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今年に入って，何か突然警察内部の‘‘不祥事”が立て続けに表面化し報道

されました。 しかし，過去の事例を思い出すまでもなく，同様の“不祥事'’

は我が国社会の種々の分野で繰り返し起こったこと，あるいは起こりうるこ

とであることに気付きます。共通の要素は何かというと， グループ内の論理，

あるいは，単なる都合が（あるいは， “仲間への思いやり”でしょうか）原
理原則を超越したことです。皆さん日常的に経験されているのでしょうが，

グループ内の雰囲気（いわゆる“空気”ですね）がある方向に流れていく時

に， 自分の持っている価値観・判断基準に基づいて，別の方向を指し示すの
は難しいことです。大抵の場合は， あるいは，少なくとも当面は，大勢に従

っておいて大きな問題は生じないように思われます。 しかし，それが積み重

なってどうしようもない事態になった時，責任者（当事者というべきか）は

ポロポロと涙を流してテレビに登場する事となります。あのようにしてテレ

ビに登場するケースだけが問題なのではなく，実はあれは，氷山の一角で，

日本文化のエッセンスなのです。重大な事態に立ち至らなかった場合でも積

もり積もって現在の日本社会が形成されているわけですから， ことは重大で

す。国家としての日本が，国際社会で何となく重みがないのも原理原則に則

って振る舞っていないからです。グループ内の論理が重視される事と，いわ

ゆる“いじめ”は表裏一体， ワンセットになっています。 しかも， このこと

は， あまり意識されないで自然に起こってしまうから厄介です。どこかで，

この呪縛から解放しなければなりません。将来を担っている学生諸君，警察

内部の“不祥事”は単に警察のみの問題ではありません。成長がとまらない

内に独自の価値観を確立するように努力しましょう。 （天埜）

目 次

巻頭言……．．……………………･ 1

OpenYourMind,友達を

つくって，楽しい大学生活を…1

キャンパス情報…………………3

聞いて欲しい私の意見

一こんなだったの，大学って／－…5

VOI CE

－期末試験の裏と表一………7

教養教育古今東西………………8

(平成12年7月発行）

1

すよ。この大きな社会で4年間も暮らすのですから，

楽しいことがなかったら，潰れてしまいます。友達を

たくさん作って楽しくする，それも大学生活です。

一番手っ取り早いのは，サークルに入ること，そし

て仲間を作ること。サークルも一つ所に固執しないで，

嫌になったらトラバーユすること。これが出きる人達

は， もうとっくにそうしているでしょうね。サークル

やクラブは大学内だけではありません。大学生は社会

人として，大学外のいろいろな団体に加入できます。

経験値があがると，大学内とは違った楽しい生活が送

れます。このような人達は極めて活動的グループに属

する人達です。

高校までにサークルらしいものは何もしてこなかっ

たという人もいるでしょう。でも心配ご無用。大学の

大学教育研究開発センター長

田切美智雄

1 ． 2年生の諸君，楽しい友達ができましたか。 1

年生はまだ入学したばかりで， とまどっている者も多

いかも知れません。 2年生になっても未だにとまどっ

たままの者がいるくらいですから， 当然のことです。

日本の学校の特徴として， 中学・高校はそれぞれ3年

分の年齢差しかない人達の社会です。そして，大学新

入生はほとんどが高校卒業したての者ばかりです。 1

年生の仲間の年齢差はせいぜい3年ぐらいでしょう。

でも，大学という社会は最低でも9年分の年齢差のあ

る社会です。学生だけを対象にしても， 60才を越える

人から18才までおります。勉学という目的の大きな社

会なのです。茨城大学には約1万人の学生がいるので
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サークルは初心者大歓迎です。それは，サークルに積

極的な人達は，教えることも喜びと感じている人達が

多いからです。でもそんなあなたは競争が厳しいサー

クルは敬遠しておいた方がよいでしょう。大学から始

めた趣味が一生の楽しみになる人も多いのです。

最近多いタイプは， もっと消極的で，人と話すのも

苦手という人達です。このタイプの人達は，礼儀正し

く，静かで，優秀そうにみえます。中には既に人生に

達観してしまったようにみえる人もいます。この人達

は一度にいろんなことを考えられるので， こんなこと

をしたら笑われる， こんなことをしたら嫌われる， こ

んなことをしたら馬鹿にされるなどと，頭がよく回転

します。内心は，友達ともっとうまく付き合いたいと

思っても， なかなか一歩が踏み出せなくなってしまい

ます。別な言い方をすると， 自分の感情を表面に出す

のが嫌だったり苦手だったりなのです。また， 自分は

誰にも頼らず一匹オオカミでやっていくなどと，粋が

ってもいます。受験の時の競争心が大学へ入ってもそ

のままだったりもします。短い間はこのスタイルでも

やれますが，勉強がつらくなったり，進路で悩んだり

すると， とたんに寂しくなります。やっぱり楽しい友

達が欲しいです。このタイプの人達は何人集まっても

何も起こりませんから， きっかけが必要です。 きっか

けは，誰かが声をかけることです。まずはあいさつで

よいでしょう。実は， このタイプの人達は勉強熱心で

すが，その反面メンタルケアが必要になることが多い

のです。私は，結婚相談所ならぬ友達紹介所が必要な

のではないか， とも思っています。この人達はきっか

けさえ与えれば， いろんな方向に走り出します。その

きっかけを得るために， クラス担任や所属する学部の

先生の所へ相談に行ってください。そんな人を見たら，

友達になってやって下さい。

最近，新人種が急増してきました。それは， テレビ

ゲーム人間です。従来になかったタイプで， テレビゲ

ームには夢中になります。この種の人達の集まりでは，

対戦ケームでもないかぎり，何人集まっても皆勝手な

方向を向いてゲームをしています。テレビケームにチ

ーム戦があるのかどうか知りませんが，せいぜい1対

1での仲間意識しか持ちませんし，ケームを仲介しな

いと仲間になれません。この新人種と楽しい友達にな

るには，別な広場へ連れ出す必要があります。つまり，

他のものへ興味を移らせることです。しかしこの人種

を他の広場へ連れ出すのはなかなか難しいです。なぜ

なら，ケームに最高の喜びを感じているのですから。

でもこんな中から，将来の情報革命を担うような人材

が育ったりするのですから，大事にしてください。

大学には留学生もたくさんいます。東アジアからの

人達が多いのですが，いろんなところからの留学生に

会う機会があります。留学生もまた，楽しい友達を探

しています。留学生は， 日本人の学生とうまく友達に

なれないことで悩んでいる人が多いのです。理由の一

つは日本人学生の外国人への不馴れさですが， もう一

つは日本人同志でも友達をうまく作れない人が多いた

めです。言葉の壁はありますが，誰かが強制的に付き

合う環境を作ってやると，案外なんとかやれるもので

す。そんなきっかけを大学または教官が作るのは義務

として，学生同志でも大いにやっていただきたいもの

です。私のところの学生は，野外実習の時に強制的に

（他に方法がないので）韓国忠北大学の学生と同宿さ

せます。最初は両方ともすくみあっていますが， 2 ．

3日もすると，結構打ち解けて話し合っています。異

文化理解などという難しいことを抜きにして， はやり

の歌手やファッション，そしておいしい食べ物は若者

共通の文化です。

友達は学生ばかりとはかぎりません。先生だって友

達になれます。先生と友達になるには，大学教授の特

殊な生態をあらかじめ知っておく必要があります。そ

の生態を知った上で研究室を尋ね，良い先生に当たれ

ばしめたものです。よい相談相手になり， そして授業

のこつなども教えてくれます。いろんなパターンの先

生がいることをまず知ってください。例えば，毎日研

究室にいる先生，週に3 ． 4日しかいない先生，昼間

しかいない先生，夜にいる先生， などなど。高校の先

生と違って，大学教授は勤務形態があってないような

もので，いつでも居ると思ってはいけません。大学の

先生は平均すると週に2回の授業と1回のゼミをして

います。実験・実習系の先生はさらに1本の実験・実

習をしています。授業や実験がない時間は，卒業研究

や大学院学生の研究の指導や自分の研究，講義の準備

などをしていますが， それもないと，先生仲間でお茶
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を決めるよりずっと大事かもしれません。

コカ・コーラのコマーシャルソングに, 0penYour

Mindという歌詞がありますが，人が仲間を作るとき

に最も大事なことです。 日本人学生も留学生も先生も，

OpenYourMindでいい友達になりましょう。

やコーヒーを飲んだりして歓談しているか，学生と駄

くっているかのどちらかです。そうそう，大事な会議

というのもあります。先生それぞれでこのパターンは

決まっていて， なかなか変えることができません。あ

なたにとって相性のいい先生を探すこと， これは進路

■

がしなきよう。そしてそれ以外の集中講義もこの休み

中に幾つか用意されています。お気をつけ下さい。終

わりにもう一つ学生諸君の注意を促さなければならな

いことがあります。それは慨嘆に耐えないことなので

すが， このところLL教室の下足箱に入れておいた靴

の紛失することが何回か起きているのです。しかも残

された靴もないということが。 もうこれは不心得者の

意図的行為と断じざるを得ません。 もし大事な大事な，

貴重な靴の持ち主は，それを脱ぐ必要のあるときはポ

リ袋か何かに入れるなど汚れないようにしてそれを教

室内まで持ち込み， 自分の足下に置いて下さい。本来

は下足箱に入れておくべきなのですが， この際はそれ

もやむを得ないことでしょう。 l鈴木）

人文学部から

新入生諸君も大学生活はや3ヶ月，遠からず貴方達

を期末試験が待ちかまえる時期となりました。教養と

専門双方の掲示板を毎日見る習慣もついたことと思い

ますが， まさか休講の掲示だけしか見ないようになっ

てはいないでしょうね。試験が終われば最初の夏休み，

しかもこれまでになく長い休み， その時の計画もそろ

そろ頭をよぎっているかも知れませんね。しかし次の

ことをお忘れなく。この休暇中に，教職科目の集中講

義が設定されてますよ。 「中等教育教師論」と「教育

の本質と理念」です。教職の資格を得ようと思ってい

る人は， これを逃したら取り返しのつかないことにも

なりかねません。これに関する掲示をゆめゆめお見逃

諸君自身の忍耐と論理的思考の積み重ねが不可欠なの

です。つまらないと思う講義に出会った時，それが真

につまらないためか， あるいは自己の努力不足による

ものかを虚心に考えることも必要です。前期も半ばを

過ぎた今，履修中の授業を改めて達成目標に位置づけ

てみることをお勧めします。

ところで，教育学部には“教育実践研究指導センタ

ー”という研究施設があって，附属学校などの教育現

場と一体になった幅広い実践的研究を推進してきまし

た。この施設は今年4月，組織が大幅に改組・拡充さ

れ， “教育実践総合センター” と改められました。教

育に関わる多くの複雑な今日的課題に取り組むため，

教育臨床などの新しい部門が設けられ，精力的に活動

しています。A, B両棟の間に独立して建つ3階建て

のこの施設は，諸君が教員としての実践的力量を養う

上でも， これまで以上に大きな役割を果たすものと期

待されます。 （山根）

教育学部から

皆さんの学園生活は順調でしょうか。アパートなど

で一人暮らしの諸君や寮住まいの諸君は，故郷の親元

を離れてちょっぴりホームシックにかかっているかも

知れませんね。先日の少し長い連休は，一服の清涼剤

になったでしょうか。

初めて経験しつつある大学の授業はどのように感じ

られますか。大学には高校までのような，上から決め

られた“指導要領” というものがありません。その代

わり各大学や学部には独自の教育理念と目標があり，

それに沿ってカリキュラムを編成しているのです。

教育学部の個々の授業も，諸君が卒業時に必要とす

る知識や技術，技能を体系的に学べるように設計され

ています。そのため，大学では好きな授業を好きな時

に聴けるという安易な思いでいると期待はずれになり

かねません。体系的な知識や技術を身につけるには，

－3－
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よそ見当がつきます。 「理学部玄関は学部の顔」です。

昔は，靴の脱ぎ方や泥について親が子供に，やかまし

く注意したものです。学校の玄関でも，家庭と同じ心

掛けを見せてくれるよう学生諸君に希望します。お寺

の入口で「脚下照覧」という文字を見たことがありま

せんか。

泥拭き用のマットには，靴の泥をいくらこすりつけ

てもかまいません。いつも玄関のマットに泥を落とし

てから入るという習慣は，理学内に入ることばかりで

なく，図書館，博物館や美術館，病院，市内のお店や，

レストランや， ホテルは勿論， あなたの家に入る際に

も， きっと喜ばれることと思います。お店やレストラ

ンの店員はあなたのそのような行動をチラシと観察し

て，客の値踏みをしていますよ。靴を脱ぐ習慣の薄い

外国に行ったときにも大いに役立ちます。ある会社で

は，入社面接にスリッパに履き替えさせることを取り

入れ，採用試験のデータにしました。

大学で靴の履き方まで話題にするのかと，驚いた新

入生もあるかと思います。成人として社会に出るため

に必要なマナーは大学生であっても身に付くようにし

ていただきたいと私は願っています。この習慣はあな

たの一生の財産になります。 （大西）

理学部から

理学においても4月から脱靴廃止となりました。

「だつか」 と読みます。本年3月までは理学部の建物

内へ入る際に，玄関で外履きの靴を内履きやスリッパ

に履き替えなければなりませんでした。校舎内に泥を

持ち込まないようにして，建物内を清潔に保つことや，

精密な測定を塵やほこりから守ることが目的でした。

4月から脱靴制度を廃止し，理学部の建物に入る際

に，入口で靴を履き替えなくても良いことにしました。

大学周辺と学内道路の舗装化が進み，靴に泥が付かな

くなってきたことが脱靴廃止に踏み切れた理由だと思

います。廃止に伴い，玄関にあった靴箱は全て撤去さ

れました。新入生に配布されていたスリッパは配布さ

れなくなりました。玄関には泥拭き用のマットが置か

れるようになりました。

しかしながら，建物内に泥を持ち込まないという願

いは，依然として変わりません。また，泥を極端に嫌

う精密測定機器やコンピュータ室への入室の際には，

外履きを内履きに替えることを守ってもらうことや，

外履き者の通行禁止を所々に設けています。

家庭にあっては， 『玄関はその家の顔』 と言われま

す。玄関を見ただけで， その家がどういう家か，おお

ています。電気電子工学科ではすでに9名の学生が履

修を希望しています。年々希望者が増えるのは頼もし

い限りです。行き先としては，企業の研究所や技術開

発部門，事業所の生産管理部門などが主です。幸い企

業の理解と協力が得られるようになって受け入れ業種

も広がりを見せていますが， まだ皆さんの全ての要望

に応えるまでには至っていません。今後積極的に開拓

していきます。

最後に老婆心（いや老爺心）から一言。職場の中に

入るのですからそれなりの覚悟が必要です。途中で投

げださないこと。遅刻は論外。職場の人との接し方，

言葉遣い， そこそこ節度ある行動……。どうすればい

いかって？それを学ぶのがインターンシップです。興

味のある人は学科の教務委員の先生に相談してくださ

い。 （池畑）

工学部から

インターンシップをご存じでしょうか。夏休み期間

中の約2週間，大学を離れて民間企業などの職場を体

験する制度です。学外実習と言った方が分かりやすい

かもしれません。通常3年次の専門科目に含まれ2単

位が与えられます。職場ってどんなところか？働くっ

てどういうことか？まず肌で感じることが目的です。

学校の外に自分を置いてはじめて見えてくるものもあ

るはず。自分に歯がゆさを感じたら， それこそステッ

プアップのチャンスと考え，勉強しましょう。 もちろ

ん将来の進路を選択する上でも良い経験となるはずで

す。インターンシップは，工学部では平成10年度にメ

ディア通信工学科が初めて実施し, 11年度には電気電

子工学科が加わりそして今年度は機械工学科，都市シ

ステムエ学科が加わって学部全体に広がる勢いを見せ

－4－
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置され，建築面積は射場約76㎡，的場約25㎡である。

建物の屋根は切妻型で日本瓦葺き，庇は銅板葺き，玄

関の床仕上げはクリア塗装松材縁甲板，的場床は桧の

無垢材である。新道場が完成し，今後の活動が期待さ

れる。

福利厚生施設は乙地区，庭園を間に研究管理棟と対

面する位置に建設された。 2階建で，延べ床面積約844

㎡である。建物は充分な採光を確保するため，庭園に

面したところはガラス張りとなっている。

1階は食堂， ラウンジ，売店等があり， 2階は研修

室となっている。愛称も「こぶし会館｣と決まり，学生，

教職員の交流と憩いの場となるであろう。 （久保田）

農学部から

農学部は平成12年度からこれまでの2学科8大講座

を生物生産科学科，資源生物科学科および地域環境科

学科の3学科6大講座に改組した。カリキュラム等は

学年進行で変わるので，阿見地区では来年度から新旧

のカリキユラムが進行することとなる。特に2年生以

上で留年などすると思うように授業が選択できなくな

るかもしれない。

農学部キャンパスでは昨年度工事が始まった弓道場

と福利厚生施設が本年3月に完成し， 5月26日には竣

工式が行われた。弓道場は甲地区の馬房に近接して配

実した大学生活を送ることも。だから， 自分は自分か

ら動き，周囲の環境を変えていこうと思う。それが大

学で生活すると言うことなのかも知れない。

大島健太（教育学部1年）

大学生活が始まり，何も分からずに過ごした4月と

は違い，周囲の様子がどんなものか多少分かってきた。

一人暮らしを始め，その生活も落ち着きを見せ， ゆと

りというか自分の時間が増えた。

そんな中，大学生活について考える。今までたいし

たインパクトが無い気がする。これだというものが浮

かばない。まだ始まったばかりだからかも知れないが，

自分が大学生だという意識が薄い。勿論今までとは異

なり， 自分で考えて行動しなければならない。行動に

も責任が問われる。そして何より自由である。なのに

自分は変わらず，高校生活の延長線上で生活している

気がする。大学ってこんなものだったのかと，物足り

なさを感じる。

だが，嬉しいこともある。先輩達との交流である。

大学生活のことや茨城での生活，役立つ情報を聞いた

り，食事を一緒にしたり， とても有意義な時間を過ご

すことができる。相談にも乗ってくれる。大学生なら

ではのこともあり，一緒にいれて楽しい。

自分から何もしなければ何も起こらないが， 自分か

ら動けば色々と周りで何かが起きる。考え方一つで，

行動の仕方で，大学生活も全く違ったものとなる。良

くも悪くも自分次第である。限られた時間をどう使う

かは， 自分が決めること。無駄に浪費することも，充

かなり自由な大学生活

箕輪千澄（理学部1年）

最初に「これが大学か｡」と実感したのは， 自分で履

修科目を決めたときでした。今までは「時間割」が配

られて， それに従って授業を受けるだけだったので，

何も大変なことはありませんでしたが， 自分で決める

となると， これが難しい。自由すぎて困りました。で

も，制限されていて困ったこともあります。理系の私

は，大学では自分の専門の学習さえすればいいと思っ

ていたので，文系の科目も選択しなければならないと

知ったときは，期待はずれでガッカリしました。実際，

授業を受けてみても，思った通り難しい。ちゃんと単

位が取れるのか，本当に不安です。

また， 「これこそ大学｡」と感じたのも， 「自由さ」

にありました。空き時間に， 自分の好きなことをした

り，散歩に行けるなんて，今まででは考えられないこ

と。勉強で疲れてしまったときの貴重な自由時間，大

切に使っています。それと，授業に遅刻しても注意さ

れないこと。わざとではないのですが， たまたま遅れ

てしまった時，何も聞かれなかったので，一寸楽でし

－5－
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た。でも遅刻はいけないですよね。やっぱり始めから

終わりまで出席しないと。何も注意されないのは，

「自分で判断しなさい｡｣ってことでしょうかね。

他にも自由なことはたくさんあります。コンピユー

タの使用や，サークル活動。とにかく，大学は｢自由」

で溢れていると感じました。まだまだ大学生活は始ま

ったばかり。大学について， もっと新しい発見をした

いと思います。

前島みさと （農学部1年）

大学に入って1ケ月が過ぎましたが， まず始めに私

は時間割作成に戸惑いました。資料を配付するだけで

はなく，できるだけもっと少しずつ生の詳しい説明が

欲しかったです。それに資料の暖昧な箇所には困りま

した。大学には，高校までとは違い身近にクラスの先

生がいないので，総合的に不安な気持ちでいっぱいで

した。大学では全てにおいて自己責任が問われるとい

うことを実感しました。

次に授業について，小論文式のレポートが課された

時には， 自分の読解力と文章力の無さを思い知らされ

ました。また，講義の中には，専門用語が難しく理解

しにくいものや，ポイントがつかみにくいものもある

のですが， それでも講義は進むので大変です。自分で

疑問を調べ解決する力も身につけていきたいです。

それから，サークルについて，私は何か見つけよう

といろいろ見学しました。その時悩んでいた自分は少

し辛かったけれど，私はそんな頑張る自分が少し好き

になれました。

友達について，私は大学で初めて全国各地出身の人

と友達になることができました。これからの大学生活

の中で，嬉しいことも辛いことも一緒に感じ合い，励

まし合える友達関係を築いていきたいです。

今はまだ大学生活の中で，新しい発見に圧倒される

ことの方が多いけれど，早くこの生活に自分のペース

を作り，少しずつ自分の足で歩いていきたいと思いま

す。この初心を忘れずに，素敵な夢をつかむため，頑

張ります。

石村紘美（工学部1年）

私が入学する前に想像していた工学部(機械工学科）

は，機械をいじり，溶接をして火花は飛び散り，汗や

油の匂いがプンプンする男の世界でした。女子校出身

の私は，今までこのような世界に縁がなかったし，機

械に関する知識も全くありません。合格したのは嬉し

いけれど，授業についていけなくて，学校を辞める事

になるのではないかと心配していました。しかし，実

際は1年生のうちは教養科目中心の授業で，想像して

いた世界は存在していませんでした。それに，専門的

な知識は徐々に付けていけばいいので安心しました。

工学部に入って何より驚いたのは女の子の少なさで

す。ある程度の覚悟はしていましたが，女子校とのギ

ャップに初めは大変戸惑いました。でも水戸には他学

科の人もいて，サークルなどで女の友達もいっぱいで

きました。そうしたら，いやだと思っていた工学部の

男ばかりの環境にも慣れてしまいました。

現在の私の心配は，来年日立に移ることです。 1年

生だけが水戸なので，工学部の実態は全く分かりませ

ん。専門的な勉強が本格的に始まり， いよいよ男の世

界になってしまうのでしょうか。大学生は勉強が楽に

なると甘い考えを持っていましたが，機械の話にはす

でについていけないし，高校の時より勉強は大変です。

来年からはもっと辛くなるだろうなあ。

このように，大学生活は私の想像していたものとは

かけ離れていましたが， こんなものかな～と思いなが

らも楽しい生活を送っています。

－6－
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らでした。ギリギリにならないとやる気が起きないと

いう私の性格にもよるのでしょうが， レポート提出期

限は結構重なるものなのです./それに， なぜだか未修

外国語のテストまでもがその日だったりして。 （で

も，次の日は何の予定もナシだったりするのが不思議

です｡)そして， これが一寸重要なのですが， レポート

を課されているのは自分だけではないのです。レポー

トのテーマを聞いて， 「こんなの前日に参考文献借り

て，ササッと済ませちゃお－」って思っていると，び

っくりしますよ。その参考文献がほとんど借りられて

いたりするのです。さて， ここでお勧めなのが県立図

書館や市立図書館です。少し遠いですが活用してみて

ください。

それから，期末試験期間のスケジュールは是非立て

てみてください。いつまでに何をすればいいのか。こ

れをきちんと把握しておくだけでもかなり違います。

以上のことを頭の隅っこにでもおいて，期末試験を

乗り切ってみてください。 もうだめだ～って思っても

案外何とかなるものですよ。

鶴尾夕海（人文学部3年）

前期も半分ほど終了し, 1年生の皆さんもそろそろ

大学生活に慣れてきた頃ではないかと思います。

さて，今回のテーマは「期末試験の裏と表」 という

ことですが， このテーマを聞いて私はハタと考えてし

まいました。期末試験の裏って？原稿を頼まれた教官

にも「裏といっても不正行為って訳じゃないからね｡」

と釘を刺され，謎は深まるばかりです。

と， ここで悩んでいても仕方がないので自分の体験

などを踏まえてアドバイスをしてみようと思います。

まず，期末試験といっても， それにはテスト形式のも

のとレポート形式のものの2種類がありますが， ここ

ではレポートについて取り上げようと思います。多分

皆さんの中には， 「え， テストなし？レポートだけ?1

ラッキー｡｣なんて思ってしまう人がいるのではないで

しょうか。実は私もそうでした。調子に乗って単位認

定がレポートによるものばかりを選んでしまったりし

たものです。でも，現実ってやっぱり，そんなに甘く

はないのね…って気付いたのはテスト週間に入ってか

僕のことはどうでもいいとして，何とかしてこの大

きな山を乗り越えなければならない。単位をもらい易

いのはやはりレポート形式のものだろう。時間をいく

らでも使えるわけだし，図書館に行けば資料は山ほど

ある。それでも分からなければ，最後の手段の参考書

丸写し。これでほとんどのレポートは何とかなる。残

る問題は試験形式のものだ。しポートのように何時間

もかけるわけにはいかない。 しかし，試験勉強は嫌だ。

だから僕のように一夜漬けとか当日に勉強するなんて

事に。しかし，一夜漬けなんてその場しのぎだから，

単位はもらえても何も自分のためにならない。そうし

てきたことで僕は今後悔している。 1年の時に基礎を

しっかりやらないと， 2年以後の勉強で非常に困る。

だから1年生には僕のようにはならないためにも， 日

頃から勉強していて欲しい。

ありきたりのことしか言えないけど，毎日の積み重

ねが試験は勿論，後々にも役に立つと思う。 1日1歩，

3日で3歩， それが大事だと思う。

永田康幸（理学部2年）

大学生活が始まって早くも1年が過ぎたが， その1

年の間に僕が抱いていた大学のイメージが崩れていっ

た。入学前のイメージでは大学生は遊んでぱかりとい

った感じだったが……，確かに夜になると飲み会だの

コンパだの遊び回ることも多いけど，昼間は全く違う。

授業の数が多くて大変。朝早くから夕方遅くまで勉強，

勉強……。 1日に5限全部入ってた日もあった。卒業

するのには単位をしっかり取らなきゃいけないけど，

もう少し減らしてくれてもいいんじゃないかな？

そんなこんなで忙しい日々を送るうちに目の前には

夏休みが.ﾉ勉強のことはきれいサッパリ忘れて遊びま

くるぞ， と思ったらその前に大事件が。そう，期末テ

ストだ。年2回しかないとは言え，嫌なものだ。 しか

も授業の数が多いからテストの数も多いのは当然。特

に僕がいる数理科は数学中心だから問題を解かないこ

とには始まらない。レポートの多い他学部の生徒が本

当にうらやましい。

－7－
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ここで， ささやかながら，理学部専門科目について

の対策法を述べたいと思います。ちなみに自分は，生

物・化学・地学系なので，数学・物理のことは分かり

ませんが，数理科の友人から少々情報を得ております。

生物学通論Iでは，語句の説明をする設問があるた

め，重要な事柄について理解を深めておく必要があり

ます。化学通論Iは，試験に出る所がある程度事前に

分かるので， しっかり復習してください。微分積分学

Iは，演習の時の課題をしっかり復習すれば完壁です。

Ⅱは，講義をよく聞き， よく復習しましょう。

試験は7月下旬の真夏にあり，かなり暑く，辛いで

す。しかし， その先に待つ夏休みを思い，頑張りまし

ょう。

嶋田耕平（理学部2年）

1年生の皆さんは， もうすっかり大学生活に慣れ，

平穏な日々を送っていることと思います。この原稿を

書いている時点からは，期末試験はまだ2ヶ月も先の

ことです。 しかし，遠いと思っていた試験は， あっと

いう間に目の前に迫ってきます。そうなると，大学の

試験ってどんなだろうと不安になり，焦り出すことで

しょう。

大学の試験は，論文形式が多く，文章を書く能力が

要求されます。 しかし， そんなに思い詰める必要はな

く， よく復習して，事実や自分の考えをまとめておけ

ば，十分対応できるはずです。

たり， レポートによって成績が評価されます。テスト

のみの場合には，楽することは考えずに中学校や高等

学校のように勉強することをお勧めします。 しかし，

授業によっては知識を問うものではなく， 自分の意見

を述べるという試験もあるので，試験時間内にきちん

と答案を書く自身のある人は楽できるかも知れません。

また， レポートは提出の期日までに結構時間が与えら

れるので，参考書などを利用して何とかできるでしょ

う。

試験をうまく乗り切るには，先輩や友達からの情報

というのは非常に有効だと思います。教官によっては

同じテストであったりするので，過去問を手に入れら

れれば単位はもらったようなものです。レポートは，

指定された枚数を書けば，単位を落とすことは殆ど無

いと思います。しかし，せっかく大学に来て色々な教

養の授業を受けられるのだから， 目先の試験にとらわ

れず， しっかり勉強をして学んだことを全て吸収する

ようにしてください。 きっと，人生の中で役に立つと

きがあるでしょう。

小野寺宏允（農学部2年）

大学生活で気になるのが，単位の認定ではないでし

ょうか。成績がA･B･Cであれば，単位が認定され

ます。その成績をつけるために，期末試験があります。

試験と言っても，今まで皆さんが中学校や高等学校で

受けてきたような試験とは違ったものがほとんどでし

ょう。

それぞれの講義・教官によって成績評価の方法が様

々ですが，その辺のチェックはしっかりできているで

しょうか。僕の経験から教養科目においては， 出席が

成績評価の中で重視される傾向にあると思います。し

たがって， 出席をしっかりしていれば，成績について

過大な心配は要らないと思います。逆に，試験が受け

られる条件として3分の2以上の出席というのがある

ように， 出席回数が少ないと成績が厳しい評価になる

可能性は否定できません。それでは，出席を取らない

授業では，期末試験はどう乗り切るのかということに

なりますが， そのような授業では， テストのみであっ

’ 口
の講義。これが茨城大学に来てからの約半年間におけ

る私の教養教育との関わりです。積み木型，模形，一

貫型。何ですかそれは？一般教育課程と専門教育が4

年一貫教育課程になり，教養部が廃止されたのも知ら

ミレニアム， 2000年1月1日付けで茨城大学農学部

教官として採用され， 3月教養教育FD研修会参加。

4月新任教官説明会に出席して「本学における教養教

育の位置づけについて」の説明を受け， 5月総合科目

－8－
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ずに参加したFD研修会でした。その研修会の中で気

になった事柄を挙げながら，私なりに教養教育を少し

考えてみたいと思います。

一つ目は，本学はキャンパスが3地区に分かれてい

るため，教養教育は工・農学部学生の犠牲の上に成り

立っているのではないか。二つ目は，学生の学力低下

問題が上がりました。それは高校までの学習指導要領

の影響が大きく，学ぶ科目や内容が少ないためではな

いかと言われています。しかし，それ以上に今の学生

は個性がなく，みんな金太郎飴ではないか。三つ目は，

教養教育に対する文系教官と理系教官との考え方の違

いです。文系教官は学生に広い視野を身につけ，判断

力を養いたい。一方，理系教官は4年間は限られた時

間なので，教養教育を専門教育に入る前の準備期間に

したいなどの意見がFD研修会で聞かれました。

一つ目の離れた3キャンパスについて，水戸地区に

はSCSがあるそうです。それらやコンピューター・

ネットワークを利用して，工・農学部の学生は日立や

阿見に居ながら教養科目の単位が履修できないもので

しょうか。また，二つ目，三つ目の意見に対してはこ

れといった対策はまだありません。ただ，進学動機で

「教養や視野を拡大する」と言っていた学生が，最近

は「将来のために専門の知識や技術を習得する」と言

っています。雇用情勢の悪化で，学生の実学志向はま

すます強くなっています。その為に，大学に在学のま

ま，あるいは卒業後に専門学校や放送大学（通信衛星

放送スカイパーフェクトも含めて） を利用して何らか

の資格を取って，就職活動を有意に運ぼうとしている

学生がいます。また，一方では「これからの社会では，

文系，理系を問わず総合的な知識と判断力を持った人

がますます必要になる」との意見もあり，相反する考

え方があります。

そういう中での教養教育はどうあるべきでしょうか

？今の大学生は未成熟です。入学後にどれだけ成長さ

せられるかが，教養教育に課せられた問題ではないで

しょうか。本学の中島潤子名誉教授は「大学教員はこ

れまで研究ばかり重視してきたが， きちんとした教育

をし，学生の面倒を見ることにもっと力を入れるべき

ではないか」と提言しています。今，全学部が一丸と

なって，全教官が多くの幅広い教養科目を設けて， そ

れを学生個々の能力に応じて自由に選択させる方式

（選択するにも教官の指導は必要でしょうが） を採っ

てはいかがでしょうか。しかしながら，一つの大学が

すべてを用意して，その良し悪しを競い合う時代は終

わり，今後は一緒にできるものは一緒にやる発想が必

要でしょう。東京の国立大学では「五大学連合」構想

があり, 2001年春スタートを目指し，教養教育を含め

た連合授業の計画があります。とにかく，本来の「大

学」らしい教養教育の復活を求めたいと思いますα

以上が大学人となって半年の私の拙い考えです。

中島弘美（農学部）

今回は， アメリカの大学教育事情の一端を紹介させ

ていただきます。

アメリカ大学の学部の教授科目は，一般的に，一般

教養科目，必修科目，選択専門科目および自由履修か

らなっております。 日本の大学のように，卒業研究

（大学院修士コースに進学した学生も希望者を除き授

業の単位取得だけで卒業できる）はほとんどない分，

4年次まで， ぎっしりとコースワーク （授業のこと）

で埋め尽くされており，授業重視はアメリカの大学教

育の姿勢になっていると思います。大学から学生の学

習計画モデルが提示されており，大学4年間の合計8

学期間(年間3学期制や4学期制の大学もかなり多い）

に，学生がそれぞれの専門コースを履修するためのガ

イドラインがあります。個々の学生は，決められた単

位を修得すれば学士学位を取得できるシステムとなっ

ておりますが，大学院進学者（特に博士コースまで進

学希望者） と学部を卒業したのち社会に就職を希望す

る学生（修士止まりと考えている学生も含めて）の授

業取得計画は異なっているように思います。学生達は，

受講科目を選ぶときに，各講義に付けられた番号を見

てそれが実務重視科目か研究レベルかを判断できるよ

うになっています。また，学部5年間コースの設定に

より，学生は二つの学士学位を同時に取得できる場合

もあります。適切な選択科目を選ぶことにより，別の

学部や学科コースに進学することもできるシステムと

なっています。

履修ガイドラインに関して，工学部の学生の場合，

通常，数学，物理化学，実験などの理系の基礎科目

－9－
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ているようです。一方，教官側も，学生の理解度を向

上させるための講義や演習に対する工夫を大いに行っ

ており， また， このことが大変重要視されています。

例えば，上記の重い宿題を通じて教官と学生のコミュ

ニケーションが成立しているようで，教官側は，細か

く採点することにより，学生にとって何が理解不足で

あるか把握して講義内容に反映できるようにしていま

す。また，教官側の授業遅刻，休講授業中の不真面

目さなどはほとんどない状態にあります。こうした講

義における学生と教官両者の努力の成果が学期末に相

互に評価されます。すなわち，教官が成績に基づいて

学生を評価するだけでなく，学生が授業担当教官の評

価を行い，講義の態度，講義内容に関する十分な知識

を有しているか，十分準備していたか，有意義な議論

を積極的に奨励したかなどについて5段階でチェック

されます。評価された結果も学生課やHPにて調べら

れ，公開されています。 日本の大学においても学生に

よる授業評価を行っているところもありますが，必ず

しも評価結果を反映させた講義を行っているとは言え

ません。アメリカでは， もしも学生が学部長に告発し

たとすれば，該当する教官は大変なことになります。

なお，学部教育に関してではありませんが， アメリ

カでは，学部の講義と大学院の講義ははっきりとした

区別がなく，一貫教育となっている場合が多いです。

そして，修士課程，博士課程においても講義重視，つ

まり，基礎教育が重要視されるという特徴があると言

えましょう。 日本はどちらかといえば研究重視であり，

この意味で， 日本の基礎教育の充実が期待されていま

す。 呉智深（工学部）

はl年次を中心に受講されますが，人文，社会，芸術

などの講義は， 1年次から4年次まで1学期あたり2

～4単位ずつ履修するように推奨されています。提示

された履修ガイドラインでは，一学年30単位前後の負

担となっています。また，必修科目の講義がゼミ形式

で開講されることは非常にまれであり， このようなゼ

ミ形式の講義は選択科目には若干ありますが， 日本よ

りかなり少ないように思います。一方， ガイダンスな

どのスケジュール，講義のシラバスの他に，講義に現

在まで何人の学生が登録しているか，受講者数として

まだどれだけの余裕があるか，講義の成績，学生から

の教官評価も大学のインターネットで確認できるよう

になっています。学生は入学と同時にe-mailアドレス

を自動的に取得でき，学生寮，学内の数カ所に用意さ

れている学生専用のコンピュータ室や端末は一日中使

用可能です。

ところで， アメリカの講義スタイルに目を向けると，

アメリカ大学における試験の厳しさが再認識できます。

中には，試験問題を自宅に持ち帰って回答させるもの

もありますが，提出された解答に対する教官の評価は

相当厳し<，他人の解答を模写したものなどは簡単に

ばれますし，それ故に他人に解答してもらうこともで

きないでしょう。これは，毎回の講義における宿題に

ついても同様であると言えます。学期中は，毎回（た

まにない場合もあり）のように相当量の宿題と格闘す

る日々が続く学生達の大学生活が大変印象的です。学

生たちは不明な点を納得いくまで質問するため，教官

のオフィスを頻繁に訪れます。講義中の学生達からの

突然の質問に我慢強く答えることは教官の常識になっ

つぶやき
大学教育研究開発センター運営委員になって1年が

過ぎた。最初は委員会，特に小委員会で議論が活発に

行われていることに少々戸惑った。会を重ね，議論の
要点をうまくつかめるようになり， その要点のつまみ
食いをするようになった。そうするにつれ，時には，

農学部からわざわざ水戸まで出てくるような議題でも
ないのにと思うこともあり，単純明快な議論が最も素

晴らしく思えてきた。即ち，回りくどい議論に何時間

もかけ最終的には結論が出ず，次年度にまわすなど，
愚痴を言ったらきりがない。これは，私だけの「つぶ
やき」であろうか。ローザ・プルムラについても色々
と批判がある。 しかし，教養の広報活動には大切であ

る。 しかし， いかんせん読者が少ない。 もう少し面白

<，単純明快な記事が必要なのでは。例えば記録とし
て永久に残せるものとか，定点観測的なものか，行き
当たりばったりでない地についた記事が必要なのかも。
ローザ・プルムラという高尚なタイトルもそれが何で

あるのか分からない（教養だよりと分からない）学生

が多いのではないのか。などなど，懐疑的な思いがとﾞ
んどん積もる今日この頃である。 (Y. A)

平成12年7月1日

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

－10－


