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臨界事故についての国の責任

ウラン燃料加工会社JCOの東海事業所における臨界事故(9月30日発

生）は，甚大な災禍・被害をもたらし，同時に種々様々の検討すべき問題

を浮上させた。そのなかで， いつにも増して注目すべきは以下の問題であ

ると考える。

事故原因が明らかになるにつれて，通常ありえない操作ミスあるいはマ

ニュアルから逸脱した作業手順， はたまた従業員の不注意などといった

現場の杜撰な作業状況に批判が集中し，問責もそこに的が絞られている。

しかし，今回の事故でもっと重要なのは（原子力産業が国の完全な規制下

に置かれているので） ，国の住民に対する安全保障（生命・健康保全）義

務の不履行責任であるということである。

経済活動が高度に複雑になっている現代社会では，隣地ないし近辺に危

険施設があることを知りえない住民， また，知っていたとしても危険管理

＝安全は大丈夫だろうと安心しきっている住民にとってその生存・生活基

礎はひとえに，危険施設の設置および運営管理が国等による厳格審査のう

えで許可され， （許可した責任上）綿密に常時監視されているであろうと

の国等公的機関への信頼である。

法的な倫理としても，原子力施設の設置のばあい，許可権者（国）が事

業者に設置許可をあたえることは，施設設置・施設稼動で影響を被る可能

性のある住民（第三者）に対して安全配慮義務の責任を負うことになるの

である。つまり国が住民に安全保障の手形をきるわけである。

事故発生は事実上空手形になったことを示している。再発防止のために

も，国の責任の所在はもっと厳密に究明されるべきであると考える。

（田村）
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大学の授業について学生諸君に尋ねると， 「何で勉

強するのか分からない科目がある」 という答が必ずと

いってよいほど返ってきます。このように，特定の科

目についてそれを履修する意義を問われたとき，大学

は何と答えたらよいでしょうか？ 「面白いからとにか

くやってみよう」 と励ますことで済むこともあります。

しかし， ときにはもっと基本的なことが問題になって

いるかも知れません。それは知の体系です。音楽を聴

く人が味わうのは，部分的な旋律の美しさやリズムの

心地よさだけでなく， それらと作品全体との係わりを

認識して感じる構成的な美しさであると思います。 4

年間の学びの後に獲得されるであろう知の体系の美し

さに関心をもつ学生なら，個々の科目のむこうにどの

ような体系が意図されているか知りたがるのは当然で

す。これに答えるのは，教育システムの設計図ともい

うべきカリキュラムです。そのカリキュラムを誰がつ

くり，それが意図するものをどのように実現すればよ

いか？今回の教養教育改革もこの問題と無関係に語る

ことはできません。

何が問題なのかを明らかにするために，大学設置基

準の緩和以来，大学教育が辿ってきた変遷をおさらい

してみます。以前は，大学教育はふたつの課程からで

きていました。一般教育課程と専門教育課程です。単

純化していえば，学生はまず一般教育課程に入り， そ

こを修了してから専門教育課程に「進学」したのです。

前者を教養部が，後者を各専門学部がほぼ独立に担っ

ていました。これに対して平成8年度入学者から，教

育課程は学部毎に「4年一貫教育課程」 として一本化

され，各学部がこれを担うことになりました。そして，

一般教育課程の担い手であった教養部は解散しました。
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あるいは己の専門知識と外の世界との係わりを知らな

い人が専門馬鹿ということになります。知識の範囲は

広くなくても，専門知識を組み合わせて使うことを知

り，己の専門知識と外の世界との係わりを知る人は専

門馬鹿ではないのです。教養ある専門家という呼びか

たもできると思います。教養教育とは，何でもいいか

ら知識を広げる教育のことではなく，知識を体系づけ

る工夫をともなった教育だと思います。この意味から

すれば，専門も含めた大学教育そのものが正に教養教

育であるくできはないでしょうか？

以上，私見を交えつつ，改革の課題をふたつだけ紹

介しました｡改革小委員会のすべての委員が私のよう

に考えているわけでは勿論なく，改革推進論もあれば

反対論もあり， また慎重論もあります。上に述べた課

題については，解決のためにどのような方法が可能か，

とにかく試しに実施案をつくってみようというところ

までやっと漕ぎつけ，現在その作業が進行中です。た

だし， これが何らかの全学的合意に辿りつけるかどう

か，今はまだ何もいえません。制度の改革はゆっくり

時間をかけてやるべきだという論があります。正論に

見えます。しかし， うまくいっているものをより良く

するための改革と，不具合を解消するためにする改革

の違いを「分かる」ことも大切と思う昨今です。皆さ

んがこのローザプルムラを手にする頃までに何らかの

展開があることを期待したいと思います。 （山中）

ところが実態は見てのとおり，一般教育が教養教育と

名を変えただけでそのまま専門教育と共存し，授業内

容や履修基準について両者の間に画された一線は残っ

たままになっています。これで4年一貫教育といえる

でしょうか？これでは教養科目の中に何で勉強するの

か分からないものがあって当然です。これを是正する

ためには，各学部がそれぞれの教養科目の内容や履修

基準を見直し，本来の4年一貫教育を実現できるよう

にしなければなりません。これが昨年度から引き継が

れた改革検討課題の第一項目でした。 もうひとつの重

要課題は，教養科目の授業を誰が担当するかというこ

とです。カリキュラムは各学部がつくりますが，そこ

にはその学部の教官にとって専門外の科目が含まれる

こともあり得ます。そのようなときは，学部の垣根を

越えて担当者を確保します。これが全学出動体制と呼

ばれるもので，茨城大学のような総合大学にしてはじ

めて可能な方法です。しかしこれが， 「何で私がこれ

を教えるの？」 といった，教員の側の不満を招き，授

業の質の低下につながることが懸念されています。第

一の課題とあわせて早急な解決が求められる所以です。

ところで教養教育とはいったい何でしようか？専門

馬鹿にならないために必要なものだという人がいます。

それでは専門馬鹿とは何でしょうか？おそらく人それ

ぞれの解釈に委ねられているのが実情ではないかと思

います。私の勝手な定義を試みれば，専門知識をいろ

いろもっていても組み合わせて使うことを知らない人，

私自身今年度忠北大訪日団の受け入れにたずさわると

ともに8月の茨大訪韓団に同行しました。

1999年度は6月23日から7月6日までの日程で忠北

大学校の学生10名と引率教職員3名が訪問しました。

韓国の学生たちは水戸・ 日立・土浦での学内見学や

「講義」 ・ 「日本事情」そして茨大生といっしょの施設

見学， さらには茨大生といっしょに常磐線を利用して

東京日帰り自由行動も体験しました。韓国の学生はは

じめて日本にきた学生が多く最初はかなり緊張気味で

すが，大学主催の歓迎会で友だちになった茨大生たち

と夜の自由時間に大学近くの宿泊先で大いに飲み食べ

茨城大学と韓国忠北大学校との学生交流

現在，茨城大学は海外の大学との交流が盛んですが，

その中で茨城大学と韓国の国立忠北大学校との交流は

ほぼ10年になります。この間，大学内外の多くの方々

の努力により教職員の学術交流とともに毎年夏季休暇

を利用して両校の学生研修団の相互訪問が続いていま

すし， また1年間の短期留学生の相互受け入れ制度に

よって毎年2～5名ほどの両校の学生が相手校に交換

留学しお互いの文化を体験的に学んできています。こ

こでは夏季研修学生相互訪問団について紹介します。

－2－
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学，韓国独立記念館見学，韓国の家庭にホームステイ，

修徳寺・徳山の温泉体験温陽の民俗博物館見学，韓

国陶磁器工場見学，忠北大総同窓会歓迎夕食会，韓国

民俗村体験， そして最後にソウル自由時間（2泊）で

す。これ以外にも，移動中の車内でのケームや景色，

3度の食事の多様さそして毎晩あったお酒を飲みなが

らの日韓学生交流会などなど。最後に別れるソウル金

浦空港での涙，涙，涙。

夏の暑さとともに韓国で過ごした日々は， じつは茨

大生にとっては新たな出発でもあります。とにかく韓

国が気になり，すでに大学でハングルを学んでいる人

はある種の目的をもつでしょうし， またそうでない人

もこれを機会にハングルや韓国について学んでみよう

と思うかもしれません。さらに交換留学生として忠北

大学校で1年間学んでみるのもよいと思います。どう

か， さまざまな出会いにチャレンジしてみてください。

糟谷政和（コミュニケーション学科）

しゃべることをかさねるうちに， お互いの気持ちもわ

かりあい， 日本人に対する見方も変化してゆきます。

そして2泊3日の日本の家庭でのホームステイも体験

して多くの思い出とともに帰国のため水戸をバスで出

発する朝には，見送りの茨大生たちと涙を流して8月

の韓国での再会を誓いあっていました。

この韓国からの訪問団学生と親しくなった茨大生の

多くは， 5月に学生部で募集した茨城大学韓国研修学

生訪問団に決まった人たちです（昨年までの訪問団員

だった人や純粋に韓国に興味のある人も含まれますが)。

今年の韓国研修学生訪問団は8月2日から13日の日程

で学生10名と引率教職員5名で訪問しました。宿舎は，

ホームステイ時の1泊と温泉旅館の1泊以外は忠北大

学校の学生寄宿舎でした。茨大生のほとんどが韓国は

はじめてでした。今年，忠北大生がつねに同行した公

式日程のいくつかをあげてみますと，忠北大学校博物

館・図書館見学，総長主催歓迎晩餐会，百済の古都・

扶余見学，新羅の古都・慶州見学，俗離山・法住寺見

ローレンシアン大学短期留学

ローレンシアン短期留学は, 12年前から茨城大学と

カナダのローレンシアン大学との間で，毎2年ごとに

実施している単位認定科目である。 7月下旬から約3

週間， カナダ・オンタリオ州・サドベリー市にある森

と岩と湖に囲まれた広大な敷地をもつローレンシアン

大学の野外活動のプログラムに参加し， ロッククライ

ミング， カヌー， カヤック，プリミティブライフ， キ、

ヤンプ，ハイキング，乗馬などの野外での身体活動や，

カナダの自然・社会・文化・教育に関する概論，文化

施設見学・研修， ホームステイ，各種ミーティングな

どの文化的活動を主とした全生活にわたる「身体活動

を通した比較文化学習」である。

経験豊かな現地の教官スタッフ2名，茨城大学の指

導教官2名，専門的技術をもつインストラクター4名，

そしてそれら全体のコーディネーター1名の指導スタ

ッフが，学生とともにさまざまな活動体験（自然体感

人間としてのコミュニケーション，文化的交流など）

を共有する。

なかでも， ロッククライミングは， 日常とはまった

<違った山登りの初歩的実技で，学生の体力と能力に

見合ったすばらしい「達成経験」を， カヌーは，広大

な湖を仲間とともにゆっくりと漕ぐ，水面からの「身

近な自然体感」を，プリミティブライフは， カナデイ

アンインディアンの生活の知恵や技術をふんだんに取

り入れた「近代文明以前の豊かな自然体験と文化実践

経験」を与えてくれる。いずれも，最新の考慮によっ

て計画されたカリキュラムと周到な安全管理のもとに

行われ， カナダの自然を心置きなく満喫できる。

－3－
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一方， ホームステイ，授業， ミーティングをはじめ

とするカナダ人との人間的交流は，言語や文化の違い

を肌身で感得させられるとともに，異人種・異文化を

超えた人間としての共通部分を考えさせてくれる。特

全プログラムを無事終えた学生には「修了証明書」

が与えられ，学生はそれを，茨城大学「総合科目｣｢人

間文化論：身体活動を通した異文化理解｣（4単位）に

替える。 日下裕弘（教育学部）

に，思いやりのある人間関係のなかで， 「自分の心が

通じた」 「相手の心がわかった」 「気持ちが通じ合え

た」 という実感は， たとえそれがほんのささいなこと

であっても，人間とは何か， 日本に生まれ育った自分

とは何か，世界のなかでの私たちの生き方とはいかに，

といったグローバルなテーマを与えてくれる。

だがそれらは，決して「楽しい」経験ばかりではな

い。むしろ，苦しい身体運動やストレスのかかる英会

話の実践の方が多い。むしろ， そうした「苦楽の共有」

が全体を「チーム」にしてくれる。今回の私たちの交

流で得たものは， 『信頼』 と 『友情』であった。

ローレンシアン大学でのすべての経費は， 日本で生

活するよりもはるかに安い。

学生が何を望んでいるのか， それにどう対応して行く

べきなのかをつかんで欲しいと思う。

もう一つ不満な点と言えば，授業を選ぶ際の問題で

ある。学生であるからには， 当然，皆教育を受ける権

利を持っている。そして， それぞれ皆異なった関心を

抱いている。それら全ては皆平等に教育を与えられな

ければいけないはずなのだ。しかし， その点に関して，

しばしば不平等が見受けられる。自分でも，何度も経

験していることだが， ある授業に定員を上回る学生が

押し寄せてしまった時の対応には納得いかない点があ

る。いくら公平な教育とは言ってもやはり限界がある

のはよく分かるが，学生の採用の方法について，何か

もう少し検討してもらいたいものだ。明らかに人気の

高そうな授業に関しては例年のことで，既に把握され

ているはずなのだから，場所を広くして，多くの学生

を受け入れられる教室に変えるなど，何らかの対策を

とっていただいても良いのではないかと思われる。そ

の点が改善されれば，学生側もさらに充実できるはず

であり，教育そのものも発展するだろう。

最後に，学生は学生であって，教育を受ける立場に

冨並千佳子（人文学部 2年）

教養教育の真の目的というものは，視野を広げ幅広

い知識を養うことであり， また，新たな興味や関心を

発見することである。 しかし， それに関して言うなら

ば，現在の教養教育にはやや不満な点がいくつかある。

まず，幅広い知識が必要とされるならば， 当然その

源となる教育，つまり教育する側の多様性も同時に要

求されるはずだ。たとえ学生自信が関心を持たない内

容であっても， それは一般教養として，社会で生きて

いく中で必要となる事柄であるとされている。自分の

好きな分野だけに重点を置くのではなく， 自分がこれ

まで関わってきたものとは異なる分野にも踏み込んで

いくという考えには大いに賛成である。が， それにし

ても， あまりにかけ離れすぎた内容のものを嫌々なが

らにうけなければならないというのはどうかと思われ

る。

そこでやはり，授業の内容の幅を広げることが要求

される。多種多様な分野に関しての豊富な中身の中か

ら選んでこそ，教養教育の目的が達成され得るのだ。

－4－
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ある。ただし，それは単に与えられるだけでも受身的

な意味ではない。話を聞いて， それを受け入れると同

時に， 自分達もそれに対して何らかの反応を示さなけ

ればならない。ただ座って，耳を傾けているだけとい

う所にも，教養教育への不満の原因があるのかも知れ

ない。学ぶということは，すなわち，考えるというこ

とでもある。授業を聞くことによって何かを得て，そ

して自分自身がそれを何らかの方法で掘り下げ，発展

させていく， ということが重要であり，教育の面白い

点でもある。

以上の点をこれから見つめ直していかなければなら

ない。

今は，小学校や中学校においても，地域の方を学校

に招いたり， ある分野で活躍していらっしゃる方から

お話を聞いたりする機会が増えてきています。しかし

私たちの頃は， そういう機会があまりありませんでし

た。

実際に生活していらっしゃる方のお話には，深みが

あり，学ぶところが多くあります。このような授業が

たくさん開講されると嬉しいです。

また，教養の授業で私が印象に残っているのは，未

修外国語の授業です。私は中国語を履修していました。

1年間しか受けていなかったので，語学の力としては

あまり身に付かなかったかもしれませんが， 中国人の

先生から中国語を学ぶことは， 中国の話を聞いたり，

日本と比較して考えてみたり，異文化を知るという面

で勉強になったように思います。

語学ということに関して言えば, 1年や2年学んだ

ところで，実際に使えるようになるのは難しいかもし

れません。 しかし，せっかく大学という場で外国語を

学ぶことができるのですから，私はもっと異文化につ

いて学習したいと思いました。語学力についても， そ

の国について関心があれば， 自分から学ぼうとすると

思います。大学の未修外国語では，そのような異文化

への窓口となる授業を展開してほしいと思います。

大越祐美子（教育学部 4年）

教養教育の魅力としては，講義内容が幅広く多彩で

学生がそれぞれの興味に応じて選択できるということ

が挙げられると思います。 しかしこれは，私たちにと

っては悩みの種でもあります。

まず，講義内容が事前によくわからないということ

があります。シラバスはもちろん参考にするのですが

実際に授業を受けてみて，想像していた内容と違って

いたり，逆に第1希望が通らず，第3希望くらいで取

った授業がおもしろかったりすることがありました。

シラバスに載せられる内容には限りがあると思いま

す。どんなにわかりやすく書いてくださっても，実際

に受けてみないことにはわからない面もあると思いま

す。普通の教育学部の授業などは, 1度授業を受けて

みて， 申告するかどうかを決めることができます。 し

かし教養の場合， 1度目の授業で申告しなければ，希

望の多い授業は人数オーバーになってしまいます。

教養は， 自分の興味に応じて受けられる授業だから

こそ， ゆっくり考えられればよいと思います。

私が受けた教養の授業で，様々な分野で活躍してい

らっしゃる方々が， リレー形式で講義してくださると

いう内容のものがありました。それぞれの分野で頑張

っていらっしゃる方は，人生哲学のようなものを持っ

ていらっしやり，今まで全く知らなかったり， 関心が

なかった分野の話を聞いていても，共感する部分があ

り，興味深かったことを覚えています。

中森英隆（理工学研究科 1年）

大学では， 自分の専門分野を追求し専門家として自

信の持てる自分を創るとともに幅広い学習を通して知

性と感性を磨くことが必要です。専門分野に関しては

誰にも負けないが，専門以外は何も分からないという

のでは社会に通用しません。このため大学で用意され

ているのが，幅広い分野から個人の希望する科目を選

択し受講できる教養科目です。工学部では，卒業に必

要な単位のうち，教養科目は約3割（自由履修単位を

含む） を占めています。これは適当なバランスだと考

えます。 しかし，現状は，工学部はl年次水戸キャン

パスで教養科目を学び， 2年以降日立キャンパスに移

り，専門分野を深く学習することになります。 日立キ

ャンパスでは， 「必修である共通基礎科目」を除くと

週1コマ（年間2コマ） しか教養科目は開講されてい

－5－
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ため，教職免許はあきらめることになり残念でした。

教職免許を認定しているのだから， それに必要科目も

考慮して日立キャンパスで開講される教養科目を選択

して頂きたいです。

また教養科目の内容の面でも， さらに充実を望みま

す。工学部では，専門分野において，企業で最新の研

究をされている方を客員教授として招き授業をしてい

ただく制度があり， これはたいへん興味深い授業でし

た。こういった授業を教養科目にも取り入れていくべ

きだと思います。大学教授とは違った新しい視点から

の授業が期待できると思います。

4年間という限られた大学時代に，専門分野と教養

分野という2つの分野をバランスよく身につけること

はたいへんなことです。教養科目の選択の幅が広がり

さらに充実した内容になることを期待します。

ません。このため， 自由履修単位を教養科目で取ろう

と思っても困難です。さらに開講されている科目が毎

年決まっており，幅広い選択ができない状況です。

日立キャンパスで開講される教養科目が限定されて

いたために不便さを感じたことがありました。工学部

では， 「高等学校教諭一種免許状（工業） 」の課程認

定を受けており，教職に就こうとする者は，卒業に必

要な単位の他に，教育職員免許法で定められた単位を

修得しなければなりませんが，教科に関する科目の同

数の単位の修得を持って替えることができます。その

一つに「日本国憲法」があります。 l年次に受講しよ

うと考えていたのですが，必修の授業と重なり受講で

きませんでした。そこで， 2年以降日立キャンパスで

受講することにし， 開講されるのをまっていたのです

が，結局開講されませんでした。水戸キャンパスにか

ようことも考えましたが，時間的に困難でした。その

一大学生活ココがガッカリー

北澤直樹（理学部 1年）

いので割愛するが，それにも増して残念なのは，代返

や代筆という所謂「ずる」が公然とまかり通ることで

ある。大学生ともなれば， ただ授業の勉強をしていれ

ばいいという訳にはいかない。将来のための技術・教

養を身につけたり，やりがいを求めてのサークル活動。

自分の小遣いはともかく，経済的事情により生活費ま

で稼がなくてはならない人々にとっては文字通り死活

問題のアルバイト。これらが欠かせない人達には有難

いことこの上ない。しかし，理由はどうあれ，代返や

代筆によって欠席を出席と偽るのは立派な「ずる」で

ある。サークルやアルバイトをしていようと，友人と

街へ遊びに出かけたりダくっていたりしようと。この

「ずる」を活用すれば極端な話，一回テストを受けれ

ば単位が貰えてしまうのである。実際，私の友人もこ

の方法でオイシ<単位を得た。筆跡鑑定のスペシャリ

ストがいて，代筆は不可能という噂を耳にしたことが

ある。真偽はともかく， この噂が出ること自体同じ茨

城県の国立大学としての二校の知名度・人気の差を如

実に表しているのではないのだろうか。しかし，最も

残念に思うのは， この悪習慣を最大限に活用している

大学に入って最初にガッカリしたのは，未修外国語

の選択にあった。選択するにあたって，各々の教官が

少し説明しパンフレットを一通り読むくらいの時間し

か与えられなかった。高校時代，英語の先生から「大

学で一番単位を落とし易いのは語学｡」と聞いていたの

で，未修外国語の選択には細心の注意を払うつもりで

あった。しかし， このように，十分悩む時間も与えら

れず，結局後悔する結果となった。パンフレットがあ

るなら，入学手続きのときにシラバスと一緒に配って

おけばよかったのに。せめて， オリエンテーション時

にその場で選択するからよく考えておく旨の記述が何

処かしらにされていれば良かったのに。何故？どうし

て？以来，数多くのガッカリが私の脳裏に浮かんでく

ることになった。

授業全般についてもガッカリさせられることがある。

不条理な選択制限やカリキュラム・シラバスの不備に

ついて挙げても不毛な個々の利害の衝突の域を脱しな

－6－
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が多いんですよ。僕は実はこう見えても，普段から科

学雑誌を読んじゃうような， そりゃあもう勤勉少年な

んです。いやいやホントですぜ。農学とか科学につい

ての興味は人一倍あるつもりなんです。しかしねえ，

大学の講義って何て言うか……。確かに自分の興味あ

る分野に関する講義は聴いてて面白いんですけど，興

味ない分野に関してはサッパリです。さらに辛いこと

には，卒業するためには， いくら興味がなくても眠く

ても槍が降っても，単位を稼ぐためには仕方なく講義

を取らなくちゃいけないことですね。ハアー

今考えてみますと， 自分の抱いていた学園生活のイ

メージと現実とのギャップに驚きあきれるばかりです。

いやいや何も僕だけじゃないと思うんですよ。恐らく

僕ら新入生はこの時期，皆同じ心境なんじゃないです

か。

でも最近僕思ったんです。思えば友人関係だって同

じ学科内やアパートとか，友人を作る環境はちゃんと

あるのに， 自分から友人を作ろうとしないから「友人

の輪」がなかなか広がらない。講義についても，分か

らないことがあっても先生に質問することをせずに

「難しい講義だった」の一言で片付けてしまう。だか

ら，大切なのは自分のイメージとは異なってしまった

現実を, coolに受け入れて，それを能動的に昇華して

いくことなんだって思うようになったんスよ・後悔ば

かりして何も動き出さなきゃ「前進」できないですか

らねウンウン。良いこと言うなあ。

私自身である。

「他山の石」という言葉がある。言うまでもなく，

他の山にあるものは，例え石であっても良く見えてし

まうという意味である。大学進学を目指す高校生の数

だけ大学の理想像がある。見事合格し，入学してはじ

めてその理想とかけ離れた現実を目の当たりにする。

然るに，多かれ少なかれ誰もがガッカリするのだ。し

かし， いつまでもガッカリしてはいられない。時は止

まってくれない。このガツカリを口実に惰落するのは

簡単だが， それは逃げでしかない。大事なのはこのガ

ッカリを全くなくすのは無理にしても，後輩のため，

未来のため， そして何よりも私達自身のために少しで

も少なくすることである。誰であろうと，好き好んで

ガッカリしようとする人などいないのだから。

－学園生活における期待はずれと反省一

梅原 済（農学部一年）

待ちに待った学園生活.ﾉいや一そりゃあ大学には色

んな期待を持って入学しましたよ。何しろ，マンガや

ドラマの学園なんて，登場人物は皆生き生きしてるし，

それに何か大学生っていうと何だかこう， インテリジ

ェンスでカッコイイ難しそうな研究もできると思って。

しかし，実際ブタを開けてみるとコリャマイッタ。

これは最近の若者の特徴なんスかね－。身内の少人数

の派閥に分れちゃって，学生同士のもっと深い交流と

いうか， そういう 「仲間の一体感」みたいなのが感じ

られないんスよれ。何か無味乾燥というか。

あ－，あと講義。これも難しいし眠いし，退屈なの

’ ’
ら屋内退避でよかったかもしれないが，大事故の時に

は一目散に逃げたほうがいい場合もある。屋内退避で

は逆に被爆者を増やす危険がある。

その2｡ [A説］当局は機械で空中の放射線を監視

しているし，農産物も安全だといったから大丈夫だ。

[B説］今回の事故でそれほど神経質になる必要はな

いが， 「安全宣言」の根拠を確認することが大切だ。

呼吸もせず食料も食べない機械では体内被曝は測られ

臨界事故を契機に考えてみたい。あなたの意見は次

の二つの説のうち， どちらに近いか。

そのl｡ [A説] 10km圏に屋内退避勧告が出たが，

茨大は12kmだから安全だった。 もし原発で大事故が起

きたら，今回の勧告のように家でじっとしていよう。

[B説] 10kmと12kmと， どう違うのか。チェルノブイ

リ事故では，風向きや雨の影響で， むしろ遠い所に高

汚染地が生じた。それに，今回はこの程度ですんだか

－7－
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ていないし，現に， ろくなデータもなしに「安全宣言」

したあとで， ヨウ素のたれ流しが判明した。出された

データも，測定地点や検出限界，採取日時がはっきり

しないなどの問題があった。

その3｡ [A説］政府は， レスキュー隊を作って一

元管理を強めるという。ぜひやってほしい。 [B説］

そんな決死隊に誰がなるのか，人の身にもなるべきだ。

到着には時間がかかるし，処理には現場熟知が必要だ

から，施設内に日常的に処理班を作っておいたほうが

いい。それに，国が一元管理すればデータが隠された

り，地元の意向より国の判断が優先されて，避難が遅

れたり地元民が見殺しにされる恐れが逆にある。

その4｡ [A説］規定違反のJCOが悪い。事故は

人為ミスや管理体制の不備によるから， その防止に努

めつつ，原発を進めるべきだ。 [B説] JCOが悪い

のは当然だが， いくら慎重にやっても人間だからミス

は起きる。 ミスが許されない原発そのものに無理があ

ると考えて，縮小をはかるべきだ。

その5｡ [A説］原発は地球温暖化防止に有効な，

石油にかわるエネルギー源である。 [B説］電力はエ

ネルギー消費の一部でしかないし，原発も石油を使っ

て作られるから，温暖化防止にさほど有効ではない。

ウランの可採年数は石油より短く，増殖炉を用いても

プルトニウムの倍増には50年かかるから，石油の代替

にはとてもなれない。現にアメリカでは過去20年間原

発の発注はなく，欧米諸国でも原発は縮小傾向だ。 日

本はこうした点こそ，欧米に学ぶべきだ。

権力や権威をもった人のいうことが，必ずしも正し

いとは限らない。 日本人は戦前に苦い経験を味わった

が，現代は違うといいきれるだろうか。 「教養を身に

つける」というのは，権力や権威を盲信することなく，

人々が自らの頭で情報を取捨選択し，正しく判断でき

る力を養うことである。原子力をめぐって， いま， 日

本人の教養の程度が鋭く問われている。

河野直践（人文学部）

事故のあとで，私は，総合科目「システムとは何か」

（責任担当：関友作助教授）の中で， 1回分を担当す

る機会を得た。テーマは「現代社会における科学技術

系人材の育成・配置問題」であった。私たちの生きて

いる社会では，科学技術というものが無視できないとﾞ

ころか， ある意味で，私たちの意思にかかわらず，私

たちの生き方自体を決定する力を持ってきており，一

人ひとりが，科学技術に関する情報の取捨選択をする

力と，情報の入手ルートを確保する力を持たないと，

自分が自分らしく生きることさえ困難になってきてい

るという話と，科学技術関連情報が極めて高度化し，

偏在化し， 自律化しているから，個人のレベルですべ

ての情報を日々更新することが不可能となり，社会全

体としては，すべての情報を備えておいて，各個人は

必要に応じて，必要なところから，必要な質の情報を

自由に取り出せるような人材配置を伴った社会システ

ムが確立される必要があること，そのような知識・情

報のマネジメント能力が私たちに求められること， な

どを話すことになった。

この授業の後半で， 「今回の臨界事故について， そ

れに関わっていたさまざまな人やエージェンシーを書

き出して，それらの間にどのような情報の流れがあっ

たのか， また， あるべきだったのか， を図示し， どの

ような「つなぐ人材」をどのようなところに介在させ

れば，社会全体に必要な情報が必要な時に流れるシス

テムとなるかを考えてみよう」といった具体的な作業

を行った。そのレポートを眺めてみると，本学の学生

さんたちのこの問題に関する意識は極めて高いこと，

そして，情報の流れに関しても，かなり正確に把握し

ていることがわかった。ただし， 関連する科学技術専

門知識を正確に理解できていると考えている学生さん

は少ないようであった。

では，科学技術知識を各自，身につける必要がある

のかというと， なかなかに回答が困難である。私たち

の身の回りには， じつにさまざまな高度な科学技術と

その成果が溢れかえっている。関連知識量は，おそら

く指数関数的な勢いで増加しているに違いない。だか

ら，知識をもれなくカバーすることが本当の意味で，

高い教養を持っていることを意味するかどうか，検討

が必要だろう。むしろ，溢れかえる知識や情報を， 自

－8－
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分の主体性にしたがって管理・経営する能力，知識経

営能力を身につけることのほうが大切なのではなかろ

うか。必要な情報をどのようにしたら入手できるか，

情報の質を確認するにはどうすればいいか，配信され

る情報の背後にある発信者の見えない意図をどのよう

に解読するか， 自分なりの組み合わせで新しい独自情

報を生み出し，それを自己の意志決定にどう生かすか，

そういったことのできる力もまた，現代的な意味での

教養の一形態なのではないだろうか。そんなことをこ

の授業を通して改めて感じた。

小川正賢（教育学部）

皆様もご存じのように，核燃料加工会社ジェー・シ

ー・オーの東海事業所において， 9月30日午前10:35

分頃から， 「臨界事故」が起こりました。この臨界事

故は，一般住民を含めて69人もの被爆者を出し，農・

水産業および商業や交通に多大な損害を与えました。

この大事故を引き起こした会社側および作業者の話を

聞いていると，大学教育において， 「専門教育」のみ

ならず「教養教育」の重大さを痛感いたしました。

新聞報道によると，作業者は， 「ウラン燃料と臨界

について知らなかった。危険性の高い作業をしている

認識はなかった。沈殿槽の撹枠装置を使用した方が溶

液撹祥を効率良く短時間でできると思った｡｣等の話を

していました。また，会社側は， 「溶解槽よりステン

レス製のバケツ容器で撹絆した方が作業し易く時間短

縮できると思った。従業員の安全教育および監督を行

っていなかった｡｣等の話をしていました。私の個人的

な意見としては，放射線業務従事者の「常識(教養)」

とも言うべき「ウラン燃料と臨界」について知らなか

ったとは信じられないし， 「国の認可を受けた作業行

程」を無断で変更することなど到底考えられるもので

はありません。また，作業マニュアルを担当者が勝手

に変更することや従業員の安全教育および監督を怠っ

ていたことなと§も信じられないことです。 「常識（教

養） 」ある人物が， どこかの時点でこれらの過ちを正

していたら， このような大事故は起こらなかったよう

に思えてなりません。

我々，多少なりとも原子力に関連した教育研究をし

ている者は， 「放射線管理業務従事者の教育訓練と健

康診断」を，少なくても年に1回は義務付けられてお

り， 「ウラン燃料がある一定以上集まると臨界に達し，

核分裂連鎖反応を引き起こす｡｣ことは当然知っており，

その安全教育を徹底して行っています。ジェー･シー・

オーの会社側は，我々と同様に，従業員を教育監督し，

安全を守る立場にあり，その義務を怠っていたことに

は，重大な責任があると言わざるを得ません。

現在，機械工学科では，①洞察力や倫理的思考がで

き，物事に柔軟に対応できる基礎学力を身につける教

育，②自ら問題点を探求し，解決する方法を思考し実

践できる能力を身につける教育，③知的好奇心を刺激

するインタラクティブな授業を有機的に組み合わせた

教育，④学生に本物の学問を伝え，人を育てることを

重視した教育等を目指して， 「専門教育課程」の再編

成を終了し， 「教養教育課程」の再編成を行っていま

す。近年中には，茨城大学全体として，新しい教育体

系を確立することになります。茨城大学の卒業生が，

「常識」を持ち， 「個性と感受性」に富んだ「グロー

バルな社会人」に成長することを期待しています。

車田 亮（機械工学科）

~、今～、

－9－
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■
■

ということで，去る9月20日に「国立大学の独立行政

法人化の検討の方向」という方針を出しました。これ

は国立大学における研究とか教育とかの特性を考えた

とき「独立行政法人通則法」に定めた通りにはできな

いので，特例措置をいろいろ考えなければならない，

その特例措置を考えるときのいくつかの基本的な前提

や方向正をまとめたものです。この方針は国立大学を

独立行政法人にするということを前提としており， し

かも来年度の早い時期に結論を得たいと述べていると

ころから，全国の国立大学に対して大きな衝撃を与え

ました。そして，今， あちこちで様々な形で「独法化

問題」 として論議されております。

この「独法化問題」は従来の国立大学の在り方に，

したがって学生諸君の勉学や生活全般に対して大きな

変更をもたらすものです。その内容について紹介する

余裕がこの欄にはないのが残念です。今後いろいろな

形で報道されたり，あるいは大学側から情報提供がさ

れたりする機会を利用して， この「独法化問題」につ

いていっそう理解を深める努力をされるように期待し

ます。 （江幡）

国立大学が国立ではなくなる!？

最近，新聞でも報道されるようになってきたので知

っている諸君もあるでしょうが，国立大学の在り方を

め<"って大きな問題が論じられているので， このコー

ナーを利用して少しばかりの情報提供をしましょう。

政府は今，行政機構の大改革を行っていて， その一

つとして，今までお役所がやってきた仕事のかなりの

部分を切り離して，新しく作る「独立行政法人」に任

せようとしています。そうするとお役所がスリムにな

って，行政が効率化されるとともに，人員もお金も切

りつめることができるであろうということです。その

ために去る7月には「独立行政法人通則法」という法

律が制定されました。

そのような流れの中で，全国に99ある国立大学も今

までの形を変えて，そのような「独立行政法人」に転

換すべきであるのか， そうすべきではないのかについ

ては2003 （平成15)年度までに結論を出すということ

になっていました。

しかし，文部省はその結論を急がなければならない
L

■

化論）の中から始まりました。モットーは『楽しく， －

気楽に，安く ､ﾉ』でした。企画・運営が仕事に感じな

いように進めていきました。結果的に，交流会には茨

大生・外国人学生含めて70名を超す人が集まり，多少

(! ？)混雑はしたものの，帰る時には「楽しかった。ま

た来たい.'」の言葉を頂きました。参加者を募集する

際には， ポスターと口コミで集めたのですが， ほとん

どが口コミでの参加者でした。皆さんも 『多国籍料理

〃』などというポスターを目にしませんでしたか？興

味があっても連絡はしずらいものです。

これからも，小規模ながらも交流会を行うつもりで

す。興味のある方，ポスターを見逃さないでください。

今回，交流会を企画・運営した人は勿論のこと，参

一茨大生と外国人学生一

國谷幸太郎（入社3年）

去る11月10日(水)に，国際交流会館（通称：留学生

会館）で茨大生（日本人学生） と外国人学生の交流会

を行いました。

現在，茨城大学には200名を超える外国人学生が在

籍しています。しかし， その彼（女） らとの交流は余

り行われていないようです。交流がないということは，

我々茨大生にとっても，外国人学生にとっても非常に

もったいないことです。

今回の交流会は，普通の茨大生が企画・運営しまし

た。大学でも，サークルでもなく，ある講義（比較文

-10-
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また，学内の留学生センターでも情報が入手できる

ので是非利用してもらいたい。

(E-mail:L27078@mcs.ipc.ibaraki・ac.jp國谷幸太郎）

加した人も良い経験ができたのではないでしょうか。

茨城大学で， このような活動が活発になることを願い，

頑張っていきたい。

■’

’

’企画室から

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。

l.教養科目後学期定期試験について

教養科目の後学期定期試験が， 2月1日㈹～7日

侭)に実施されます。定期試験の時間割は試験の1週

間前に掲示されますので，各自確認の上，受験上の

心得に則り学生証を持参し，受験してください。

なお，学生証紛失等により再発行を希望する場合

は，学生センター証明書関係窓口に申し出て下さい。

’
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，不利な取扱いを受けることもありま

す。

登校，下校，授業の合間の際に掲示に注意して下さ

い○

一毎日1回は見よう－

2．後学期成績通知書の交付について

後学期に履修した教養科目の成績通知書は， 4月

初旬，各自の所属学部において交付されますので，

所属学部の掲示板に注意し､ぎてください。

3．講義棟内の携帯電話の使用について

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。

’ ’
現在，水戸キャンパスは種々の工事に伴い，学生諸

君には大変ご迷惑をおかけしておりますが，大学教育

研究開発センターとしては，臨時駐輪場を設定しまし

た。

歩行者及び車輌等の通行に特に支障をきたしており

ますので， 自転車の駐輪に際しては，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，

事故の起こる可能性が非常に大きくなっています。指

定された駐輪場及び臨時駐輪場に，他の人に迷惑のか

からないように駐輪してください。

学生諸君のご協力をよろしくお願いします。

靭
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つぶやき

おめでとうございます.'

うにさよならをしましたか。そして，今から始める新しい1年に対し

を託しますか？

直に迷っているばかり ！ 」 「青春時代が夢なんて，後からしみじみ思

ズは，学生諸君にとっては全く古すぎるものでしょうが， イミシンな

どうぞこの1年は（も）道に迷うことを恐れず，夢を追いかけて精一

ます。

ザ・プルムラ」の出来はどうでしょうか。久方ぶりに投稿が寄せられ

きました。 うれしいことです。これからも共通教育棟の1階にある「

スヘ続々と投稿が続くことを期待しています。学生諸君からの投稿が

にまわそうか， それともページを増やそうかといった苦労は編集者の

す。

少しずつ工夫をしているつもりなのですが， なかなか認めてもらえな

と比べて， あるいはまとめて読んでみたいと思った諸君はどうぞ， 同

を尋ねてください。 (Ebahiro)

みなさん.ﾉ明けましてお

古い年に対してどのよう

てどのような希望と努力を

「青春時代の真ん中は道

うもの！ 」 というフレイズ

のではないでしょうか。ど

杯努力して欲しいと思いま

ところで今回の「ローザ

たので掲載することができ

教養教育Q&A」ボックス

多いので予定原稿を次号に

夢見る贄沢な悩みなのです

編集にあたっては毎号少

いのでしょうね？他の号と

じく共通教育棟の事務室を

発行日

発行者

平成12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(企画室教養教育係）

戸
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