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前期の試験や夏の集中講義が終了すると大学のキャンパスは火の消えたよ
うな静かさで，時が止まったような感じがする。

学生は何処に行ったのか。 "自宅に帰る者〃 "旅行する者〃 ″アルバイト

に集中する者〃などなど様々であろう。

このような中で，教官や技官や事務官はどんな過ごし方をしているのかは，
学生諸君はあまり知らないし関心がないかもしれない。教官は， 自分の研究
に没頭する者，研究旅行をする者，論文を書く者など人それぞれなのであろ

う。また，技官は研究の整理をする者，動植物などの世話をする者など， こ

こでも人それぞれであろう。一方事務官は，学生の長い夏休みの間も事務は

ストップすることなく，学内にいる学生や教官の対応や庁舎管理，防犯管理

など日々仕事は継続しており，休みは順番に取り合い，お盆を中心に家庭サ

ービスや旅行や個々の身体のリフレッシュなどをしている。このように大学
には，特に長期の夏休みなどはなく一年中生きづいているところなのである。

茨城大学もすでに51歳を過ぎ，やってくる21世紀を向かえるにあたり，地
元からも″研究思考の大学〃から″学生のための大学〃への変革をせまられ
ている。大学生諸君も中学・高校からの入試地獄に苦しめられたこともある

のか，大学入試後は少々のんびりしてしまう者が多いと聞いているが， とに
もかくにも一生懸命になって入った大学では， おおいに気持ちのリフレッシ

ュをしたうえでさらに教養を高めるとともに世の中が期待している″高度専

門職業人〃や″研究者〃 "教員〃などを目指し夏休みが終わった秋以降，勉
学，サークル， スポーツに情熱を燃やすことを期待したい。

大学は学生を中心にすべての教官，技官，事務官が一体となり地域に期待

される茨城大学を構築するために，再度，点検評価をしなおし，全学一体と
なって21世紀に向かい，学生諸君が国際社会にも飛躍でき，地域からも懇願

される茨城大学を実現することが急務である。 （事務局長北根鮮男）
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大学教育研究開発センター

副センター長阿久津克己

「教養教育」は何のために必要なのか。今回，私は

このようなテーマについて執筆することに戸惑いと何

か後ろめたさを感じている。本学には他に適任者がい

ることを含めて幾つかあるが，第一の原因は私自身に

あると思う。私の学生時代は，教養教育の意義など考

えることなく高校教育の延長と位置づけ， ″教養教育

解体″を叫び，その後も意識改革は進んでいないと思

う。それでもここ数年， 自分の専門を通じてリベラル

・アーツとしての教養の重要性を痛感し，漸く教養教

育の必要性を実感するようにはなった。そこで今回は，

私の専門（植物病理学） を通して教養教育の必要性に

ついて触れてみる。但し， この程度の人間が書く内容

である。呉々も鵜呑みにしないこと！ 。

さて歴史を紐解けば，大学は中世ヨーロッパにはじ

めて生まれ，そこで教えたことはリベラル・アーツで

ある。 リベラル・アーツとは，ギリシャやローマの古

代社会で， 自由人たるものが基本的に身につけていた

教養で，三学（文法，修辞学，論理学）四科（算術，

幾何，音楽，天文学）から構成される。 リベラル・ア

ーツ教育を受けた人は，そのまま社会に出るか， さら

に専門教育を行う学校（法学校や医学校など）に進み

専門的職業人となる。現代でも米国の大学は，基本的

には一般教養教育に重点が置かれ，専門教育は卒業後

の大学院（メディカル・スクール， ロー・スクールな
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と・）で行われている。

日本の大学は，明治維新以後に国家中心主義の理念

のもとで実学振興を目的に外国から急邊導入された教

育制度であり， もっぱら専門教育に重点が置かれた。

敗戦後米国は日本の戦争体制解体を進める中で，高

等教育制度があまりにも専門教育に偏りすぎ，一般教

養教育の機会が少ないことを指摘し，米国型リベラル

・アーツ教育を導入して現在の四年制大学が創られた。

しかしながら，残念なことに教養教育の理念や意義に

対する無理解，更には担当できる人材の不足や教養と

専門の教育を4年間に押し込んだ教育体制など創ウ当

初からの不備が， わが国の教養教育の発展を妨げてき

た（立花隆著「脳を鍛える」新潮社） 。不幸なことで

ある。

このような歴史的な背景に，近年，学生自身の怠'|壜

も加わり，教養不足の学生が大学を容易に卒業し，社

会で教養の無さを振りまいているとの声が聞かれる。

あなた方はこの声をどう受け止めますか？。

わが国においては専ら，教養は人間社会の精神的支

柱として機能し，必ずしも社会生活に実質的に関わる

ことは少なかった。ところが，科学と技術による支配

がより強まった現代社会では，教養の有無が社会生活

に大きな影響を与えるとの指摘がある。このことに関

連して，私の体験から二つの事例を紹介する。一つは，

専門分野の最前線で研究に行き詰まった時である。私

は，一旦自分の知的集積構造のすそ野を形成する基盤

的分野（教養）へ戻り， そこから再度解決の糸口を探

るのだが， その都度自分のすそ野の狭さに'|豐然とし，

学生時代の教養教育の大切さを痛感する。 もう一つは，

研究が最終段階に入った時である。研究は， その目標

を効率よく達成するために専門領域を細分化し新領域

を創成することで数多くの成果をあげ，次に個々の成

果を的確に組み合わせて全体像（研究目標） を構築す

る。この時，個々の専門領域を繋ぐ知のネットワーク

（教養）が迅速にパズルを完成させる。この統合過程

において，私は度々戸惑い， 自分のネットワークの貧

弱さを嘆く一方で，今後より機能的なネットワークを

構築する上で，学際領域を加えた教養教育の必要性を

改めて実感する。

以上，私の極めて狭い領域での体験から幾分偏った

教養教育の必要性を論じてみた。一方， これまでには

多くの高名な専門家による大所高所からの教養教育の

必要性を説いた出版物がある。是非とも一読され，学

生時代における教養教育の重要性を再認識してほしい。

最後に，蛇足ではあるが，教養は大学教育でのみ達成

されるものではなく，個々人が自主的に知を追究する

行動の積み重ねによって達成される。このことは，古

の教養人をみれば自明である。お互い精進1精進！ 。

■

問題はいつも誰かに与えられるわけではなく， 自分自

身にとって切実な問いを立てることも大切なことです。

そして，制限時間はとりあえず4年間。一生抱えるよ

うな問いに出あうことだってあります。孤独に黙々と

その問いを掘り下げていくという局面も必要ですが，

手応えのある言葉を伝え合う相手がきっといます。そ

れは， 同じ関心を共有する友人だったり，専攻の先生

だったり， さらには書物のなかの先達たちかもしれま

せん。そうした人たちと思う存分議論を重ねながら，

今という時代に生きる私たちが共有できる価値を模索

し， そして創造していくのです。大学とはそんな場所

です。

まず自分なりの問いを立てることから始めて， じっ

人文学部から

－受験用の身体， ほぐれてきましたか？－

試験空間で強いられる姿勢。限られた時間内に，与

えられた多くの問題を，それぞれの正解とされる答え

にたどり着くように， たった一人で黙って解くこと。

高校までの教育現場で，そして大学受験の際には，み

なさんはこうした「試験する身体」を繰り返し求めら

れてきたことでしょう。

もちろん，大学にだって試験はあります。夏休み前

にみなさんが体験した前期試験も基本的には同じよう

な形で行われた科目が少なくなかったかもしれません。

しかし，大学での学問とはそれだけではないのです。

－ワー
白

キ ャ ン（ス情報
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くりと時間をかけて，対話と語り合いを繰り返しなが

ら，その問いへのあらたな局面を切り開いていく。そ

のさい，過去に学ぶことは不可欠です。さあ，受験で

凝り固まった身体を少しずつほぐしながら，大学で学

ぶということの意義を，残りの3年半で実感してくだ

さい。 （石井）

イースタンワシントン大学， フィリピンのデラサール

大学などの協定校に派遣され，勉学と同時に国際交流

を深めてきました。

一方，茨城大学には「国際交流推進事業」という本

学独自の制度があって，現在は国際交流を目的とする

教職員の海外派遣や外国人研究者の招聰に対して旅費

の援助を行っています。ところで，本年6月に行われ

た国際交流事業推進委員会において，事業内容が「教

職員・学生の海外派遣及び招聡援助」に拡大されるこ

とになりました。これにより，今後は学生もこの制度

の恩恵を受けることが可能になったのです。但し，本

年度は教職員が帯同する旅行に限られます。いずれに

しても，国際交流を目指す諸君にとっては見逃すこと

のできない情報と言えるでしょう。関心のある方は学

務係までお問い合わせ下さい。 （山根）

教育学部から

2カ月に及ぶ長い夏休み，皆さんには初めての体験

でしたね。後期に備えて鋭気を養った人（カッコよす

ぎる？） ，猛暑続きで〈"ったりした人， アルバイトに

励んだ人，旅行をした人など様々でしょう。いずれに

しても，秋風の心地よいキャンパスでは，今日から後

期の授業が始まりました。休み中に生活リズムが乱れ

た人は，ぜひ早めに自分を取り戻し勉強を軌道に乗せ

て下さい。 11月には学園祭も待っていますよ。

本号では，皆さんも関心があると思われる学生の海

外派遣制度について， ニュースをお伝えしましょう。

これまで，大学が派遣する公式の制度には，文部省

の短期留学制度(12カ月まで）があり，毎年数名の学

生が審査を経て韓国の忠北大学校を始め， アメリカの

理学部の中庭に山のように放置されている粗大ごみ

を5年前，最初に目にしたときは，驚きました。庭に

ゴミを学部一体となって捨てること自体にも驚きまし

たし，税金で購入されたはずの， まだまだ使えそうな

備品がくず同然に捨てられていたからです。全く異様

な光景でした。それも5年がたってみると，今は平気

でそのごみの山を眺められます。そこには，何の誇り

もないような気がします。

理学部の偏差値は受験雑誌によると国立の中で下の

上ですから，大学の授業は， あなたにとって， さほど

難しくはないと思います。授業中，先生の話を聞いて

おれば授業を理解できると思います。でも理解できて

いるのは，先生と一緒に考えているからではないでし

ょうか。

本当の理解は，先生の助けなしに，あなただけで出

来るようになることです。それを試すには，授業を終

わった後，今日習ったことを独りでやってごらんなさ

い。先生と一緒の時のようには， うまく行かないと思

います。

独りでもうまく行くようになるには，時間をたつぷ

理学部から

－理学部の誇り－

1年生の皆さんが理学部に入学して，早や半年が過

ぎました。理学部があなたにとって，期待通りだった

でしょうか，それとも， もう大いに失望してしまった

でしょうか。

私は茨城大学へ移ってきて， 8月で満5年にすぎま

せん。茨城大学に移る前は， この大学の理学部は地球

科学科が特徴があって有名だと知っておりました。 と

ころがいざ，理学部に移ってみましたら地球科学科の

名前がなくなっていましたので憧れを失ったような気

持ちがしました。琉球大学が海洋生物学科という日本

でも特徴ある学科をせっかくもっていたのに，組織改

革でこの特徴ある学科の名前をなくしてしまいました

のも，残念です。伝統と特徴のある学科名を誇ったの

ではなかったでしょうか。

私は自分の大学や学部学科に誇りをもてることが，

学生にとって， とても大切なことと思います。あな

たは，今の理学部に誇りをもてますか。

－3－
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りかけて何遍も練習することが必要です。幸い，学生

時代は時間がたっぷりあります。おそらく， あなたの

一生のうちで今が一番， 自分の時間があるときでしょ

う。学生にいっぱいある時間は，遊ぶためではなく，

自分独りで練習するためと気が付くべきです。自分で

考えるには，時間がたっぷり必要です。

偏差値が下の上だからといって， 自分が現に選んで

しまった学部を悲観するようでは， あなたはまだまだ

子供です。茨城大学理学部の学生がかわいそうだと私

が思うことに，近くに競争できる理学部がないことで

す。東京におりますと通学電車の中で，駅前で他大学

の学生を見かけます。身辺にいつも競争相手がいると

いう刺激があります。筑波大学が同じ県内にあります

が，筑波大生に日頃，街で会うことはないでしょう。

茨城大学のあなたは， 「今， 日本はもちろんのこと

世界の学生と競争しているんだ」という意識を失って

はいませんか。一流をめざして下さい。下の上にいる

からといって，心まで下の上でなくてもいいんですよ。

私は自分の出た大学に誇りをもっています。一生の

財産を，大学の標語というメッセージで貰ったからで

す。標語は2つあって， 『今が大切』という本田光太

郎の言葉と 『良書精読味の出るまで』 という当時の

学長の言葉です。この2つの言葉を， いわゆる座右の

銘としてきました。標語そのものを誇りとしているの

かも知れません。お金がほとんどかからない，安上が

りの誇りです。

もし，理学部の1年のみなさんの中に，私に共感を

抱いてくれる方があるようでしたら，今の私は， あな

たに次の言葉を贈ります。

『読書百遍義自から見わる』 ドクショヒャッペ

ンギオノズカラアラワルです。テレビをつけると

タモリやサンマの声がします。ケスト出演者もスタジ

オ見学者もしきりに笑います。タモリやサンマの一声，

一声ごとにすぐ笑っています。すぐ笑うのも文化です

が，大学生としては百遍読んで時間をかけた後， よう

やく分かったようになる文化も一方にあることを忘れ

ないで欲しいし，理学部の学生に是非，味わって誇り

にして欲しい。

ついでに，理学部の上級生と大学院生には，次の一

節を贈ります。 『学びて思わざれば則ち網し，思ひ

て学ばざれば則ち殆し』 マナビテオモワザレバス

ナワチクラシ， オモイテマナバザレバスナワチア

ヤウシです。

どちらにしても，時間がたっぷりあることが命です。

時間をたっぷり使うことのできる今を生きるあなたに，

是非， あなた自身の誇りを見つけていただきたい。

理学部の先生にとっては，理学部学生のあなたがた

を，おそらく誇りにしたいと全員が願っていることと

思います。 （大西）

長であり，事情を知っています） 。 ところが，学生の

このような傾向への危機感， また，工学部の高校生へ

のPRも兼ねて，工学祭を復活して活気を取り戻そう

との教官側の動きがあり，実行委員会も組織されまし

た。時を同じくして，本年6月，文部省高等教育局か

ら「大学における学生生活の充実方策について」が発

表され，学生の正課外教育の積極的な捉え直しが提言

されました。 もちろん，工学部教官や学生の中にも，

このような教官主導型なやり方に疑問や反対があり，

今後の成り行きが注目されます。 （高橋）

工学部から

工学部では，以前行われていた「工学祭」の復活の

動きが出ています。工学祭は，かつては，茨苑祭や農

学部鍬耕祭と並んで，工学部学生自治会とサークル連

合による一大イベントでした。しかしながら，時代を

反映して，学生運動やサークル活動の低下とともに，

まず工学部学生自治会が消滅し，工学部のサークル活

動の横の連絡も途絶えて, 1996年一旦学生が企画した

が実行委員会が成立せず， この年に中止となり，現在

に至っています（たまたま私は当時の工学部学生委員

－4－
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この施設の設置目的は，組換えDNA実験をはじめと

する遺伝子実験に関する教育・研究の充実および安全

管理，バイオテクノロジーの地域社会への啓蒙と研究

成果の社会への還元である。 4階で床総面積はおよそ

1500㎡でP1, P2, P3実験室を始め微生物培養室，

植物培養室，動物飼育室, RI実験室などが設置され

る。すでに導入された機器は蛍光イメージアナライザ

ー， ルミノイメージアナライザー，生物・化学発光装

置， スラブ型DNAシークエンサー， キャピラリー型

DNAシークエンサー，遺伝子増幅装置，サンプル前

処理用遠心機，保管用冷凍冷蔵庫， -80℃保存用冷蔵

庫で現在研究棟に仮設置され，本施設の完成を待って

いる。 （久保田）

農学部から

「鍬耕祭がなくなる！ 」 との掲示が学生掲示板に出

された。このままでは鍬耕祭（農学部祭）が開催でき

ない。中心となる実行委員に名乗りを挙げて欲しいと

いうことのようである。近年「実行委員のなり手がな

い。このままではあと何年出来るか」という話を時折

聞いていた。まさにその時が来たのかと思った次第で

ある。幸い今年は何とか開催出来そうだとのことを風

聞した。成績評価の問題や， 申告数の上限設定の検討

等が議論されている昨今，更に困難な環境が生まれそ

うなきがする。

今，農学部のキャンパスではRI研究棟と特殊実験

棟の間で遺伝子実験施設の建設工事が行われている。

が教養でしょうか？体系性は自分で構築すればいいの

です。 しかしその時，単位制（ノルマ性）の意義があ

るのでしょうか。

教養教育に限ったことではありません。大学とは，

自分なりの学問を展開するために利用するものに過ぎ

ません。単位クリアのための学校中心の勉強をしてい

るようではダメなのです。教養教育≠教養が当然です。

学校中心， 自分中心

柴沼陽（人文学部2年）

教養教育と聞かれても何だかピンとくるものがあり

ません。言ってしまえばその程度の関心しかないもの

です。受けた利益も決して高くはありません。

教養とは，○○科目○単位取れといわれて身につく

ものではないと思います。自分自身による学習が大切

であって，授業はそのために利用するものなのだと思

います。 しかし，実際は授業中心の勉強になってしま

っていて，授業をクリアすること，単位を取得するこ

とに関心が行きがちになっていることは否定できませ

ん。

自分のペース， 自分のやり方，授業中心でなくあく

まで自分による学習というのは極めて難しいもののよ

うに感じます。実際にもそうだと思います。必要単位

を後回しにするリスクの恐ろしさは誰もが知っている

ことでしょう。年に2回しかない履修申告でバッチリ

自分の思ったとおりになるなんてことは絶対ありませ

ん。途中で自分には合わないと思ってもイヤイヤ受け

るようになります。結局，無目的な受講になります。

また，教養教育には有機的連関や体系性というもの

がありません。雑多な知識に過ぎません。雑多な知識

田村聡美（教育学部2年）

私は大学に入って初めて教養教育というものがある

ことを知った。 「教養」という言葉を聞くと，私は

″人間性を深める″とか″社会で言う一般常識の知識

を身につける″といったようなことを思い浮かべる。

ところが，実際，大学での教養教育を受講してみると，

想像していたものと違うものを感じた。

私が今までに受講した教養科目は，法律や心理学，

化学などである。しかし，その多くは内容がとても専

門的で基礎知識がなければついていけないものや， た

とえ専門的でなくても講義内容が偏っているものなど，

様々であった。そして最も驚いたことは定員のことで

ある。確かに教室の関係があるので仕方がないが，多

少は大目に見て欲しい。今年，地球科学系の講義を受

－5－
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講しようとしたら，人数が多すぎて2年次は無条件で

受講できなかったのである。

教養教育にはいろいろな分野がある。確かに人間性

を深めるといった意味では，人文， 自然，総合のよう

に，各分野をそれぞれ必修とするのは良いことだと思

う。 しかし，興味を持てる内容でなければ学習する気

になれないし，専門的すぎても同様である。教養教育

とは別に，専門教育がある。そこで自分の興味のある

ことを思う存分学べるので，教養教育では浅く広く学

びたい。また， それが新しい自分の興味を引き出すき

っかけとなるかもしれないのだ。そこから自分の道を

見つけだす人もいるだろう。教養教育とは， そうであ

って欲しいのだ。

私が茨大に入学してから1年半が過ぎた。大学にも

慣れ，徐々に視野を広げ， 自分の考えを持てるように

なってきた。その段階を踏むのに幅広い教養が重要と

なり， また必要となる。 しかし，今は『教養教育＝教

養？』 と首を傾げてしまうのが現状である。

えなければならないように感じます。一人前になれば

なったで，毎日目まく、るしい程の業務に追われ， ゆっ

くりと考えて計画することは困難な状況です。しかも

受注・売上げ・利益など予算の確保に縛られ責任とノ

ルマの間で誰しもが勉強時間の確保などとても出来る

状況ではないでしょう。それに加え技術進歩は目覚し

いものが有ります。時間が無い反面，責任の大きさは

職位に比例してふくれあがり益々時間の余裕はありま

せん。では短時間に，何を， どの様に勉強すれば良い

かと言っても広範囲に渡るものであり，学習する範囲

・コツの限定は困難でしょう。ただ地道にやるしか無

いのではないでしょうか。理数系，文系，社会科学系

等をバランス良<修得出来れば最適であり，特に教養

教育は専門科目を学ぶ為の基礎であり重要と感じてお

ります。小生はこれを怠り， いやと言う程恥ずかしい

思いをしてまいりました。

一つの製品の完成迄には予期せぬトラブルが多数発

生します。特に試運転段階での性能不良に付いては最

悪です。 トラブル発生後，基本計画から見直すとつま

らない見落としによく気が付きます。多くの知識をも

って計画・製作する事がよりよい製品を生むものであ

り， それにはより多くの技術的素養を身に付ける必要

があります。より多くの専門技術を学ぶ上で教養教育

の大切さを痛感し， ないがしろにする事は出来ません。

検討する項目，内容，方法は人間が考えるものであり，

計算機は単なる計算する道具にしかすぎません。

技術面に限らず生活面でもより高度の知識・教養を

もち， より豊かな生活を送るよう努力したいものです。

今まで色んな仕事をさせていただき，失敗も沢山し，

良い思い出も沢山ありますが，今となっては懐かしい

思い出です。多くの先生や友と語り，学び，人生を悲

歌したいものです。

｢教養教育の教養とは？」

伊東光博（工学部1年）

社会での経験を振返って見ると自分の知識が実に貧

しいものであり，恥ずかしく，又情けないと感じてい

たため出来れば基礎を学び直したいと，長い間胸に抱

いて来ました。幸い身近に大学がありこの場を利用し，

再教育にチャレンジする事にし，多くの事を学び，多

くの先生方，友人を得，一生に一度の人生，今からで

も悔いなき人生にしたいと思っています。 4年間とい

う期間は短いと思いますが一生懸命努力するつもりで

おります。

会社にいると最近は特にさまざまな事を短期間に覚

■

前の大学では電子工学を専攻していて，電気・電子

回路や半導体などが主な科目でした。いろいろな機械

やコンピュータ，半導体の仕組みを勉強しているうち

にもっと根本的なことについて勉強してみようと思い

転部しました。

二階堂友理（理学部3年）

今年，私は他の大学からこの大学の理学部に編入学

しました。ようやく半年が過ぎてこの場所にも慣れて

きた気がします。

－6－
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今の時点ではこの選択が良かったのかなんて分かりま

せん。ただ大学で学ぶことはとても自分の為になって

いるし，決して無駄ではなかったという実感はありま

す。

中学卒業の時点で工業の道を選び， 自分の可能性を

狭めてしまったことに疑問を感じながらも， ここまで

頑張ってきました。編入する皆さんの中にもそういっ

た疑問を感じている人がいるかもしれません。この道

を7年間も勉強して， それを全て捨ててしまえるほとﾞ

の他の道へ進む確固たる意志を例えば持ってしまった

ら私は苦悩するでしょうが，生憎自分の通ってきた道

を否定できるほど他にやりたいことが見つからなかっ

たので，高専に入って良かった，大学に入って良かっ

たと，少なからず思えます。

しかし，編入というのは意外と大変なことが多かっ

たのです。他の学生は1年の時から一緒にいるわけで

すから，友達グループみたいなものが出来ています。

そこへ一人で入っていくのは勇気が要ります。そして，

大学では高校や中学と違って授業以外での他人との接

点があまりないので，話しかけるきっかけも少ないの

です。友達のいない学生生活は辛いものです。ノート

を見せてくれる人もいないのです。編入学を考えてい

る皆さん，友達は早いうちに作っておきましょう。編

入学仲間で固まっていては苦労することになるし，大

学の楽しみ方， というのも分かりませんよ。

入学してみると，初めの2ヶ月は何もわからない状

態でした。取り敢えず興味のある科目と教員免許に必

要な科目を中心に履修しました。後で単位の足りない

ことがないようにかなりの授業数を取ることになりま

した。授業内容については，重複しているものもあり

ましたが，全くやったこともない分野もあり戸惑うこ

ともありました。授業数が多い日など辛い日もありま

したが，友達と気分転換法を色々考えながらなんとか

乗り越えられるようになりました。また，それぞれの

科目で楽しいと思う箇所が少しずつ出てくることでも

楽になれました。ただ， テストはかなり辛かったです。

これについては，次回以降の課題としたいと思います。

心残りなのは，授業ばかり取っていたためにサーク

ルに入れなかった事ですが，大学院に進学したいとい

う夢もあるので，それに向かってがんばってます。挫

折しそうなこともたびたびで， そのつど友人と話した

りしてはお互いの将来についての解決策を今でも考え

ています。自分のやりたいことと向いていることとは

必ずしも一致しませんが，最近では自分の好きな事な

ら努力はできるので， それをやり通すのもよいのでは

ないかと考えるようになりました。しばらくはこのま

までがんばりたいと思います。

大切なことは， 目標を見つけてそれをやりとおす事

だと思います。将来について考えることは， とても難

しくて大変な事ですがうまい気分転換方法を見つけて

がんばってみてください。

中島 摂（農学部4年）

佐々木亮（工学部4年）
今回，生物生産学科特Ⅲ編入生ということで， この

欄の担当となったものです。内容が編入のアドバイス

ということで， いろいろと考えてみましたが，人それ

ぞれ悩みも考え方も違うと思うので，私が学生生活で

気がついたことでも書こうかと思います。 といっても，

つい最近まで「なんとな－<」生きていた私だったの

で， ごくごく当たり前のことを書くと思うので，参考

までに。

私が編入学したのは， あることをあきらめきれずに

いたからだと思います。しかし実際は大学に行けばそ

れに関する何かがあるだろうという求める姿勢で進学

してしまったと思います。学校案内やカリキユラム紹

私は昨年の3月に茨城高専の電子制御科から茨城大

学工学部の電気電子工学科へ編入しました。今，編入

を考えている高専等の学生にはなぜ大学へ進むかとい

う明確な理由がなく， なんとなく大学へ行こう， また

は成績が良いから大学へ進むのが当然だと考えている

人も多いでしょう。私の場合は，進路を決める時点で

就職か進学かかなり悩んでいました。将来何をしたい

かという具体的なものは無かったし， もっと勉強した

いというわけでもありませんでした。結果的に大学進

学を決めたわけですが， もう少し将来を考える時間が

欲しかったというのが実際の気持ちでした。 しかし，

－7－
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介で砂漠緑化と載っていたから受けたのに，面接のと

きになって「それはやってませんよ。 」と言われまし

た。受験料3万円返してほしいと思いました。 しかし

その頃，学歴に重点をおき，具体的な計画とそれを実

行するということが出来なかったんだと思います。

編入してから1年が過ぎた頃， いろいろ考えた結果

研究室を変えました。この件に関しては，先生方や研

究室の方々に大変ご迷惑をかけてしまいました。ちょ

っとした壁にたいして立ち向かわず逃げたり， ひとつ

のことを最後までやりとおすことが出来ず， いいわけ

しながら生きてる自分に気がつくとともに，信用され

なくなることの危機感を感じました。だから今，最初

にやるぞと決めたことは，卒業するまであきらめずに

やり通すつもりです。

（もっと，体力と時間がほしいい－！ ）

こんな学生生活ですが，私にとって1番よかったこ

とは， いろんな人に出会えたことです。例えば・ ・ ・

書くときりがないので，やめます。この出会いには，

感謝感謝感謝1 1 1

私は， まだまだ人として当たり前のことができてい

ないところがあります。だから周囲の人達の指摘とか，

尊敬する人達が残した言葉とかを求めてばかりいる状

態なんです。これからは，無理なく自然体に逆の立場

になりたいな。

’
羨望していたからであると説明された。

祖父祖母がなぜ日本語を話し一定読み書きすること

ができたのか不思議で， 中学1年の頃尋ねたところ，

日本植民地時代における日本語強制の経緯を語ってく

れて， その時から自分の胸の中に歴史・民族・日本の

ことなどについてこだわる意識が形成されてきたとい

つ。

日系企業に働く日本人家族やその訪韓された日本人

知人縁者を名所旧跡に案内する機会が徐々に増えて，

日本語の勉強および韓国史の遺跡遺物についての認識

を深めるために, NHK衛星放送をみる装置をとりつ

けて毎夜見聞し， また， 日本と韓国の某大学歴史学科

の通信教育を6年も受けたり， 日本にも度々旅行した

という。ここ数年自国近現代史の勉強に力を入れ近々

学会誌に考えたことをまとめて寄稿し，学位請求もし

てみようと思っているんですよとはにかみながらいわ

れた。

以上が，帰国前夜ソウル市内の繁華街ミョンドンの

とある屋台（あたかも小さなビニールハウス）で，裸

電球の薄暗いひかりのもとで，積もりつもった質問を

浴びせてYさんから引き出した興味つきない話の一端

である。

金浦空港に向かうバスのなかで, Yさんが「韓国憲

法裁判所が国会や地方議会の法律・条例を違憲とする

判決が年々増えてきて，市民のなかに大切な権利を護

韓国で出会ったYさんのこと

田村武夫（人文学部）

今夏8月下旬に，筆者の属する憲法理論研究会と韓

国国際憲法学会との共同研究シンポジウムがソウルで

開催された。今回は， それに参加したおりにつよく印

象を受けた一人の女性についてすこし述べてみたい。

通訳兼案内役を務められた才媛｜高い教養・才能の

ある女性} Yさんについての紹介である。40代半ばの

韓国女性Yさんは日本語の会話力・通訳力のみならず，

自国および日韓関係の近現代史について卓越した知識

・歴史観を有していた。ソウル市内の歴史遺物を見学

した際の説明に私たち二十数名の者（憲法研究者）は

文字通り聞き惚れ， その博識のすごさに感嘆してしま

った。韓国国際空港の金浦空港でYさんと別れの挨拶

をしたとき，誰しもが異口同音に賞賛と謝意をのべて

いたことからもそれは間違いないといえる。

Yさんは高校卒業後ソウル市近郊の日系企業に8年

ほど勤め，結婚・子育ての後30代末頃からこの道に入

ったという。 日本語は，小学生の頃から祖父祖母に教

えてもらい，高校卒業する頃には簡単な日常会話と日

本語文書の解読はある程度できていて，それで日系企

業に幸いにも採用されたとのこと。幸いにもというの

は， 当時1970年代末に日系企業への就職は高嶺の花で

大学卒の人が通常であり，待遇もよかったので誰もが

－8－
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（韓国憲法裁判所は1992年に発足）

いまもYさんの語り姿をおもいだすと， その魅力が

何に由来しているのかあれこれ要素を考えざるをえな

い。個性で彩られた教養，文脈の深みをもつ知性，絶

やさぬほほえみの内側に厳格な職業倫理観などなど。

言い尽くせぬもどかしさを覚えながらも，知性とか教

養とはなにか，学ぶことの主体性と契機， さらに大学

の教養教育のあり方などについて連鎖的に思いをめぐ

らせてしまう摩訶不思議な要素・魅力のようである。

ってくれる裁判所ができたという見方が広まっている

んです。 日本も憲法裁判所ができるといいですね。 」

というのを聞いたとき，並みいる先生方はただ吟るか

沈黙するだけであった。

共同研究シンポジウムが韓国憲法裁判所のホールで

行われるとか，半日つかって私たちが憲法裁判所の見

学と所長の説明を受けるというスケジュールをYさん

が知っているとしても，如上のような話を車中でさり

げなく吐露されたYさんのインパクトは強烈であった。
■

ています。興味をお持ちの方はぜひ茨城学習センター

を尋ねてください。見学等歓迎します。

放送大学では，平成13年度大学院修士課程が発足し，

14年度から学生を受け入れる予定になっています。大

学院は文化科学研究科・文化科学専攻（仮称）からな

り， 「総合文化」 ， 「政策経営」 ， 「教育開発」 ，

「臨床心理」の4つのプログラム（すべて仮称）から

構成される予定です。この点でも茨城大学との関係が

より密接になることを願っています。今後とも茨城大

学のご協力とご援助を切にお願い申し上げます。

放送大学・茨城学習センターだより

茨城学習センター長奥 達雄

茨城大学のみなさん， 当センターが茨城大学のご尽

力で設立されてから平成12年10月でまる3年半になり

ます。現在，生協となりの自転車置き場に接している

のが放送大学・茨城学習センターです。ここに, 15名

の教職員が働いています。客員教員6名は茨城大学の

現役またはもとの先生です。

放送大学は平成12年4月現在で81258人に達していま

す。そのうち茨城学習センターには775人が在籍し，

今まで4人の卒業生を出しています。学生には卒業を

目指す全科履修生, 1年間の選科履修生, 1学期間の科

目履修生，単位互換協定による他大学からの特別聴講

学生などがあります。現在197の国公私立大学と単位

互換協定を締結しており， これを利用する学生の数も

次第に増えつつあります。いつでも， どこでも，だれ

でも学べる放送大学ということで，特に教養教育の行

われている場所が専門学部から遠くにある場合など，

利用価値があると思います。平成12年1学期(4月～

9月）は茨城大学などから6人， 2学期(10月～3月）

には80数人が単位互換を利用した特別聴講学生として

学んでいます。放送大学では,320科目の授業をテレビ

(CS205) とラジオ(CS500)で放送しており，外国語

等を含む教養科目，専門科目も一部含まれています。

これらの授業のビデオとオーディオのカセットテープ

が学習センターに用意されており，学生の皆さんが常

時， センターで利用したり，貸し出しで利用したりし

「.．~~…~~~~-..--..-~..~~~－…~~…司

i 「ﾛｰサ･プﾙﾑﾗ｣への投稿 i

l 大学教育研究開発ｾﾝﾀｰ発行のﾆｭｰｽ レ ｜
| ，_｢ﾛｰザブﾙﾑﾗ｣も, 二のたび第18号を 1
1 数えました。

｜ 自由投稿を歓迎しますので,教職員･学生の皆 l

i さんからの投稿をお待ちしております。
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総合科目についての耳よりな情報！ A.備え付けのディスプレイで

＊共通教育棟の教養教育係の部屋で

＊付属図書館（本館）で

＊旧県庁の大学広報センターで

今年の4月から教養科目の中の総合科目に関するシ

ラバスを検索することができるようになっていたのを

知ってましたか？

そして， 9月からはその検索がいっそう便利になり

ました！

B. あなたのパソコンからインターネットで

＊茨城大学のHP経由で教養教育のHP'､

何が分かる？

総合科目に関する授業題目，授業計画，授業の概要，

担当教員のプロフィールなどなと÷ ！

パソコン使えない人，持ってない人でも簡単

に検索できます！

後学期の時間割づくりのために， ドンドン利用して

ください。

アクセスの方法は？

「誰でも， いつでも」をめざして以下の二つの方法

を用意しています。

総合科目専門部会（曽我）

～Ⅵ

ﾉ31 やきつ

夏期休暇を終え後期の授業に入ると間もなく学園祭

が始まる。 まさに大学生活を満喫するまたとない機会

であるにはちがいない。 しかし， どこかの学部では，

現代の学生気質によって， その学園祭すらできないと

いう危機にさらされている。学生気質が年々変化して

いるので， ということでかたずけるのは簡単であるが

かたずけられないこともあるようである。その一つが

授業で，学生諸君に対する単位の認定基準の見直し，

授業プログラムの見直し等々この秋の会議は親切な教

員の学生に対するおせっかい？な議論を真剣に重ねて

おられるようで，学生諸君が感激のなみだにくれる日

も近い。これはまあ世界第2の経済大国を維持し， ア

ジアの盟主を維持するためには，仕方がない愛の鞭か？

バブル前にあまり議論されなかった様々なことが，経

済の低迷で自信と誇りを喪失することによって，今の

ような日本にした張本人を探すべく，議論を開始し，

その矛先が，教育界に向けられてきたようにも思える。

わたしは思う。貧乏日本は，世界に対するみえをやめ，

いかなる開発もやめ，それでもって， 自然を取り戻し，

その豊かさを甘受し，豊かな心を取り戻すいい機会で

はないかと。いかがですか学生諸君。学問秋といきま

せんか？ （Y、 A）
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