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ご紹介 をいただ きま した井村で ございます｡本 日は､年末 で しか も日曜 日であ るに もかかわ りませず､第 3回教育
改革 フォー ラムに多数 の方 々の ご出席 いただ きま した ことを､ たいへん うれ しく思 ってお ります｡本 日はまた､遠 い
ところか ら国立教育研究所 の喜多村先生 と慶臆大学湘南藤沢 キ ャンパ スの井下先生 においで いただ き､講演 いただ く
こととな りま した｡両先生 に大学 を代表 いた しま して厚 く御礼 申 し上 げたい と思 います｡
皆様 ご承知 のよ うに､文部省 の大学審議会 の中に将来構想部会 とい うものが ございます｡ この部会 は､ 日本 の高等
教育 の規模 につ きま して､将来構想 をま とめ､概要 を発表 いた しま した｡ ここで は､すでに もう新聞 に も出てお りま

8才人 口が急速 に減少 してい くなかで大学 の規模 はどの くらい
すので御存知であろ うと思 います けれ ど も､ これか ら1
が適切 であ るのかについて､議論がなされ ま した｡ ご承知のよ うに､1
8才人 口は今後 どん どん減 りま して､平成 21
年

2
0万 とい う数 にな ります｡ かつて22
0万 あ ったわ けですか ら､ およそ半分 まで減少す るわ けです｡
には底 にな り､1
平成 2年 ･3年 には､ いわゆ る第二次 ベ ビー ブームのために､臨時増員､臨時定員をおよそ1
1
万人設 けま した. こ
の臨時定員を ど うす るのか とい うことも､一つ の大 きなテーマであ りま した｡ けれ ど も､私立大学 の経営 の問題等 に
配慮 しま して､最終的 には臨時定員の半分 を､恒常的 に定員化 して残 す､ およそ 5万 5千 人を残す ことにな りま した｡
年 の底 をつ く頃 に
これ も含 めて文部省が､今後 の見通 しを試算 しているわけですが､ その試算 によ ります と､平成 21
は､大体志望者 は全部大学 に入 れてち ょうど1
00% ぐらいにな るとい う､ ある意味で は楽観的な見通 しにな ります｡

4% ぐらいが大学 に志願す ることが､前提 にな っ
しか しこれには､ いろいろ前提 があ ります｡ まず､高校卒業生 の6
ています｡ とすれば､進学率 は1
8才人 口の57%か58% までいかない とな らない とい うことにな ります｡ この通 りにな
るか ど うか予測 はで きませんが､ わが国 の大学 が極 めて厳 しい状況 に立 ち向か うことは､確実 であ ります｡定員割 れ
をお こ して くる大学 もかな り出て くると､予想 され るわけであ ります｡ そ うした中で､大学 が今後 どうあるべ きか と
い うことが､非常 に大 きな問題 であ ります｡
おそ らくそれぞれの大学 は､ それぞれ に個性 を発揮 し､ それぞれ特長 のあるカ リキ ュラムを提供 し､ そのカ リキ ュ
ラムに適 した学生 を迎 え入 れ る｡ そ うい う努力 を しない限 り､生 き残 ることはで きない｡ そ うい う時代が来 るのであ
ろ うと思 います｡本 日の ｢大学教育 の個性化｣ あ るいは ｢大学 の個性化｣ とい う問題 は､ これか らのわが国 の大学 に
とりま して､最 も重要 な課題 の一つであ ります｡ この ことは､疑 いは ございません. 1
1
月2
0日か ら私 は東京大学 の吉

0日ほど駆 け足旅行を
川総長 と国立大学協会 の数名 の方 と､ イギ リスの高等教育 の視察 に行 って参 りま した｡ およそ1
して参 りま した｡多 くの 目的があ りま した｡現在､ イギ リスの高等教育‑の政府 か らの支 出が大変抑制 されてお りま
して､大学 は厳 しい状況 にあ る｡ イギ リスの大学 は､ この限 られた資源を どのよ うに有効 に使 っているのか｡抑制か
ら生 じる問題 を､ どのよ うに して解決 してい るのか｡ また､元 々イギ リスには極 めて個性 的な大学 が多 いのです けれ
ど も､ そ うい った個性 を今後 どのよ うに維持 してい こうと しているのか｡ そ うい った ことを見 たい とい うことが､主
要 な目的で ございま した｡ そのすべてにつ いて今お話 しす ることは､ もちろんで きませんけれ ど も､本 日の主題 であ
る個性化 と絡 めて少 しだ け述べてみたい と思 います｡
現在､ イギ リスの高等教育 ‑の出資 は､政府 か ら Hi
ghe
rEduc
at
i
onFundi
ngCouns
i
lとい うと ころへ､ ブ ロ ック
マネーで支 出 され ます｡ Hi
ghe
rEduc
at
i
onFundi
ngCouns
i
lは､各大学 を評価 してお ります｡ つ ま り､ 教 育 ･研 究
の両面 で評価をいた しま して､ その評価 に基 づ いて大学へお金 を出 します｡大学 の方 は､ ブロ ックマネーでそれを受
け取 り､大学 を運営す るわ けです｡ もちろん､ 日本 の科学研究費のよ うな､ リサーチカウンスル もあ りま して､ そ こ
‑応募 して研究費 を獲得す るとい う道 もあ ります｡ それか ら､産学協 同 も極 めて活発であ りま して､産業界か らも相
当な資金 を受 け入れてお ります. しか しもっとも主要 なお金 はや はり､給与 も含めまして Hi
he
g
rEduc
at
i
onFundi
ng

Couns
i
lか ら出て きているわ けで あ ります｡
この カウ ンスルは､今 申 し上 げま したよ うに､一定の基準で教育及 び研究 の評価 を行 ってお ります｡ この ことが イ
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ギ リスの高等教育 にどのよ うな影響 を もた らすのか｡ す なわ ち大学 の個性 を殺 して しま うので はないか と､ そ うい う
不安 を もっわ けであ りま して､現 にイギ リスで出会 った学者 の中 に も､ そ うい う心配 を述べ る方 もございま した｡ し
か しいろいろな方 にお会 い して､大学 も 6つ ほど訪問 して参 りま したけれ ど も､や は りイギ リスの方 は､ あま り人 の
真似 は しない とい う精神が､伝統 的 に旺盛 で あ ります｡ それぞれが､与 え られた環境 の中で､最大限個性 を発揮 しよ
うとい う努力 を されて いる｡ この ことを痛感 しま した｡
た とえば､ ロ ン ドンの ダウ ンタウ ンに､ これ は苦 のポ リテ クニ ックスであ ります けれ ど も､現在 は ウエス トミンス
ターとい う大学 がで きてお ります｡ そ この学長 さん にお会 いま した ところ､ ｢
私 ど もはケ ンブ リッジの よ うな大学 を
め ざ して はいない｡私 ど もは しか し教育面 で は､ ケ ンブ リッジに負 けないよ うに努力 を したい｡｣ とお っ しゃい ま し
た｡教育‑大 きくウエイ トをか け､重視 してお られ るわ けです｡ 現 に Fun
di
ngCouns
i
lか ら参 ります そ の大 学 へ の
お金 を見 ます と､何 よ りも教育面 に大変 た くさんのお金 が参 ってお ります｡ その ことが､ あ とで調 べてみて分か りま
した｡
それぞれの大学 はそれぞれの置かれて いる条件､伝統､歴史､ そ うい ったすべてを踏 まえなが ら､個性 を発揮 して
い く｡ そ うい う努力が な されて い ることに､私 はや は り､強 い感銘 を受 けたのであ ります｡ これ に比 べ ます とど うし
て も､ 日本 の大学 は個性 に乏 しい と､ いわねばな りません｡ しか し先程 も申 し上 げま したよ うに､ これか ら1
8才人 口
が減少 してい く中で､ それぞれの大学 はそれぞれの個性 に合わせて､ あ るいは個性 を発揮 して､学生 を引 きつ けてい
か ない といけないので はないか｡私 はそ う考 え ます｡ た とえば､今後､ いわゆ る成人 の学生､社会人 の学生 を どのよ
うに して大学 へ引 きっ けるのか｡ あ るいは､ ど うい う特別 なカ リキ ュラムを､大学 は準備 で きるのか｡ こうい うこと
が､大変大 きな課題 にな るだ ろ うと思 ってお ります｡本 日は､ これか ら 2人 の先生 に講演 を して いただ きます｡ その
あ と､皆 さん とともに､真剣 にデ ィスカ シ ョンして いただ きま して､本 日の会議を実 りあ る ものに して いただ きたい｡
その よ うに念 じま して､私 の開会 の御挨拶 を終 わ らせて いただ きます0
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