可欠であると思います。

今回の期末試験において，十数名と少数ながら高得

点の者がいたことを付記します。受講生各人が，生物

学における興味を一点でも抱いてくれたことを願いつ

つ， この教訓を今後に生かそうと考える次第です。

鈴木英治（理学部）
■

｢教養教育シンポジウム」の開催 ｢ローザ・プルムラ」への投稿

大学教育研究開発センターでは，平成1l年度の教養

教育シンポジウムを，以下のとおり，開催の予定をし

ています。

今年は， 「主題別ゼミナールに関する諸問題」を主

題とした企画を検討中ですが，プログラム等詳細につ

いては，後日掲示によりお知らせいたします。

教職員，学生の皆さんの積極的な参加をお願いいた

します。

大学教育研究開発センター発行のニュースレター

｢ローザ・プルムラ」への自由投稿を歓迎しますので，

教職員・学生の投稿をお待ちしております。

【投稿先】

庶務部企画室教養教育係（共通教育棟1号館）

開催期日

開催場所

平成11年12月1日(刺午後の予定

茨苑会館

つぶやき

サーみなさん，夏休みは終わってしまいました。充実した休みを過ごせた諸君……その充実

感をもって，後学期開始ですね。不満足だった諸君……反省ばかりでなく，後学期こそは充実

した生活を取り返すべく，立て直しですね。

「ローザ・プルムラ」の14号をお届けします。大学教育研究開発センターと学生諸君とを繋

ぐニュース．レター（情報誌） として発行を続けてきました。 「バラの若芽」というタイトル

にふさわしく若さと可能性に満ちた学生諸君の学園生活を，教養教育という側面から支援をし

ていこうということを編集のねらいとしてきました。

この14号も， これまでたびたび特集しているように，教養教育について特集してみました。

私たちとしては，学生諸君にもそして教員諸氏にも，何度も何度も考えたり議論したりして欲

しいと願っているテーマです。 「またか」と思わずに記事を読んでください。そして，考えた

り議論したりする際の手がかりにして欲しいと願っています。

皆さんからの読後感想，提案，批判などなど共通教育棟一階廊下にある「教養教育Q&A」

ボックスへ，気軽に投函してください。 (Ebahiro)

平成11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(企画室教養教育係）

発行日

発行者

-10-

掲 示 板．－ナ－


