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｢
授業参加観察 に関する座談会｣記録

この座談会 は､本 プロジェク トの初年度 の リフ レクシ ョンのためー平成 1
2年 1
2月25日に高等教育教授 システム開発
セ ンターのあ る､京都大学楽友会館

2階会議室 で行われた ものであ る｡ ご出席 いただいたの は､総合人間学部 の河

野敬雄教授､小 田伸午助教授､大学院工学研究科 の川崎 昌博教授､人文科学研究所の富谷至教授であ り､本セ ンター
の教授 の藤岡完治､及 び助教授 の石村雅雄 が加 わ り､ セ ンター長 の荒木光彦 ･大学院工学研究科教授 に御挨拶 をい
ただいた｡各先生 には本原稿 をチ ェ ック していただいているが､最終 的な文責 は､石村 にある｡

〔
荒木〕本 日は､ お忙 しい中､御参加 いただ きあ りが とうこざいます0
今年度か ら藤岡先生 が着任 いた しま して体制が整 いま したので､授業参加観察 プロジェク トを始 め させていただ き
ま した.今年度 はとりあえず見せていただ くとい うことに重点 を置 いて きたわ けですが､一度 これをま とめて､ ま
た来年 か ら活動す るための計画 を立 てたい と考 えてお りますので､ よろ しくお願 い します｡皆 さんそれぞれの分野
でFDは取 り組 まれていると存 じますが､ その多 くは､技術的 な面 に中心 を置 いてや ってお られ るの で はな いか と
思 います｡ それ はそれな りに､講義 をす るとい うことにつ いて は役 にたっのか分か りません｡ しか し､大学 の授業
には､ いろんなスペ ク トルがあ って､演習か ら､実験 か ら､体育 の授業 か ら､ とい うことにな ります と､ そ うそ う
簡単 に､ そんな技術的な側面 だけをや ってお ったんで は､多分だめだろ うと思 います｡技術的な側面 とい うのは､
全体 の一割 も満たない所を満 たす ものであろ うと思 います｡ こうい う観察 を させて頂 いて､皆 さんの ご意見 と学生
の意見 を リサーチ しなが らFDを作 って行 かない と､ いた しかたないだ ろ うと思 います. その た め､ こ うい う所 へ
来 ていただ くのは､大変 あ りがたい ことだ と思 ってお ります｡ よろ しくお願 い致 します｡

〔
藤岡〕 ど うもあ りが とうございま した｡
ご出席 の先生 ですが､河野先生 か ら自己紹介 を簡単 にお願 い して よろ しいですか｡

〔
河野〕総合人間学部 の河野です｡見て頂 いた授業 は､私 は基本的 に数学 ですので､理系 の方 にな って ます｡一 回
生､二回生 に全学共通科 目とい うのがあ って､ これ はクラス授業 ですか ら､ わ りか し共通 にはや って ますが､現実
には教 え る内容 につ いて は相 当に自由です｡教科書 も指定 しません し､ たぶん に教授者個人 にまか されてい る面 が
あ ります｡私 の場合 は､今回 はち ょっと例外で して､経済学部 を 2クラスに分 けて､｢
数学基礎｣ と言 って､ 一 回

0
年位前 か らや ってお りま して､経済学部 か らの要求 で､1
0
年
生 の授業 を まとめて 2コマ続 きのやつ を､試験 的 に1
位前､経済学 には数学 が大事だ とい うことで､ や り始 めた‑ クラスを担 当 したのです｡ ただ毎年担 当者 は困 って ま
して､や は り経済 っていいます と文系ですか ら､入学時 に数学 を理系 のよ うにはや ってないんですね｡ それですか
ら､担 当者 によ って随分苦労 しています｡私 自身 も今年初 めて もって る所 を見て頂 いて､初 めての経験 だ ったので､
がんば った分 につ いてだ けは､意欲 を認 めて頂 くか もわか りません けれ ども､実 際 には非常 に困難 な授業 だ った､
とい う風 に思 って ます し､反省点 は自分 自身多 々あ るんです けど､ こうい う機会 に皆様 と意見 をかわ してみたい､
そ うい う感 じを持 って参加 させていただ きま した｡
〔
川崎〕私 は工学研究科 の川崎です｡見 ていただいたの は 2つ あ りま して 1つ は ｢
基礎物理化学 ｣｡ これ は一 回生
授業で､ それか ら三回生 の ｢
物理化学 4｣ とい うア ドバ ンスコースの合計 2つを授業参観 していただ きま した｡前
者 の方 は一 回生 なので､学生 の意欲 も高 ま っているのです けど､後者 の方 は三回生 で､ もう学生 が､ こうい う言 い
方 した ら悪 いです けど､すれて きて しま って､ なかなか先生 と学生 のせめ ぎあい と言 いますか､何 とか引 き付 けよ

ugge
s
t
i
onいただ けれ ば､ これ か らの
うと思 うのですがなかなか､ それが うま く行 かな くて､ こうい う会 で色 々 s
授業 の参考 にな ると思 います｡私 は､工学部 の物理化学系 の ｢
物理化学 ｣の世話役 もや ってお りま して､ ここの会
合での ご意見 も反映 させて頂 きたい と思 います｡
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〔
石村〕 セ ンターの石村 で ございます｡各先生本当にど うもご協力 いただ きま してあ りが とうございま した｡今 日
は‑参観者 とい う所か ら､最初 の報告 だけさせて いただ きますが､忌怪 のない ご意見 をよろ しくお願 いいた します｡

〔
小 田〕総合人間学部 の小 田 と申 します｡専門領域 はスポーツ科学､運動生理学方面 です けれ ど､今回見 ていただ
いた授業科 目は ｢
運動科学｣ とい うタイ トルの全学共通科 目です｡ どんな ことか と言 います と､一つ は運動科学 に
関す る科学 的 な側面 の人 の動 き､ スポーツにおける人 の走 り方や打 ち方､投 げ方､ そ うした物 のバ イオメカニクス
的なデー ター､或 いは運動生理学 的なデー ターが語 る客観的な知見ですね｡ それを片方 にお きま して､ もう片方側
に､ 自分 自身が経験 した運動 を内的 に自分 の主観性 で と らえ ると らえ方､特 に これが スポーツ選手､一流選手 がた
けてお ります ので､ その客観性 と主観性 のずれ とい うことをテーマに して授業を しだ したのは 6‑ 7年前か らで しょ
うか｡ それを少 し形 と して意識 して きたの は 5年位前 か らです｡結構反応 があるよ うで して､調子 にの ってや って
たんです けど､今回 こうい う形 で こち らの先生方 とお知 り合 いにな りま して､ 自分 の授業 を ビデオで撮 って頂 いて､
自分 もそれを見 る機会があ るなんて初めてで した｡嫌 な もんですね｡ 自分 の声 も嫌 な声ですね｡ これが私 の授業 の
テーマなんです けど､ 自分 で 自分 を ど う見 るか｡声 も嫌 です し､ しぐさ も嫌 ですね｡ ただ今 日､家で冬休 み ごろ ご
ろ して いる子供達 に､ お父 さん､ ほん まに大学 の先生 しているんだ､ とい う所 をち ょっとだ け見せてや ろ うと｡権

ur
ni
ngpoi
ntにな るん じゃないか と期待 してお ります｡先生 方
威が失墜 ぎみですので｡私 の人生 にとって大 きな t
と色 々お話 し出来 る事 を楽 しみ に今 日はや ってまい りま した｡ よろ しくお原臥 ､
致 します｡

〔
富谷〕人文科学研究所 の富谷 と申 します｡私 は法学部 の東洋法制史 を担 当 し､三〜四回生及 び大学院 の共通授業
をや ってお ります｡ 2回観 て いただいた訳 ですが､私 の授業 は､主 と して中国古代 の､今年 は ｢法 と習慣｣ とい う
題で ございます｡ だいたい授業 は 2時間 〜 3時間で一つのテーマを とりま して､ オムニバ ス形式 でや ってお ります｡
大学院 の基礎法 の院生 も入 ってお りま して､ また三回生 の学生 もきてお ります｡私 と しま して は受講者 に幅があ り

0
年以上 にな るのです けど､ ここに きてす っか り自信
ますのでや りに くいこともあ ります｡私 は教壇 に立 ちま して2
がな くな って きたんです｡授業 のや り方､ その他 の点 で もど うした らいいのか と迷 って いま した｡ そ うい った中で
藤岡先生 の方 か ら､授業 の改善 その他の形態 の取組 とい う話 が きま して､私 自身 の改善 に もな ります し､喜んで協
力 したい と思 いま した｡ それ と同時 に京大 の中で､ とか く研究所 とい うの は､特 に人文研 とい うのは､教育 を もう
ひ とつ なお ざ りに している､ と批判 を受 けています｡研究 ぽ っか りして と｡私 自身及 び研究所 の人間 も､ これか ら
本格的 に学生 の教育 に取 り組 んでいかなければな らない時期 に来 ていると自覚 してお ります｡ そ うい う意味でい く
つかの ご意見 をお聞 き して､ また教育 とい うことに積極 的 に取 り組 んで い きたい と私 はそ う考 えて います｡ ひ とつ
よろ しくお願 い致 します｡

2
年度 の教育改善経費 をいただ きま したので､ これ までの取 り組
〔
石村〕 この会 は､ お願 い しま したよ うに､平成 1
み と本 日の先生方 のお話 しをま とめて報告書 の形で整理 したい と思 っています｡ この原稿 は､後 はど先生方にチェッ
ク して いただ くとい う事 でお願 い したい と思 います｡
この プロジェク トのそ もそ もの背景 は､河野先生 もよ く御存知か と思 いますが､公開実験授業 とい うのをず っと
や って きて､今年 で 5年 目にな ってお ります｡月曜 日の 4コマ目の授業 を公開 いた しま して､ その後検討会 をす る
とい うことをず っと 5年間や って きているのですが､ なかなか これが京大 の先生 の中 に広 が って いかない とい うの
が最大 のネ ックで して､私共 で一回調査 を させて頂 いた ことがあるのですが､ その中で もや は り忙 しい と､ で正直

5
分 に始 ま った授業 で､検討会 が終 るのがだいたい 5時3
0分 か ら 6時で ござい,
ます ので､ なか なか来 て
言 って 2時4

0人位｡昨年 は例外的 に､大学院工学研究科 の柴 田先生 に 1年 間付 き合 って いただいた
頂 けない｡延べでだいたい1
とい うことが あ りま したが､基本的には臨時的な参加 にとどまるとい う所 にな ってお ります｡ じゃあそれを ど うす
るのか､ とい う事 で､ いろんな方法があると思 うのですが､ やは り自分 の授業 を問い直 してい くとい う教員 の意識
改革､ それを ど うす るのか とい う事 を考 えて い く｡例 えば､伊藤秀子先生 とい うメデ ィア教育開発 セ ンターの先生
は､先 ほど小 田先生が 自分 の ビデオを嫌 な もんだ と言 ってお られ ま したが､ ｢自己のふ り見 て我 がふ り直 せ｣ とい
う方法で 自分 の授業 を見 てみよ うじゃないか､ とい うプロジェク トを してお られ ます｡私達 の プロジェク トとい う

‑5
8‑

の は､ 自分達 の授業 を公開 して､昨年 か らは リレー方式 で､観察者 も授業 を してみ るとい う形 でや って い るのです
が､ そ こを ど うす るのか｡授業 を見て い くんだ とい う所 か ら始 めて い こうと思 って いたのですが､ それが広 が らな
い｡ それが藤岡先生 が 4月 に赴任 されて､ あ っとい う間 に突破 されて､全学 に手紙 を出 してみた ら6
0人以上 の応答
が あ った とい う所 か ら始 ま って います｡ もともとバ ックグラ ン ドはそ うい った所 にあ ります｡ 中身 は､ もう今 日お
集 りの先生方 には､すで に授業 を見せて頂 いたので お判 りだ と思 いますが､大学 の授 業 の参加観察 と学生 によ る授
業 リフ レクシ ョンとい う所 を中身 に してお りま して､資料 でお配 り しま したが､藤 岡先生 な り私 が入 らせて いただ
いた時 には､ ｢
授業参加記録｣ とい うA4版 メモを させて いただ いて ますが､ これを も って先 生 方 の授 業 を見 せ て
いただ きま した｡ だいたい藤岡先生 は慣 れて い らしゃるので､ 1回で 5枚位ですね｡僕 なんかだ と､ なかなか うま
くま とま らないので 7‑ 8枚かか るのです けれ ど も､ これを まず書 きます｡ それ と先生方 の ご了解 を頂 いて､授 業
の リフ レクシ ョンシー トを学生 に書 いて もらい ます｡ そ して各先生方 にその授業 が終 って､授業 へ の コメ ン トとい
う形 で､ この参加記録 と リフ レクシ ョンシー トの回答 を元 に してお返 しす るとい うことを､ず っと繰 り返 して きま
した｡ これ まで にだいたい ご協力 の申 し出は6
0人程 あ ったのですが､ なぜかですね､ 月曜 の 1､ 2限 であ るとか､
火曜 の 1､ 2限 に集 中す るな ど重 な った授業 が い くつかあ りま して､見せて いただ けない授 業 もあ ったのですが､
合計 で丁度､今 7
0見せて いただ きま した｡ 2回 目 も含 めま して延 べ7
0にな りま した｡ それが今､数 的 な段階 です｡
最初 はい くつか誤解 も受 けた り した こともあ るのですが､朝 日新聞 に取 り上 げ られ た時 に も､我 々が考 えて い るの
は大学教官 とセ ンター教官 が共 同で行 う授業改善 の試 みで あ り､大学 内の さまざまな授 業 に学生 の視点 で授業参加
観察 を行 うのだ とい うことでや って いたんで､ あ くまで相互研修 だ とい うことで した｡ ところが朝 日新聞 の報道 で
は､我 々セ ンターが プロで､京大 の他 の先生方 の授 業 を指導 して い くんだ､ つて い う報道 の され方 を して慌 て ま し
た｡東海大学 の教育支援 セ ンター つて い うものが考 え られて い るそ うですが､ このよ うな ことをす るので はないん
です｡ ノウ‑ ウを教員 に提供 して い くよ うな､ こうこうこうい った授業 を提供 す るんだ､ とい うことにあた って､
共 に考 えて議論 してい きたい､ こうい った場 を多 く持 って い くことによ って授業 の改善 につ なげて い きたい､ とい
う発想 を もって います｡ や は り各先生 の授業 には､ す ご くそれぞれの文体 がおあ りなんですね｡全般 的 にい って非
常 にみ ごとな授業 を してお られ る｡ 先 はど富谷先生 が悩 んでお られ るって い うのが､ とて も考 え られ ないよ うなみ
ごとな授業 を してお られ る｡ それを じゃあなんで悩 んでお られ るのか､是非考 えたいのですが､ どの先生 も非常 に
み ごとな､ それぞれの文体 を持 って授業 を してお られ るわ けで､ そ こを壊 して､ それを越 えてですね､何 か こん な
方法 が あ るんだ､ とい う言 い方 は絶対 で きないんだ とい うことに確信 を持 つ に至 って います｡互 いの文体 を大切 に
しなが ら､ こうい う場 を もって話 し合 って い くこと､ この資料 は全部来年 3月 に資料集 の形 で公開 いた します が､
それを元 に して また語 って いただ く事 を考 えて います｡ そ して､ それをつなげてい く､ メー リング リス ト‑ の参加
をお願 い した と思 うのですが､ ほぼ全員 の先生 か ら ｢
参加 して もいい｣ とい うお返事 を頂 いてお ります ので､現在
コ ンピュー ターを総長経費 の方 か ら買 って いただ きま して､今準備 中で ございます ので､本年度 中 に はメー リング
リス トとい う形 で､ さまざまな授業 の情報 であ る とか､授業改善 の情報 が各先生 の ところに､ メールの形 で提供 で
きるとい うことにな ると思 います｡最後 ですが､授業観察 プロジェク トって い うの は､授 業 を監視 じゃな くて観 察
しあ うんだ とい うこと｡ 教育共 同体 で､ それを元 に しなが ら､我 々のや ってい る公開実験授業 を､常 に月曜 の午後
にや ってお りますので､ これを例 えば見 に来て いただ く｡ 授業 を見せて いただ いた総 合人間学部 の フラ ンス語 の松
島先生 に この前来 ていただ きま した｡ そ うい った形 も始 ま ってお ります ので､ そ うした形 で授業 を改善 して い く方
法 を考 えて い こう､ とい うことで来年以 降進んで い こうと思 って います｡現状 は以上 です｡

〔
藤 岡〕 ど うもあ りが とうござい ま した｡ これ まで見せていただ く中で､何 もご報告 申 し上 げ られ ませんで したの

0分程度 なんですが､授業 の参加観 察 で何 を見て きたんだ とい うことが あ るか と思 います のでお話 しし
で､簡単 に1
たい と思 います｡石村 さんか らお話 しが あ りま した よ うに､私 は参加 して いて､や は り先生方､ す ごい授業 を され
て い るな､ とい うのが率直 な感想 です｡ それ を切 り刻 んで しま うみたいなの は､ とて も後 ろめたいんです けれ ど も､
どんな所がその授業 の中 に組 み込 まれて い るだろ うか､ とい うのを内容分析す るよ うな形 で､先 ほど石村 さんの話
にあ りま した､授業 の コメ ン トの中か らそれを整理 してみたんです けど､ まだ全部整理 で きてな くて申 し訳 ないん
ですが､途 中経過 とい うことで､ ぎ っとこん な ものだ とい うことです｡例 えば一番最初 に ｢
課題 の明確 な提示｣ と
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い うのが ございま して､ この記号 は､先生 のイニ シャルです｡ その授業 の中で どんな ことが見通せ るか､ とい うこ
となんですが､｢
課題 の明確 な提示｣ の ところで は､ た とえば復習 とい うことをふ まえなが ら進行 してい くだ とか､
或 いは説 明を しなが ら課題 を提 出 して い くだ とか､ さまざまな方法があるとい うことです｡ そ うい うよ うな方法で
全部分析 して い きます と､課題意識 を もたせ る授業 の構造 を､前 もって準備 して いるとか､具体 と抽象の橋渡 しを
す る､ これが とて も多 いのですが､や は り先生方 は､ ここで も学生 の学 びを喚起 しよ うと して苦労 されているのが
見え ると思 います｡ それか ら内容 その ものを工夫す るとい うこと､ それか ら学 問研究 の面 白さと厳 しさを教 え ると
い うこと､ これ らは先生方､意識 されているか ど うかわか りませんが､学生 の席 にいます と色 々伝 わ って くること
です｡学 問の方法 を教 え るとい うことですね｡特 に理系 の先生方 に強か った と思 います｡或 いは文系 の先生 です と､
今度 は研究 の質 とい うよ うな ことを特 に織 りこまれてお話 しを されて いる｡ 学 問の研究者 ってい うのはどうい う態
度が必要 なのか､ とい うよ うな ことだ とか､或 いは学 問研究 の しかた､学 び方 や考 え方 とい うことにつ いて教 え る
とい うのが ございます｡課題 はな るべ く現代性 のあ る もの とい うことで取 り組 まれて､身近 な ことや､ 日常 と繋 げ
なが ら､専門的な内容 を教 え るとい うこと｡ これ は専 門科 目或 いは全学共通科 目､両方共で大事 にされてい るとい
うのは分か りま した｡教科書 を学生 に対象化 させて､研究す るとい う所 に導 こうとす る働 きか けが随分 あ ります｡
また全学共通科 目の特徴だ と思 いま したが､ 自分 自身であ るとか､ 自分 が育 って きた文化 とい うものを対象化 して
い く､ そ うい う習慣 を身 につ けさせ よ うとい う働 きかけを してお られ ます｡今回見せて頂 いたのは､ どっちか とい
うと講義 といいますか､先生 が中心 とい うのが多か ったですが､学生 を活動 させ ることによ って学 ばせ よ うとい う
のが､語学 の先生 を中心 に してあ りま した｡ また､相互性 の確保 とい うことですが､学生 との コ ンタク トを取 りな
が ら教 え る って い う工夫です｡ それが相互性 の確保 と名付 けた ところです｡ もちろん､ それ と関係 す るのですが､
学生 の経験 をその場 で教材化す る｡ 学生 の思 いだ とか､つぶや きだ とか学生 の疑問をそのまま授業 に持 ち込んで解
説す る｡ また語学 の先生 なんか､特 に外国人 の先生 に多 いのですが､学生 を授業 に参加 させ る｡ ど うい うよ うに次
の授業 を持 とうか とい うのを提案 して､学生 の希望 を採 るとい うよ うな事 を されていま した｡ それか ら教師の身体
表現 とい うとこで､ これ は私､ とって も驚 いたんです｡私 は､小中高等学校 の授業研究 とい うのを長 くや って きた
んですが､大学 の先生 とい うの は､ あま り身体表現 はないのかな､ と実 は思 い込 んでお ったんですね｡ そ うしま し
た ら､実 に身体表現､例 えば､物質 の構造 や運動 に も身体 を使 われ ます し､ 内容 と自分 の身体 とを関連 させている
んです｡外国人 の先生 が担 当 されている全学共通科 目で したですかね､ レグィス トロースはど うい ったか とい うと､
教壇 の右側 か ら学生 に向か って話 をす る. そ して､ つたっ た と歩 いて逆 の左側 の コーナーの方 に立 って次 の新 しい
思想家を出 して きて､ そ こか らまた演説 をす る｡ そ うい う様 な授業 を して いま して､ まさに役者 だな と思 ったので
す｡ それか ら学生 自身 に も身体 を使 って表現 させ る｡ これ は語学 の授業 に多か ったです｡ ただ口先 だ けで発音 した
り､表現 させ るだ けでな くて､動作 を ともな って表現 させ る､ とい うことを随分工夫 されて いま した｡形成的評価､
途 中で質問を求 め る､ とか､尋 ね る､ だ とか､机間巡視 しなが ら学生 に教 え るとか､ プロセ ス評価 といいますか､
そ うい うこともや っぱ りや られているんだな､ とい うふ うに観察 しま した｡｢
教 師 と学生 のズ レ｣ とい うこ となん
ですが､最初 の授業 の前半 の部分､ かな り丁寧 に復習 を しなが ら進 め るとい うことがあ るんですが､途中か ら難 し
くな るのが､特 に理系 の授業 で見 られ ま した｡ これ､私 の学力不足 もあるんですが､ エネルギーのカスチ リ7‑ノ
の定理 とい うんで しょうか､ とい う所で､ なんか私が参加 して いま して も､周 りの空気 がパ ァー と止 ま った といい
ますか､学生 が思考 が止 ま った りですね､ こうバ タバ タと寝始 めた りす るんです｡ ああ､や っぱ り難 しくな ったん
だな､ と思 ったわ けです｡ それか ら系統性 と順序性､ これ は特 に理系 の専門科 目を中心 に して､教科書 を使 う所 が
ある､ シー トを準備す る所があ るとい う形 で､ とて も順序 よ く内容 を教 えて いる｡後､ メデ ィアですね｡ メデ ィア
も随分色 々工夫 して用 い られて います｡ 言葉 の説 明だ け じゃな く､図 と説明 と合 わせなが ら思考 を導 くとい う様 な
ことが されていま した｡薬学部 の先生方 は､ プ リン トを使 いなが ら､ プ リン トにそ った指導 を され ま して､ とて も､
学生 をおち こぼ させ ない､ といいますか､配慮 されて いると感 じま した｡ ｢
教 師の 自己開示｣ とい うこ とにつ いて
は､ これ も大学 の先生 が､ こうい う御 自分 の ことを開示 され るとい うのが とて も不思議 だ ったん です｡ ｢私 もよ く
間違 え るんです よ｣ とか ｢自分 で考 えて下 さいね｡夕べや ってみて､答え私間違 えて ま したか ら｣ とかですね｡ そ
んなふ うに率直 に御 自分 の ことを言 われています｡｢まだこの本､私 も読 んで ません けれ ど も､ とて もいい本 だ と
いわれて ます｣ な ど随分率直 に語 られ るんだなと｡それから､学生に対す る思 いを伝 え る｡ これ は全学共通科 目の
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中で観察 された ことです｡や っぱ り学生 を学 問す る仲間 として見ているんだ とい う､ そ うい うことを学生 に伝 えよ
うとされて るんだな と思 いま した｡ それか ら同 じよ うに全学共通科 目で観察 されたんですが､ 自分が ど うや って研
究者 と して形成 されて きたか とい う自己形成 を､授業 の中で語 るとい うよ うな こともあ りま した｡特 にですね､ あ
る先生 はとて もなんかアクチ ャリーといいますか､ 自分が学会 の最初 の発表時 に､ どんな経験 を した とか､ その後
どうや って度胸 をっ けて い った､ だ とかですね｡ どんなふ うにす ると勉強が進む とか､見栄 を はらず に 日本語 で読
もう､ とかですね｡ そ うい うふ うに､身近 な所か ら､学問研究 の先輩 と しての自分 とい うのを語 られて いた と思 い
ます｡ その他､特 に分離 で きない様 な項 目等 あ りま して､ まだ本当に雑 なまとめなんですが､ この後､ これを少 し
構造化 していきたい と思 います｡ おおざっぱに､ いわゆる専門の科 目と全学共通科 目とを見てみます と､専門科 目
の方 はや っぱ り課題 を明確 に提示す ることとか､抽象 と具体の橋渡 しをす ることとか､身近 な ことや実情 と研究を
つなげる､ それか ら学生 の興味を保 とうとす るんですね｡後､ メデ ィアの活用､形成的な評価､ テーマを今 日的な
ものに しよ うとか｡後､学問の方法や学 び方､考 え方 とい うことを 自分 のなかで強調 してい くとい うことが‑ つの
特徴 と して浮かび上 が って きま した｡ しか し全学共通科 目の授業 と して は､身近 な ことや今 日的な もの とか い うの
は同 じなんですが､学習 における身体性､語学 を中J
Lりこしてですが､それを強調 して い くとか､研究者 と しての 自
己形成 を語 るとか､学生 に対す る思 いを伝え る､ とかい う事 は専門科 目で はあま り見 られなか った事 で した｡学 び
方 や考 え方 を教 え る､ これ は共通 なんですが､特 に強調 されて いるのか､ 自分だ とか 自分 の文化 とい うものを相体
化す る事が大事 なんだ とい うよ うに伺 いま した｡雑駁 ですが､ これ までの参加観察か らの見えて きた ことにつ いて
御報告 申 し上 げま した｡何か ご質問 ございますか｡

〔
河野〕先生が御覧 にな った授業 の中で､ いい授業だな と思われた中で､共通性 ってい うもの､ あえて三つあ ると
すれば､ どんな点をまず先生 としてあげ られ ますか｡

〔
藤岡〕先程 申 し上 げま した様 にですね｡専門科 目､特 に理系 の授業の特徴だ と思 いますが､や は り課題 の明確 な
提示 と抽象 と具体の橋渡 しとい う事 に､ とて もや っぱ り力 を入れて ま した｡形成的評価ですね｡進 め方 は理系の先
生 とい うのはだいたい､ そ うなので しょうか｡前 の時間 に課題 を出 しといて､ そ の課 題 をOHPで見 せ なが ら解説
した り､ また次､課題を出す､ とい う､そ うい うパ ター ンが とて も多 くてですね､ そ うい う意味で は､す ご く手堅
い授業が多 いと僕 は思 いま した｡

〔
河野〕論文の書 き方 そのままですね｡

〔
藤岡〕 まあ､ そ うですね｡

〔
河野〕 イ ン トロダクシ ョンして､ そ こに仮説､課題 があ って｡

〔
藤岡〕 そ うですね｡

〔
河野〕 目的 はこうなんだ｡ そ うなると､ その方法 はこうな って｡

〔
藤岡〕 そ うですね｡

〔
川崎〕工学系の先生 と理学系 の先生 とまたち ょっと雰囲気が違 いま して､今のはどち らか と言 います と工学系 の
先生方 の雰囲気かな と思 うのです｡理学系 の先生 は､割 に研究的 と言 いますか､ こんなふ うに誰 か実験 して､ それ
について こんな異論が出て､ その後行 き詰 まって､研究史､科学史 を紹介 しなが ら授業 され ます｡専門の数学 の先
生 なんか は､や はり数学 の美 しさに､学生達 を直接触れ させ よ うとい う目的であま り色 々細 かい技術 い うのは感 じ
られませんね｡ 基本的 には板書 して､ それを学生 が写 した り､一緒 に考 えた りす る事 なんですが､途中で ち ょっと
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こう黒板 か ら離 れ られて､｢皆 さん ここか ら何 か感 じられ ませんか｣ とい うふ うに学生 に問 いか け され ます｡ そ し
て御 自分 で は ｢本 当に これ は椅麗 ですね｣､ とかお っ しゃるんですが､学生 は判 って るのか､判 ん な い の か｡ 数 学
は理系 の中で は､独特 だ と思 って るんですが｡河野先生 いかがですか0

〔
河野〕 文系 の学生 に は違 う所が あ るんです よね｡

〔
藤岡〕 うちの工学 系 って い うだ け じゃな くって､富谷先生 は､随分 や は り歴史 的 な背景 とい うので しょうか､後
でお話 しいただ け ると思 いますが､ そ うい う経過 を追 いなが ら､ それが今 の学 問 に どんなふ うにつ なが って きて い
るのか､ 同時 に 自分達 の持 ってた常識 みたいな ものを覆 して い くとい う様 な授業 を されてお られ ます｡ 川崎先生､
その辺 は意識 されてお られ るんですか｡

〔
川崎〕 そんな意識 は して ないんです けれ ど も､物事 を考 え るとい うことが大切 と思 います｡ 特 に工学部 の人間 に
は是非 とも必要 な ものですか ら｡

〔
富谷〕 ち ょっとお伺 い したい事 があ ります｡7
0人 の先生 が授業参観 の受 け入 れを申 し出たわ けです ね｡協力 を申
し出 られ た先生 の授業 とい うの は､ それな りに工夫 な さ って い る､ ない しは悩 んでお られ ると思 うんですね｡ 問題
は大半 の授業 とい うものが､ や は りそ ううま くはい って いない､ ない しは､ は っきり申 して､面 白 くない､学生 に
とって も退屈 な授業 で あ って､ マイナスの意味で評価せ ざるを得 ない授業 が大半 だ と思 います｡結局､大半 のそれ
を無理 や りに見せて いただ くとい うことが 出来 ないのです けれ ど も､ いわば駄 目な一 つ の例 を我 々 は知 りたい､ こ
れが一つ ですね｡ と言 いますの は､ 当時私 が学生 の頃 は教養部 とい うのが あ りま して､教養部 それか ら専 門課程､
そ して大学 院､私 の場合一 つ と して面 白い授 業 がなか った. ない し､ そん な工夫 なさ って い る先生 が､本 当 にい る
のか しらと思 って いま した｡

〔
藤 岡〕 よ く授業 出 られ たんですか先生｡

〔
富谷〕 ほとん ど出て はいないです｡ ただ､工夫 され たお もしろい授業 とい うの はほとん ど無か った って い うか､
私 は記憶 にない｡ それがや は り今で も続 いてい ると私 は勝手 に思 ってい るのです けれ ど｡ この辺 ど うお考 え にな っ
て い るのか と､先 に妙 な水 をかけ る様 で 申 し訳 ないのです けれ ど も｡

〔
藤 岡〕 そ うです ね｡先程､ セ ンター長 さんの話 にあ りま した様 に､私 は とにか く赴任 して きて､何 が なんだか分
か らない と､雲 を掴 む様 な話 だ と｡ そ こで ともか く大学 の授業 って ど うい うのか見せて頂 くとい うのが､正 直 な所
ですね｡ それで 7
0名 とい うの は､実 は私 に とって は驚異 的 な数 だ ったのです｡ 多分 そ うい うふ うに言 って見せて下
さるの は､

1名 か 2名位 か な って実 は思 って ま して｡大学 の授 業 って所 に一度触 れてみ るだ けで いいや と思 ってた

んですが､ そ うい う意味 で は驚 きだ ったんです｡誠実 に授業改善 を考 え られてお られ る方 とか､或 い は一定程度 の
実績 を持 ってお られ る方､或 いは情報 が欲 しい といわれ る方 が いた と思 うんですね｡ で､ それ以外 の先生 が じゃあ
授業 が まず いか と､ そ うい う事 じゃない と思 うんです｡人 に見 て もらうとい う事 に対 して壁 が ある とい う事 もあ る
んで しょうか ら､残 りは努力 してない とは思 わないです｡ と もか く､ こうい う動 きが起 こって､ そ して それが決 し
て､何か外 か らど うの こうの､ 自分 の授業 につ いて言 うこと じゃな くて､何 か 自分 の授業 を写 す鏡 にな った り､ そ
れが きっか けで他 の先生方 とつ なが りがで きた り､情報 が交換 された りとい うチ ャンスになれば､何 か また動 きが
広 が るか な､ まあ､ そ うい うきっか けになればいいん じゃないか とい う事 で､ あ ま り良 い授業､悪 い授業 って い う､
そ うい う意識 で は取 り組 ん じゃいないんですね｡先生 のお っしゃる通 り､ このデー ターには片寄 りが あ るで しょう｡
ただ これ を整理 して､ こん なふ うに見せて いただいた限 りで は､ こんな授業 で､ こん なふ うな工夫 されて ます よ､
とい うことが 目にふれ るだ けで､何 かその動 きにつ なが らな いかな とい う淡 い期待 はあ ります｡
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〔
小 田〕逆 に殻 を閉 じられて しま うとこもあ りますね｡先程 そのニ ュア ンスが石村先生 の発言 にあ った とい うふ う
に私 は理解 したんです けどね｡授業 を どん どん面 白 くして あげ るんだ､ みたいにと られて しま うので はないか｡ そ
れ は教育 って ことを研究 されて い る先生方 にはマイナス効果で あろ う｡ とにか くポ ジテ ィブな ところか ら､ いい も
の､或 いは活気 のあ る所 を どん どん広 げて い く｡ 私 も授業 中､絶 えず寝 て いる学生､気 にな るんです けれ ども､寝
て る子 よ りも私語 ですね｡後 ろの方 で私語 をや って る場合 はー真ん中位 の学生 が､ メールで､ ｢先 生 注 意 して下 さ
い｣ なんて言 って くるんです｡僕 は気 づか なか った｡君 は気づ いて いた｡君 は授業 聞 けなか った｡ 僕 は気 づかず夢
中で講義 して いた｡ さ りげな くち ょっと言 うんです けど｡ それか らは､時 々私語 を注意 す るよ うに はな りま したが､
それよ り何 て言 うんですかね､教室 の中の雰囲気 を､参加 したが って る学生 と､教官 との アクテ ィビィテ ィーが相
互交流 しなか ら上 げて い くと､ 自然 と目が くるんです｡私語 がやんで､ その瞬間､ 自分 の中でや っぱ り ｢よ しや っ
た‑｣ と思 うんです｡言葉 で ｢俺 を聞 け｣ ってい うの は簡単 です｡ それ は一瞬 だけの効果 です｡ や は りそれ よ りも､
いい もので いざな って あげる｡ そ うい う方 が進 め方 と して はち ょっと､ お しゃれなんだ と｡ 運動 の コーチ ング も小
出監督 が高橋尚子 をそ うい うふ うに した様 に､ まさに今迄 スパ ル タ式､軍 隊式教育観､ コーチ ング観 が今 や何 か変
わ る気配 を見せて ます｡

〔
川崎〕 そ うですね僕､ 自分 が学生 で あれ ば どうかな と思 いなが ら授業 して います｡ 湯川秀樹先生 は､ ま った く学
生 なんか見ず に､ もうただただ､ ぶつぶつつぶや いて書 いた って言 われて ます｡福井謙一先生 も講義 ノー ト見てザー
と書 いてお られ ま した｡僕 らま った く追 い付 けない位 の早 さで書 かれて､ その うちに授業終 って ま したか らね｡ 本
当の学 問的な レベル と､授業 を学生 にわか って もらうよ うにす るとい うの は､ ち ょっと､ こう､ず れて るとい うと
ころが気 にな るんです. それ は本 当 は一緒 になるべ きなんで しょうけど｡ そ うい う意味では､まあ学生 の立場 に立 っ
てや って るつ もりなんです けど｡ 先程 ご指摘 があ りま した様 に､特 に専門で は授業 の途中か ら､ レベルを上 げて教
え ると学生が寝 だ した り､興 味を失 うとい うのはあ ります｡ や は り当然です けれ ど､新入学生 にいままで､ ま った
く聞 いた ことのない事 を教 え るわ けですか らね｡ しか も今 の学生 さん は予習 は して ませんか ら､突然話 が解 らない
とこに釆 た ら嫌 にな るんで しょうね｡ で も､ それ は普通 だ と思 います｡

〔
河野〕解 らない事 だ らけです もんね｡

〔
富谷〕 それをあ ま りや さ しく言 うの は､先程 申 しま した様 に学 問 じゃな くお話 しにな って しま って｡特 に専 門教
育 で はですね｡ だか らそ こは学生 に克服 して､や って もらわ ない と駄 目だ と思 います｡ どうなんで しょうかね｡ そ
れを面 白 くおか しくって い うの はち ょっと私 には出来 ない｡

〔
藤 岡〕 その ｢
面 白おか しく｣ って い うのは､ まあ出来 ない と して､ その学生 にそ うい う､｢努 力 して越 え な き ゃ
いけないんだ よ｣ とい う事 を何か気付かせ るだ とか､ その気 にさせ るよ うな何か働 きか けとかあ りますか｡

〔
川 崎〕私 の経験 で は､課題 を与 えて､今分か らないけど家 でや って きた ら分か るよ うに､来週迄 に簡単 な レポー

0分 頃 に レポー ト書 かせて､授業 でや った ことの復習 をち ょっとさせ て ます｡ そ う
ト出 しなさいとか､授業 の終 り1
い う､演習的 な要素 を入 れて います｡私 は京大 の前､北大 にいて､ その前三重大学 にいたんです けれ ど､ そ こで は､
授業 と演習 1:1に対応 させて ま した｡授業 でや った内容 を同 じ週 の二 日後 の演習でや ってたんです｡演習 も学生
の誰 かを選 んで黒坂 に書 かす とい うので はな くて､全員 にノー ト持 たせてそ こに計算 させ､先生 が机 の問 を まわ っ
て ノー トをチェ ックす る. それを さ らに提 出 させて､次週 まで に採点 して返す とい うふ うにや って ま した.京大 は
学生 さんが出来 るとい う前提 なんで､ そ うい う事 はカ リキ ュラムに入 ってない様 です けれ ど､僕 は これか ら要 るん
じゃないかな と思 います｡

〔
藤岡〕 それ先生､多 いですね｡河野先生 も必 ず レポー トを返 され るんです よね｡
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〔
河野〕

2コマ続 きで演習 の時間 は一応返 して いますが､普通 の講義 で はそ うはいかないですね｡

〔
藤岡〕学生 の行動 を伴わせ る様 に してや ってお られ るの は､理系 のかな り特徴かな､ と思 って ま したけれ ど も｡
河野先生 の方 は､ ち ょっと文系 の授業 なので､ それ プラスこれ は面 白いんだ よ とい うメ ッセー ジをた くさん出 した
りしたんですね｡ これや るの は意味 あるんだ よと｡

〔
河野〕 まあ､ その工夫 したんです けどね｡数学 を文系 の人 にど う面 白が らせ るか とい うの はなかなか難 しいんで､
まあ僕 と して は､ あま り役 に立 っているとかい う話 しは しなか ったですね｡

〔
藤岡〕特 にそ うや らせ る意味づ けを､す ご くしてお られた様 に思 ったんです けれ ど｡

〔
河野〕最終的 に､ や は りレベルが高 いなあ と思 われ る事 をや ってみせ る場合 は､ これが将来的 に役 に立 ちます よ､
とい う言 い方 は､文系 には出来 ないんです よね｡ 数学 の場合 は役 に立っ とか い う発想 はないですか ら｡ 理系 の場合
は､ これ は物理 に使 いますか らとか､ そ うい うの は一応言 え ます よね｡ 文系 に対 して は､ ち ょっと言 えないんで｡
出来 る学生 は納得 して いるんだ､ とい うのは自己陶酔 です｡完聖 にや ってみせて､ こうい うふ うにす ると､パ ッと
最後 に椅麗 な結果がで るとい うのを見せた時 には､ は っきりと自己陶酔 と言 いますか､ 出来 る学生 にはひた らせ る
ことがで きる｡ で は､ 自己陶酔 にな らない人 にど うす るか とい うと､ これ特 に名案 ない気 がす るんですね｡僕 の文
系 に対す る一 つの答 え は､｢役 に立っ｣ じゃな くて､解 く面 白さを感 じて もらうことです｡課題与 えて､ 時 間 内 に
解 かすんです けど､ ど うして も解 けない学生 で も ｢どうして もや る｣ とい う雰囲気 で残 って までや って ますか らね｡
それで解 けた って喜んで ますか ら｡

〔
富谷〕 ち ょっとお聞 き します｡全員 に解 らす必要 が果 た してあ るのか ど うかという問題 と､それか ら皆 に面 白か っ
た､ ない し充実感 を持 たせ る必要が果 た して大学 の授業 に必要 なんで しょうか｡

〔
河野〕 それ はや は り､大学 の どの学年 に対 して､ ど うい う内容か によ って､違 うん じゃないで しょうか｡私 はや
は り大学 の専門 の授業 とい うのを考 えた時 に､語学 とか数学 につ いて は､入学試験 を して る以上､原則､全員 を解
らせない といけない ものだ とは思 うんです｡ それ は教養 と違 いますか ら｡

〔
富谷〕 そ うします とね､語学､数学 とい う､ いわば基礎 的 な共通 の部分 はそ うせ ざるを得 ない､ そ うい うや り方
を しなければな らないんだ とい う事 をよ り徹底 す る方 が効果的で､全員 を解 らせ ることがで きるので はないで しょ
うか｡

〔
河野〕 よ り効果的か ど うか ってい うの は難 しいですね｡ また､ そ うす るとす ぐに必修 とい う事が出て くる｡実際､
語学 がそ うです よね｡ で数学 は必修 とい う言葉 は使 って ませんが､ ほとん ど必修 に近 いですよね｡ そ うい う意味で､
ただ必修 とい う言葉 を使 ってそれを強制すればいいか とい うのは､ ち ょっと別問題 だ と思 うんです｡ それか らその

0
0%京都大学 で何 が何で もや るか､ たて まえ はともか くと してです よ､現実 に1
00%はや っぱ りあ りえない
時 に､1
0%が いいか､8
0%がいいか｡ これ はまた議論 の余地 があ る事 になると思 いますね｡ そ うす ると､
と思 う｡ じゃあ9
例 えば数学 を必修 に します と､ ど うい うとこが実 際問題 と現実 問題 と して悪 いか といいます とですね､単位 が甘 く
な るんです｡ は っきり言 って解決法 とい うのは単位 を甘 くす る事 なんです｡ で単位 を甘 い事 に対す る抑制効果 って
い うのは勉強 の強制 で しょうか｡ どなたがや らせ るんですか｡ そ うい う側面 を考慮 されないと､単純 に学生 に対 し
て必修 です よといいさえすれば済 む問題で はない と思 います｡

〔
藤岡〕今 の状態 で先生 の授業 の単位修得率 は何%位ですか｡
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〔
河野〕私 はかな りきっ くて6
0%位｡厳 しいです｡厳 しいとい うよ り､結果的 にそ うな るんです けどね｡意識的 と
い うよ りも､ 自分 で納得で きて､ この位 だ った ら単位 出 して もいい とい う自分 な りの納得でい くと､二回生 は もっ
と厳 しくな って しま うんです よね.一回生 に対 してあま りきつ くや りす ぎます と､や はり教 え方 が悪 いん じゃない
かな､ とい う様 な反省 もあ って､ ど うして もち ょっと甘 めにな ります よね｡ 6割 とい うのはきっ い方 なんです よね､
実際 は｡

〔
小 田〕 同 じ事､感 じます よね. 体育 スポーツ実習､運動科学 の講義 も､今 まで は京都大学 は必修で したか ら､講
義 に関す る限 りは レポー トに して ま した. ほとん ど学生 が単位 を とれ る形 に して､で いて､ もう一回再 レポー ト書
かせて､ とにか く取 れ と｡単位 を取 れ とい う指導で したか ら､甘 い といえば甘か った｡今度 か ら自由科 目の位置付
けですか ら､私 の運動科学 で も 3割 は落 ちて ます よね｡｢先生 の授業､ず っと熱心 に聞いてたん です け ど､ 落 と さ
れて､ もう一回講義 もがんば ります｣ って連絡 もよ く頂 くんです けど､ そ うい うつなが りが学生 との間 に出来 て､
緊張感 が出て きて､かえ って効果 をあげて る｡ 今 まで落 ちて る子､多 いです けど も､ その効果 た るや､今 の方 が い
いとい うふ うに僕 は思 って ます｡

〔
富谷〕 目的､や り方､内容 によ ってそれぞれ違 う点 があ ると思 います｡例 えば演習形式 の授業 とい うのは文科系

000本 ノ ックみたいな もので､面 白い とか面 白 くないとか い うことは論外だ と｡ しなけれ
で は､野球 に例 えれば､ 1
ばな らない､泣 きなが ら｡ それを､｢その授業 を面 白 くしろ｣ とい うことは邪道 だ と思 います｡ 基 礎 練 習 は しん ど
い ものだ と､ これをや らなければ山に登 った楽 しさはないよ､ とい うことを､私 は学生 に､特 に大学院 の学生 には
強調 しています｡ ただ､ そ うでない形 の､例 えば講義形式 の授業 とい うの は､難 しく､ いわば専門的な こと して も､
仕方 ない ものですか ら､使 い分 けを しなければな らない､ と思 っています｡ な らば､例 えば 3回生か ら大学院 まで
いるよ うな､ その授業 で は､ ど うした らよいのか｡皆 があ る程度解 りやすい授業 をめざさなければな らないのか､
そ こに迷 いがあ るのです｡

〔
藤岡〕先程､小 田先生 が教養の講義 とい うの と学問的 レベルを維持 しよ うとしてやる講義 とは違 う､ とおっしゃっ
てお られた事 と通 じます よね｡

〔
小田〕教養科 目を担 当 して､専門科 目､大学院科 目 も担 当 してますので､ 自分 の中で こんが らが る時 もあ ります｡
｢これ じゃ専門科 目の延長 だなあ｣ と思 って､教養科 目を ど うした らいいか も考 えま した し､逆 に ｢これ じゃ教 養
科 目だなあ｣ と思 って専門性 を もっと､ ど う打 ち出すか と､絶 えず この数年強 い られて きま した｡ その仕分 けとそ
れぞれの 目的､価値 が芽生 えざるを得 ないです し､ それを､ それぞれの授業 に同 じ学生 が出て ます し､ そ うい う子
か ら感想 なんか聞 きます と､｢先生 そんな話 もや るんですね｣ なんて言 って くれた りす ると､｢少 し自分 も多少 な り
とも変わ って これて るかな｣ とい うよ うな思 いがあ ります｡

〔
藤岡〕先生 のお話｡ あれです よね｡ よ うす るに､程度 をめ ぐって とい う話 じゃな くって価値 の問題 なんですね｡

〔
小 田〕価値 でせ ま って るんです｡｢
学 問 レベルを低 くす るの は教養｣ とい うのは､学生 に失礼 だ と思 い ます し､
それが授業 をつ ま らな くす る.私 の体育論､技術論､ スポーツ ｢チームか個人か｣

｡

それ とど う関わ るか とい う自

分 の フィロソフィーを学生 に伝 え る. 伝 え方 の持 ってい き方 は､授業 の専門の場､ と教養課程 の場､ と違 って いか
なきゃいけないのだな､ と思 いっつ あるんです けど､学生 には私 自身を語 る しかない｡

〔
藤岡〕 フィロソフィーは同 じでそれを伝 えてい く伝 え方 が違 う.

〔
小 田〕伝え方､教材 は違 いますね｡専門の論文 を英語 で持 ってい くの は､ ほとん ど大学院 の授業 です し､ その中
で も､学部生 が上 が って きて くれていると､ そ うい うつなが りの中で､小 田先生 の授業 には専門の英語 の論文 の オ
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ブシ ョンもあ る､ とい うことは､ お腹 の中で受 け取 って くれて るよ うです｡教養課程 と大学 の学部 と大学 院 とこの

3つ持 た されて忙 しいな と一時思 いま した｡ その忙 しさの中で､今 は楽 しさを教官が味わえておれば､学生 には何
か アクテ ィビィテ ィが生 まれて くるので はないか､ とい う事 もあ るん じゃないかな と｡ でいい意味で､手 を抜 きま
す しね｡ 学生 にや って もらった り｡ そ して学生 が育 ちます し｡ だんだん､ いい手 の抜 き方 がで きるんですが､ それ
は､ あま り気負 いす ぎてや ろ うと してて､失敗 してた時代 もあ ったか らなんです｡

〔
川崎〕学部授業 でそのよ うに講義 を してみ ると､他 の学生 に結構火がつ きます｡ あの子 はここまで勉強 している
か ら､俺 も何かを始 めな きゃいけない､と思 うよ うです｡

〔
藤岡〕薬学部 に ｢
科学英語｣ とい う授業 があ りま して､ それを先月 に見せていただいたんですが､学生 が 自分 で
学会発表 の ミニ版 みたいなのをや るとい う､ そ うい うふ うに して科学英語 を身 につ けてい くんですね｡ で､ ち ょっ
と した レポー ト､立派 な レポー トなんですが､専門的な内容 につ いて､ それを発表 ､1
0分弱発表す る｡ 聞 いて いる
学生 は､ それ に対 して質 問 しな くち ゃいけない｡誰 が質問 に指名 され るか は教 師の裁量 ですね｡皆聞 いて いるんで
す けど､ そ うい う様 な組 み合わせをす ることによ って､学生が動 いて､学生 が力っ けて くるみたいな ことは可能 な
んだな と｡今先生 の話 の中で思 い出 したんですが､先生 そ うい うのはど うで しょう｡

〔
川崎〕 それ は例 えば化学系です と､学生実験 において今年か ら取 り入 れて ます｡実験 して レポー ト書 くのだ けで
はな くって､二 か月 に一 回､ クラスで発表 させて､質問を先生方 がお こないます｡

〔
小 田〕私 もよ く分 か らない とい うか､ どうした らいいのかわか らない｡例 えば話 はそれて しまいます けれ ど､二
年前 のベス トセ ラーに ｢最終講義｣ とい う本 があ りま した｡丸 山真男､大塚久雄､ それか ら貝塚茂樹｡ そのあた り
の最終講義 です｡私 も買 って読 んだんです けど､ こんな事学生 に話 して､本当 に学生 が面 白い､ ない し理解 して充
実 した授業 を受 けた と思 うので しょうか｡ まず最初 にそれが私 の戸惑 いなんですね｡丁度西 田幾太郎 の授業 が こう
だ とか､河上肇 の授業 が こうだ った､ とか よ く言 われてお ります けれ ど も｡ 最終講義 の本 を読 んで ま して､学 問の
レベル とい うか､ そ して､ おそ らく学生 の事 などひ とつ も考えてない と､ こう思 うんですね｡ それを､良 い授業だ､
と思 う人間が､学生 が出て くる｡ それ は一 つの価値 とみて､それをよ しとみて､素晴 らしい授業であ った とい う､
その授業 の と らえ方｡ しか し一方 では､ そ うでない局面 もある｡ どち らが理想的な授業 であ ったか､ とい うことに
対 して､私 は少 し解決 出来 ない といいますか､私 はよ く分か らない と思 いますね｡ 自分 の授業 の中で よ く私言 って
ま した｡ どっち も必要 なの じゃないか と｡学生 の 3分 の 1は何 だか うず うず して､行 き先決 ま らないで､ 自殺 も典
型的 に多 いです し｡ それ は先生 が元気 がない とい う事 で して､意味不明 な授業 だ とか､何言 って るのか分 か らない､
その先生 が何 と教 えたのか分 か らない､ こんな立派 な本書 いて る先生 なのに授業受 けた ら失望 した とか｡ それで学
生 が大学 に釆 な くな って｡ まだバ イ トして元気だ った らいいです よ｡ バ イ トで元気 にな って､授業 なんか出て こな
いのに､ ち ゃっか り単位取 るのが 3分 の 1｡後の 3分 の 1が医学部､法学部 に多 いよ うな､ 目的志 向型 で試験対策
の勉強 を して いる｡ 残 りの 3分 の 1の､何 した らいいのか分か らない｡ この原因 は先生 の中 に もかな りあ る｡ 湯川
秀樹先生 の話 しを しま した けど､ ま った く学生が理解 しな くて も､理解で きな くて も､学生 の ことなんか､何 も考
えて くれて ないよ うなのが､ それが魅力で､ そ うい う魅力で引 っぼ って いる｡ とにか く何 か元気があれば､何か分
か らな くて も ｢
面 白いで｣ とい うの もな きゃいけないんだ と｡ そ うい うのについて行 く人 もいるんです よね｡ それ
はつ いて行 けない人 もいるんで､ こんなめち ゃくち ゃ分 か りやす い､ こんな とらえ方 もあ ったのか､ とい うよ うに､
湯川秀樹 を解説 してみせ る先生 だ って いるわ けです よね｡ そ うい う総合的ないろんなメニューがあ って､学生 が 自
分 で感性 をか き立 てて､ そ うい うのでない と､ きっと総合大学 は うま くいかないだろ う｡

〔
藤岡〕 あ る数学 の先生 の授業 は､ さっきもち ょっと紹介 したよ うにですね､入 って きて い きな り板書 して､機械
の様 に板書 し続 けるわ けです よね.誰 も寝 ないんです よ.一人学生 が遅 れて入 って きて､ それ はほとん どや る気無
いみたいで した けど｡6
0
人 ぐらい居 ま したかね｡誰 も寝 ない｡終 ってか ら､僕 は書 くのに もう腕が痛 くな る ぐらい
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書 いたんです け ど､ 中身 はわか らな い｡隣の子 に聞 いた ら ｢分 か りません｣
｡｢それで ど うす るの｣ って言 った ら､
｢
帰 って何度 も何度 も復習 します｣ って｡ それ聞 いた時 にですね､何か一生懸命､手 を取 り足 を取 り導 くこ と はな
いんだ｡学生 が火っ けばいいんだな､ と思 ったんです｡今 日､八木先生 がお見 え にな った ら是非 お話 し頂 きたい こ
とで､川上肇 の学説 とイギ リスの古典派経済学 の関係 とか い うことに触 れ た ら､学生 がパ ー と顔 を上 げ るんです よO
こんな､ あ る意味 で はち ょっと難 しいよ うな とこです よね｡ そ こで顔 を上 げるとい う事 は､ や っぱ り何 か こ う重要
らしい所 と言 うのを､学生 って い うの は､ 直感 的 に分 か って い るのか な って､ そんな気 も しま したね｡

〔
川崎〕私 は文系 の先生 に伺 いたいのです けれ ど､先程 の御質問 はや っぱ り大学 を ど う見 るかだ と思 うんです よね｡
大学学部 を学 問す る所 と見 るのか､ ビジネススク‑ルのよ うに トレーニ ングをす る所 と見 るのか.大学 院 を学 問す
る所 とす ると､今 の大学 は ビジネススクール的 な基礎知識 を教 え込 む と見 るのか ど うかです｡大学 は学 問す る とい
う所 で あ る､ とい うの は殆 どの皆 さんが了解 してお られた ことだ と思 うんです｡ しか し､最近 は､ ど うも社会 的 な
要請 はそ うで はな くって､ ビジネススクールの様 な､ マ ネー ジメ ン トス クールの様 な要素 を入れて は しいよ うに世
間 は思 って い るん じゃないで しょうか｡ こうい うふ うな会 を持 っ事､ その もの も､や は りそれ に対応 して るよ うに､
私 には思 え るわ けです｡ つ ま り､ ｢
学生 が分 か らな くって もいい じゃないか｣､｢
情熱 さえ伝 えればいい じゃな いか｣､
と言 うんだ った ら､ 自分 の専門知識 を 目一杯教 えて いればいいわ けです けど､ それで は残念 なが ら学生 の人 はつ い
て来 て いない､ とい うのが現状 なんで､ それが ど うも､私 には授業 を ど うして いいか分 か らない最大 の理 由 なんで
す｡ ど うなんですかね｡

〔
河野〕私 は経済 の学生 の専 門 を教 え るって感 じで はないので､ ち ょっと分か らないです けど も､今迄 いろんな系
列 って い うか､今 お っ しゃった､学生 に対 して ど う接 して いるか って い うの は一概 に捉 え られない とこが あ って､
文系 の方 で も実学志 向 の方 お られ ます し､法律 と経済､ わ りか し先生 が ビジネスス クールみたいな感覚 もあ ります
んで､ そ こん ところは､ うま く対応で きて い る｡ 但 し､対応 の統一 の方 向が見 えて こないので､ それで勝手 にバ ラ
バ ラに努力 して い るよ うな印象 はあ りますね｡

〔
富谷〕私 の場 合 は実 用的 な実学 とは少 し違 うのですが､確か にお っ しゃっるとお りに､学生 の思考 とい うものが､
分 か らない｡ 果 た して実用的 な､実学 的な ことだ けを志 向 して いるのか､ それ と もよ り基礎 的な､ といい ますか､
非実用 的 な環境 とい って しま って いいか もしれ ません けれ ど も､ そ うい った方法 を学生 が､特 に最近 の学生 が志 向
して い るか､ とい うことがつかめないのです｡物 の考 え方 だ とか､哲学 的 な志 向だ とか､ それか ら歴史 的 な ものの
見方 だ とか､物 を考 え るだ とか､ そ うい った方法 を､私 は学生 に トレーニ ング したいのですが､ それ を志 向 して い
るのか､ それ と も学生 の方 は､ む しろ役 に立 たない､ ない しはそれ は無意味 だ と考 えて い るのか｡ そ こに一番 の戸
惑 いが あ るのか も しれ ない｡

〔
小 田〕私 が昨年､慶応義塾大学藤沢 キ ャンパ スに行 って､授業評価 とい うプロジェク トの一員 として､そ こに行 っ
て きて､ たえず学生 との応答 を繰 り返 して､ レポー トや学生 の動 向をっかみなが ら､授業 を進 めてお られ る風景 に
接 して､ それを さ っそ く今年 か ら､ メールで授業 の感想 な り､今 日のテーマに対 しての意 見 な りを求 めて､ それ に
対 す る レスポ ンスで来週 は始 め るよ､ とい うよ うな形 を とって います｡ それを藤沢キ ャンパ スは､毎週 のようにや っ
て る授 業 が あ る. それ は到底 出来 ませんか ら､合間 に一回だ けや って､ そ して今度､試験 の時 にまたや ろ うと思 っ
て います｡ そ うい う中で､何 か学生 の応答 を掴 みたいな､ と私 自身､現時点 でや って い る｡ スポー ツ科学 の知識 は､
多 くの全国 の大学 でや って い ると思 います.専門 の スポー ツ関係 の トレーナー とか､ そ うい うコーチを育 て る専 門
学校 で も教 えて る｡ そ うい うものの内容 と､物 の考 え方 とい うものを教 えたい と思 う し､ そ うい う､ スポー ツ科学
だ けで現 われ る もので運動 とい うものを見 てて､ ど うい うメ リッ トとデ メ リッ トが あ り､ デメ リッ トとメ リッ トを
どう捕 え るか とい うものを､ 自分 の中で コーチを しなが ら､授業 を しなが ら､ それを学生 の前 で さ らけ出 して い く｡
学生 はそれ にす ご く反応 が いい｡ そ うい う授業 を初 めて聞 いた｡ で､反応 を見 なが らこの数年 きて るんです｡先生
も､ そ うい う､何 か反応 を見 るよ うな ことな さ ってお られ ると思 うんです｡ いかがですか｡ それの上 で掴 み きれて
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ない とお っ しゃって いるのか｡

〔
富谷〕 あま り してないのです｡ と言 いますの は､ それ こそ学生 の何 らかの反応 と言 いますか､学生 に聞 いて も､
あま り否定 的な反応 が無 いのですね｡何 らかの回答 を寄せて くる､ ない しは､反応 をす る学生 は､必ずいい反応 を
す るに決 ま って ると､私 はそ う思 って ますので｡ したが って､悪 い反応､ ない しは､ こち らに対 す る否定的な意見
とい うものを知 る手段 が見つか らないので､ ア ンケー トを とった りしないのです｡義理 で答 え る意見 は､ あま り役
に立 ちません｡

〔
藤岡〕何人 ぐらいですか｡

0ですね｡
〔
富谷 〕6

〔
藤岡〕文学部 の方 はどうですか｡

〔
富谷〕文学部 の場合 は演習形式 です｡ これ は先程 ち ょっと言 いま した基礎 トレーニ ングで専 門の千本 ノ ックです｡

0人 と言 います と､ かな り専門的内容 ですか ら､登録 して いる学生 は3
00人 ぐらいで しょうか｡
〔
藤岡〕法学部 の6
〔
富谷〕何 とも言 え ません｡ と言 いますの は､ まず受講登録 とい うの は しません｡ 果た して興味があるか ど うか､
時間が空 いて いるので埋 めたのか もしれ ません し ｡

〔
藤岡〕 その評価､先生 のア ンケー トな りは､評価対象 に しない とい うことを言 ってお られ ますか｡

〔
富谷〕 いや､ そ こまで は｡

〔
河野〕 それだ って学生 はいい事 しか書 きませんわね｡ お世辞 ぽ っか り並 べ ます｡本 当 に歯 の浮 くよ うな｡

〔
富谷〕書 けと言 った と して も､ ひ とっ駄 目ですね｡

〔
小 田〕結構､私 にはいろんな事書 いて くれ ま して､ ドキ ッとす るよ うな もの､｢
先生 あの先 は さ っぱ り分 か らな
か ったか ら､ もうやめて くれ｣ とか ｢
文系 の学生 が いるんだか ら､ βって聞 いただけで ゾゾ ッとす るんだ｣ とか｡
半分冗談 か もしれ ないけど も ｢ビデオが2
0
分以上 は長 い｣ とか｡ それか ら色 々あ りま したです よ｡ メールに対 して
の レスポ ンスにつ いて は､ こうい うのがあ ります｡ もう僕 は心臓が止 ま りそ うで した｡｢
絶対今 日の一 言 ､ 先生 の
や り方 で､多 くの学生 は､ もう先生 にメールで レスポ ンスす るのやめよ うと思 ったはずです｣｡ そん な にナ イ ー ブ
なんかな｡ こっそ り僕 と交流 したいのであ って､ それを公 に して､ ま してや授業 で とりあげるんな ら､ それ は匿名
でや って下 さい､ とか｡ そ この場 で直接 や り取 りしたか ったか ら､私 は､ どこに居 るの､手上 げて って､ や ったん
です｡ もうち ょっと聞 きたい事 もあ ったんです｡ メールだ け じゃ分か りませんで しょ｡ その動 きなんて､ いっ経験
したの､ ど うい う事 があ ったの､顧問 はどん なふ うに教 えて くれたの､ とか｡それを題材につかみなが ら入 りたか っ
たのですが､ もう凍 って しまって失敗 した｡大失敗｡

〔
川崎〕富谷先生 のお っしゃるよ うに､学生 はなかなか本音 を言 って くれない し｡

〔
小 田〕本書 と して､かな りきっ い事思 って るん じゃないか. とい うの は､例 えば リレー講義 みたいに先生 が多 い
と気楽 に言 え るんですね｡ 1人 です と対象が は っきりわか っち ゃいますか ら｡ で､実際 に総合人間学部 で リレー講
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義 をや って るんです けど も､ その第‑ 回の ア ンケー トって い うの は､相 当強烈 ですね.二 回 目､三 回 目にな るに し
たが って､ あん ま り､ いい事 ない し悪 い事 も減 って い く｡ 第一 回 目につ いて は､期待 も大 きか った とい うこともあ
るか ら､ それ によ って､非常 に満足 した とい う学生 と､正反対 の事 を書 く学生 と見事 に分 かれて､ ち ょっと世話 し
た人が動揺 した ぐらい､ きっい事書 いて るんですね｡今 さ っきお っ しゃったよ うな授 業､ こうい うこと､欠点 を直
せ ば良 くな る､ とい うよ うな指摘 で はな くて､本 当 に破壊 的 な意見 あ りますか｡

〔
河野〕僕 の場合 は､書 いて きたん は､文系 の レベル知 って るのか､ とい う感 じの こと｡ たえず僕 も気 に は して る
んです｡ や は り文系 の数学 の レベルを知 らないで教 えて るん じゃないか って い うこと｡ 逆 に､ よ く出来 る学生 はや
は り京大 に来 て､ さす が に京大 だ と思 うんです｡要 す るに､僕 は妥協 しないでや って る､ とい う事 を認 めて る学生
はいたんです｡ もともと文系だか らとい って レベルを下 げない よ うに とい う気持 ち は持 って いて､ それ を分 か って
い る学生 には言 って います｡

〔
石村〕先生 の授 業､今 た また ま話題 に出 ま したけど､今､先生が教 えて る数学 と高校 の時 の数学 との関連性 とか､
高校 の数学 は ここまでや って って言 うことを示 され た り､教科書 を よ く調 べてお られ ます よね｡

〔
河野〕 まだ まだ不十分 なんです｡一応高校 の課程 が変 わ った り した時 には調 べて るんですが｡実 際 の学生 自身 は､
そ うい う改革 があろ うとなか ろ うと､本人 自身 は､習 った り習 ってなか った りします｡一様 に共通 な こと しか押 さ
えて ないんです｡ だか ら文系 の学生 に とって､普通 の京大 の理 系 の教官 が､理系 に教 え るよ うな感 じで講義 されて
も､ や は り自分達 の レベルの ことを押 さえてない と思 うて るんです｡

〔
藤岡〕分 か って くれて ると思 うんです よね｡学生 は｡

〔
河野〕分 か って くれて るとい うよ りも､知 らないん じゃないか と最初 か ら疑 って ます｡

〔
藤岡〕学生 に聞 いてみ ると､大学 に入 ってえ らい疎外感 を感 じるとい うんですね｡担任 もな い｡ ク ラス も無 いか
ら｡

〔
河野〕 クラスはあ ります よ｡

〔
藤岡〕 あ るけれ ど も､語学 の時 に会 うぐらいで､ ほとん ど無 い と同 じで しょう｡

〔
河野〕 クラスを無 くさないで くれ､ とい う希望 は結構多 くて､ も しあれ も無 くな った ら､本 当 に広 い学 内 にほ っ
ぼ り出 されて しまいます｡

〔
小 田〕高校時代 って い うの は､ のべつ くまな くクラス単位 で動 いて いま したか ら｡ それが ポー ンと環 境 が変 わ っ
て､ あ る学生 はバ イ トで 自己実現 を とげた り､ クラブ活動､ サ ー クル活動 で 自己実現 を した り します け ど､大学 の
授業 の中で ど うも自分 とい うものを見失 って しま う環境 が あ るんですね｡ それ には､何 か どっか の教 官 で､ はま っ
て は しいです｡一人 で いいですか ら｡ この人 に ｢自分 は教 えて もらった｣とか｡ この人 は､｢
訳 分 か らな い け ど､
なんか凄 い｣ とか｡ この人 は ｢ひ どい授業 す るけ ど､何 で この人が教授 なのかは､分 か る気 がす る｣ とか｡何 で も
いいです けど｡ そんな話 しを僕 はや っち ゃって る もんですか ら､学生 に｡世 の中 って､ そんな とこやで､ と｡大学
は もうその ままの相似形 だ､ と｡ てんでば らば ら､ いろん な人 が いて､ そ うい うとこ､高校時代 には無 か った所､
それで いい教育効果 を うま くもた らす｡ バ ラバ ラであ った り､ そ こを無理 して形 づ けて い くと､ かえ って不 自然 で
す し､何 かその証明出来 ないですかね､ いろん な先生 が居 る中での教育効果｡
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〔
河野〕 だか ら､ それが見えて こないのが京大だ と｡ また 8月の末 の大津 プ リンスホテルですか､ あそ こで ｢京都
大学 の教育 を考 え る｣ とい うので､ そ こで も出 るんです けども､ そ うい う統一 が無 いのが京大 らしい､ と言 って し
まえばそ うなんですが､ いっ まで続 け られ るのか､ ど うか って問題 があ る｡学生 か ら見 た場合､一人で もいい先生
が居 て､ その先生 が居 るか ら､大学 に来て るかいが あ った と思 って くれ る学生 はいいんです よ｡ それで､全員が よ
ければいいのですが､実 際､ それ は不可能 ですか らね｡

〔
藤岡〕不可能 ですね｡

〔
河野〕 だか ら､学生 は､悪 いほ うを見て もらって､大学 って い うの はこんな もんだ､ とい うふ うに して しま う｡
そ うい う手 だて って い うのは､ なかなか無 いで しょ､大学側か ら見て｡確か に､学生 の中 には､苦手 な とこだ けに
着 目 して､全否定 して しま うよ うなのがた まに居 るよ うな感 じがあ りますね｡ そんな学生 に対 す る手 だて って い う
のが､ ち ょ.
っと見 当た らないで､ か と言 ってそれを､徹底的 に面倒 をみ ることはや っぱ り出来 ない し､すべ きでな
い と思 いますので､ そ うい う所 はや っぱ り問題 かな と｡

〔
藤 岡〕 そ うい うの は､学生 の生活の変化 と社会 の変化 の中で学生 が置かれて る状況か ら出て ま して､授業 その も
ので本 当 になんか対応で きることなのか､ とい うの は私達､授業改善 って ことをや って るわけですか ら､ 自己否定
みたいにな っち ゃうんですが､果 た して授業 の問題 って言 うのは､ どこまで今 の大学 の問題 に対 して迫れ るんだろ
うか とい うあた りはいかがで しょうか｡

〔
川崎〕 もう少 し時間や余裕があれば､授業評価 な り､授業 の工夫 は出来 るん じゃないかな､ とい う印象 は持 って
ます｡大学 を教育機関 と見 るな らば､教育熱心 にす る人が良 い先生 です｡ しか し､今 は大学 は研究機関 と見て るわ
けですね｡ つ ま り教育 は二番 目なんです よ. だか ら､ なか なか､教育改善 は進 まないんです｡ エバ リュエイー シ ョ
ンの システムを変 えて もらわない限 りは､教育改善 に関 して私 は非常 に否定的です｡私 は教育が必要 だ と思 うか ら
こそ､ ここに も出て きて､授業 に フィー ドバ ック しよ うと思 って るんです｡社会 は教育 を要求 して いるんだろ うと
思 って い るわけです｡ しか し､ どうで しょうか｡ ほとん どの京都大学 の先生方 はそ うは思 ってお られないん じゃな
いで しょうか｡

〔
河野〕 ち ょっと今 のお話 しなんです けれ ど､学生 が大学院生 とす ると､大学院 の教員 とい うの は研究者 であ って
いいわ けですね｡

〔
川崎〕 それ はそ うです｡
〔
河野〕 だか らお っ しゃっている教育 と言 うのは､ む しろ学部 の学生 の､ しか も基礎的な教育 の ことですね｡

〔
川崎〕高校か ら大学‑来 た初 めの ときに､ そ こでつ まずかないよ うに何 とか したいわ けなんです｡大学院生 は大
学院 に来 るとい う意志 を持 って来ていますか ら､研究す るとい う意志 で来 て ますか ら､ お っしゃったよ うに､泣 い
てで も何 とで もや って もらうわ けです｡ で も､学部 はそ うはいかない0

〔
小 田〕私 はそ こを ターゲ ッ トに考 えて るんです｡教育 と研究､分 けよ うと思 えば分 け られ ます｡ 例 えば､本 当に
ハ ー ドな トレーニ ングをや って勝つ時 の､ その勝 つ監督 な りコーチの フィロソフィー と人間性､ それには深 い､広
い ものがあ るんです よね｡ それにひかれて､多 くの選手 がつ いてゆ くことがあ りま して､ その理論 にひかれて るの
か､ その人間性 にひかれて るのか､ それが本人達 もわか らない｡ あ とあ と考 えてみ ると､結局無茶苦茶 な､ ほん ま
に軍隊的な トレーニ ングだ と｡ しか し､ そ こには監督 か らに じみ出 る ものがあ るってい うことが､ スポー ツにはあ
る｡ このよ うに､研究 の先端 レベルにい って る人 しかで きない､研究型 の大学 の教育 とはこうだ､ とい うものを京

‑7
0‑

大が示 さな くて､ ど こが示すんだ と思 い ます｡

〔
藤 岡〕 それ は基礎 か ら学部教育 も含 んでですか｡

〔
小 田〕 トー タル｡ そ こか ら生 まれて くる博士号 を持 った人達 が将来､職業的 に何 をな しとげ るか とい うことです｡
本 当 に､ その辺 の所が ない と､教育 と研究 を切 り離 して しま う｡ 教育 と研究 はいか に もズ レて ます けれ ど､底通 し
て いな けれ ばいけない と思 います｡底 で通 じて いれ ば､ な るほど先生方 の授業 その ものを感 じることがで きる｡感
じる世 界ですか ら｡ そ うい うものが､本 当 に､ に じみ出 るよ うな先生 が､ どん どん京大 の中で育 って い く｡ そ うい
う大学 で あ りたい と思 います｡

〔
藤岡〕私 は､記録 を取 りなが ら整理 してみて最後 に感 じたの は､京大 の教育 は全部､教養教育 で あ る｡ ものす ご
い教 養教育 を､全学 で､ あ っちで もこっちで もや って るんだな､ とい うのを感 じたのです｡

〔
小 田〕 その エネルギーが 自分 を支 えて ます｡私 自身 も迷 いがあ りま した｡ システ ムが教育 を評価 して､人事 なん
かで も､教育 の業績 を上 げない と､教育 って ことに本 当 に人 はいかないのかな､ と｡ しか し､ オ リンピックなんか
も､ メ ダル貰 って､ そ こに1
0
0
万 円 とか宝石付 けない と本 当 にメダル取 れ ないのか な､ とい う議 論 と同 じだ な と恩
いま した｡ それをや って い くと国家 はつぶ れ ます し､ その選手 も将来的 に ドー ピングやなんやかで皆 っぶれて る｡
本 当に残 るの は､純粋 な こころの世 界｡本 当 にスポー ツを純粋 に愛 して､ それを0
,
0
1
秒 の1
0
0分 の 1秒 に 自分 の人
生 をか ける｡ ただ､ それだ け｡何 の他 に目的 もない｡ そ こにオ リンピックが たまた まあ って､金 メダルを とれ る と
い うことです｡本 人 は本 当 に総麗 な純粋 な世 界です｡

〔
河野〕私 は学 問 って い うのは､ そ うい うもんだ った と思 い ます｡ それが最近 で は､ ど うして も社会 の要請 によ っ
て､ ど うの こうの､ とい うことにな る｡ その時 に評価す る必要 が出て くるわけですね｡京都大学 に限 って考 え た時
に､教育 とい うのが非常 にハ ッピーでおれ るの は､量 的 に評 価 を考 えた時 に教官 が少 ない と思 うべ きか､学生 が多
い と思 うべ きか､ どち らかなんです よ｡大学院化が進 んで いますか ら今 は､か な り踏 み込 んだ ことが出来 るんです
ね｡ 例 えば､京都大学 で学生 は多す ぎる じゃないか と｡ 教官 は足 りない じゃないか とお っ しゃるな らば､学部学生
はゼ ロで もいいんです よ｡ だか ら､今､従来 の大学 の枠 内で ど うこうと言 って､ それで無理 だか らど うこ う言 うこ
とで はな くて､大学 みずか ら､ こうす る､すべ きだ､ とい う提案 は出来 るんです よね ｡ しない と､大学 に対 して責
任 って い うの は､ また問われ るんです｡京都大学 で言 うな らば､学部 の特 に一､二 回生 の教育 は負担 だ と思 う. ‑､
二 回生 はい らない､三 回生 か ら取 る､ とい うことは可能 なんです｡提案 は出来 るんです｡京都大学 の意志 と して出
来 る｡ 不可能 で はないです｡ そ こまで踏 まえた議論 を､京都大学 の教官 だ とや らない｡ ど うど うめ ぐりの ど う しよ
うもない状態 とい うふ うにな りかねない､ と僕 は恩 うんです｡

〔
小 田〕 フラ ンスの ラグ ビーがず っとイギ リスに勝て ない時 に､一時 イギ リスに勝つ為 に､ スパル タ訓練 を して､
選手 を酷使 して､ ます ます勝てな くな った時代 があ ったのです けど､三好先生 か ら聞 いた話 です けど､ フラ ンスが
気付 いた ことは､芝生 を植 え る､子供達 に遊 ばせ る､ そ して､ その楽 しみを もって､本 当にナ シ ョナル プ レーヤー
にな りたい人 に さび しい練習 を課 して い った｡ それで今 フラ ンスは 5ヶ国対抗 の中で トップです し､南半球 の オー
ス トラ リア､ ニ ュ‑ ジー ラ ン ド､ それ に世 界 の トップにい るのが､今 フラ ンス｡ そ うい うよ うに､一 回生 が入 って､
豊 か な大学､楽 しさ､面 白さ､｢なんや分 か らんぞ｣ と ｢これ はや ってみ る価値 あ るぞ｣
｡ そ うい う思 い も無 いの に､
遊 びを知 らないのに､ い きな りスパ ル タでや られて､大学 院教育 までや ってた人 が､博士号 は取 るけど､本 当 に伸
び るで しょうか｡ またそ うい う先生 が教授 にな って同 じこと繰 り返 す｡ そ ういうことにな ります よね｡本当に学問 っ
て楽 しい､面 白い高度教養教育 って い うのを､ は き違 えた らいけない と思 います｡何 か専 門 を教 えて いれ ば高度 と
いいます けれ ど も､ そ うや な くて､本 当 にそ うい う楽 しさ､面 白 さ､ そ うい うものを､何かそ う感 じさせて くだ さ
る先生､或 い は感 じて る先生 に触 れ る ことが出来 る環境､ いろん な領域 で いろん な人が いて､道 で会 って も ｢
先生｣
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って話 が出来 た り､飯食 いなが らで も｡将来的 にはそ うな った らいいな､ と思 います｡楽 しい大学 がで きた らいい
な と｡ そ うい うアカデ ミックな雰囲気 の中で､人間 も自然 と人間性 を函養で きる｡ そ うい うことが本来 の教育 を研
究 をす る為 にど うして も必要です｡実 は もっと京大 には､研究 アクテ ィビィテ ィ､或 いはプロダクテ ィビィテ ィが
あ ると思 うのです｡上 が らないのは､ そのたた き方 が足 りない って言 い方 もあ るけれ ど も､学生 を幻滅 させてつぶ
して ることの方 が多 い｡そ うい うふ うに思 うのです けれ ど｡

〔
富谷〕昔 は研究者 の生 き様 を見せ ることが教育 にな った､ とおそ らく皆が思 い､ そ してや って きた ことだ と思 い
ます｡ だか らこそ､分 か らない ことを言 った と して も､分 か らない ことが満足 につ なが り､面 白 くない授業 で も､
何 かそ こに､偉 い学者 のよ うに思 え るとい う､ そ うい う研究者 の生 き様 を見せ ることが学問だ と思 われて きた｡ や
がて それが問題 にな りつつ あ るのか､ それ ともそれ はそれで いいのだ と､伝統的な､ いわば研究 ･学 問 とい うもの
を主体 とす る大学 はそ うあ らなければな らないんだ と考 え られているのか｡ これ は私､ どち らなのか よ く分 か らな
いのです｡教育 と研究 とい う､ この二 つを ど う考 え るのか とい うことに､ この ことは､結 びつ いてい くものだ と､
個人的 には思 っています｡

〔
石村〕今 の件 なんです けれ ども､授業 を見せていただいて る時 には､学生 が乗 り出 して きた り､乗 って る ってい
うの は､先生 の生 き様 で あ るとか､先生 が ど う研究 されたのか､ どこを苦労 されて､ どこで突破出来 たのか ってい
う話 の時 で､教室 の雰 囲気 もいいんです よね｡富谷先生の所で も､｢ここの とこ､実 は間違 いが あ りま した｣ って
い う所 か ら見せていただ いたんですが､｢先生､ どこを間違 ったんや ろ｣ と､学生 の興味をひ きっ けて い らっ しゃ
いま した｡ うまい こと ｢先生 の思考過程｣ を出 した時 の方が､学生 も乗 って きて､評判 もいい って い う感触 を持 っ
て るんです｡小 田先生 の言葉 で言 うと ｢
生 き様 を見せ る｣ それでいいのだ ってい う所が､ まだ京大 の､少 な くとも
今見せて いただいた中で は､かな り有効 で はないのかな､学生達 にとって は｡河野先生 の授業で も､ これ は ｢こう
こうこうなんです よ､ こうい う事 に しといて下 さい｣ って い う時の ほ うが､説 明式 の時 よ りもなんか全般 的に乗 っ
て るよ うに､僕達 には見えたんです けれ ど｡

〔
河野〕正 直言 いま して､ これ僕 だけか もしれ ません けど､ あ る程度学生 の前 で は演技 して るわ けです よね｡生 き
ざまを見せ ろ って言 われて もねえ｡

〔
小 田〕僕 は心 の中で万年助手 にな りま した｡僕 よ り四つ も若 い人が助教授 で他か ら来 て､僕追 い越 され ま した｡
それで と うとう悩んで ラグ ビーの監督辞 めま した｡辞 めた ら今度 はまた違 うふ うに見えて きま した｡ もう本 当に､
あれ語 るのに何年 かか ったんで しょうね｡最初 は声が上ず って ま した｡ そんな事言 っち ゃっていいんだ ろ うか｡ で
も学生 は ｢
先生 あ りが とう｣ とか色 々言 って くれた｡ ひびいてない子 にはひびいてない し､ ひび く子 にはひび くん
だ とい うことも分か った｡ この間同 じ事言 って もひびかない子 が､今週 は､ ひびいて る場合 もあ る｡

〔
河野〕 それ はや っぱ りすべての学生 じゃな くて､ 中にはそ うい うの は結構 だ とは っきりい う学生 もいるで しょう｡
だか ら､教育 にオールマイテ ィてい うの はな くて､一定 の演技 が必要 にな ってい るのは､ や っぱ りそ うだ と思 いま
すね｡

〔
小 田〕 なんで も生 の もの出 して食え って い って も､や っぱ り料理 しなきゃいけませんか らね｡ で も､ 自分 の体験
を真心 で語 れば通 じると思 っている｡

〔
冨谷〕従来 の､ いわば大学 の先生的 な講義 とい うものは､ それで いいのか､ とい う問題 があ ります｡ その次 は､
京都大学 の学生 の教育､ かって はそれが うま く出来 た と思 うのか｡ かつて は駄 目だ ったか らこうな ったのか｡ こう
い う事 は我 々 も考 えて いかな くて ほな らないのです｡高等教育 セ ンターで こうい う形 で取 り上 げざるを得 ない､ な
い しはそれが必要 であ ると､私 は思 うのですが､ や は り､かつての様 な事 で は駄 目で､何 らかの改善 を して いかな
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けれ ばな らない とい うことなのですかね｡

〔
藤岡〕高等教育教授 システム開発 セ ンターが､何 を して い った らいいのだ ろ うか､ですね｡ FD､ これ は何 か を
しよ うと言 う､ だ けど動 きがない｡ その動 きとい う可能性 が､ あ るのか｡或 いはそ こで､ こうい う私達 の プ ロジェ
ク トが､ ど うい う役割 を果 たせ るので あろ うか とい うことが､実 は暗中模索 してい るところなんですが､ それ につ
いて ち ょっと御意見聞かせて いただ けますか｡私達 は今､授業 って い う所 に光 をあてて､ そ こか らい ろん な動 きを
キ ャッチ して返 して い くとい う形 で授業改革､大学 改革 の何 か､ そ うい う動 きを作 りたい とは思 って るんです｡ が､
や は り最後 は､FD って いいますか､学部 だ とか学科 だ とか､ そ うい うとこで､教育 に直接 携 わ って い る人達 ど う
しの改善 って ことが本筋 だ と思 うんですが｡

〔
川崎〕私達教官 が飲 み会 なんかで話 しす る内容 は､学生 の教育 の事 なんです｡ ど う した らいいんだ ろ うとい う｡
だか ら非常 に危機感 を持 って い るの に間違 いあ りません｡私 は物理 化学 とい う分野 の30人程 の先生方 の世話役 を し
て るんです けれ ど､喧 々罵器 で二 時間､三時間位集 ま って会議や るわ けですね｡私達 は危機意識 を非常 に持 って お
ります｡ だか ら何 とか したい｡ で も先程か らお っ しゃって いるよ うに､ ど うして いいか よ く分 か らないのが現状 な
んです｡ それで答 え になったで しょうかね｡ だか らど うして ほ しい､ とい うの は無 いんです よ｡ ど う した らいいの
か､聞 きたい､知 りたい､是非教 えて ほ しい､ と言 うのが私達 のセ ンターへのお願 いです｡

〔
藤岡〕世界的 なス タンダー ドとの関係 もあ るんですか.

〔
川崎〕 それ は､実 はあま りイ ンフォメー ションが来 ないか ら､一般 の先生 はほとん ど知 りません. そ うい うふ う
じゃな くって､ む しろ私達 は､我 々の学生 に対 す る意識 は､教育機関 だ と思 って い るわ けです｡特 に工学部 の人 は､
出て い って もらった学生 さんが社会的 にど うい う評価受 けるか､ ものす ご く気 に してい る訳 です｡ それ は我 々 自身
の評価 に1
00%跳 ね返 って来 ますか ら｡ したが って､良 い学生 に して卒業 させて あげたい とい う意 識 が ものす ご く
強 いわ けです｡

〔
藤 岡〕学生 が悪 くな って い るとい うの は､他 か ら言 われて るんですか｡

〔
川 崎〕 それ はですね､客観的 な とこは入学試験 の点数 です｡二番 目の客観 的 デー ター と して は､例 えば昔 の学生

です と､就職 の時 に､一社受 けれ ば もう必 ず合格 したんです よ｡ところが今 は､ もう三社 か四社 受 け な い と とお ら
ないんです よ｡ これ は､ は っきりですね､ レベルが低下 して ることを意味 して るんです｡ ど うした らいいんだ ろ う
と言 うわ けですね｡ それか ら三 つ 目にそ うい うテ クニカルな問題 で はな くって､京都大学 とい うと昔 か らの ｢のれ
ん｣ が あ りますか ら､学生 さんが社会 に出た ら､社会 を指導 して い く立場 にな る確率 は高 い訳 です｡ そ うい う人 が
いい加減 な知識 を持 って出て もらって は困 る､ と言 う社会 に対 す る責任 も､私達 は感 じて るわ けです よ｡

〔
藤 岡〕感 じ始 めたんですか｡ それ と も､
昔 か ら感 じられて いて教育 を してお られたので しょうか｡

〔
川崎〕 四年前 に北大 か ら戻 って きたので昔 の ことはよ く分 か らないのです けれ ど､ たぶん この1
0年 とか 5年 そん
な ところで感 じて きて い るの じゃないで しょうか｡

〔
富谷〕 ち ょっと､ お伺 い したいのです けれ ども､今 お っしゃった工学部 の問題 で もそ うですが､学生 の学力 の低
下 とい うもの は､ それを低下 とみ なす のか､ それ と も､ そ うで はない と認識 されて い るので しょうか｡京都大学 の
中で も､京都大学 の レベル､学生 の レベルの低下､ とい うものが言 われて いる｡例 えば先 ほどの工学部 の就職 の問
題､ その他 の社会 に出 る問題､ の他 のい くつかの問題 とい うもの にかかわ って､ いろん な見方 がでて くるので はな
いで しょうか｡
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〔
石村〕世 間 に言 われてい る学力低下 とい うの は､ お もに学力 の内容 の問題だ と思 うんですね｡ それが高校 と大学
とでつ なが っているとか､つなが っていない とか い う形 で よ く説かれている｡ ただ学生達 に対す る調査をい くつか
してみたんですが､ たぶん内容面 よ りは､方略面 ､l
e
ar
ni
ngs
t
r
at
e
gyと言 うんです けれ ど､ ど うや って勉 強 す る
のか､学 んでい くのか って言 う点 ですね｡ そ して もう一つ､ それ以前 に ｢なぜ学ぶのか｣ ってい う意欲であ るとか､
態度 であ るとか い う所が問題 なので はないか と考 えています｡必ず しもコンテ ンツの問題だ けで はない､内容 だ け
の問題 だ けで はない､ つてい うふ うに考えて対応 してい くのが必要 で はないか と｡ よ く理系 の先生 か ら､入学試験
の点 であ るとか､先生方 によ って は同 じ試験 を毎年 や ってお られて､ その点が下 が って きて るんだ､ つて言 い方 で
言 われ る面 は確か にあ るのだ けれ ど も､その面 だ けで はおそ らくないであろ う､ と考 えて対応 しています｡ たぶん
学生達 に とって は､ それ以上 に､ なぜ学ぶのか､ なぜ学 ばなければいけないのか､ つて言 う意欲であ るとか､ そち
らのほ うの問題が よ り深刻で はないのか､ と考 えて います｡

〔
富谷〕学生 自体 の 自覚 はあ るので しょうか｡

〔
河野〕 自覚 って言 うか､ それ につ いて は､ あん ま り学生 は思 ってない と思 いますね｡

〔
小 田〕試験､面接 で今 日の学生 の子 をみ ます と､高校時代 の成績 が､進学校であ って も､ トップ じゃない場合が
多 いですね｡ いわゆ る上 か ら1
0
0
人の次 の子達 も､結構京大 ってい うのは入れ る大学 ですね｡ これはどうなんで しょ
うね｡

〔
河野〕単純 に統計的 に何 %か落 ちて るのは明 らかで､ いわゆ るペーパ ーテス トの点 を検討 すれば､学生 の学力 が
落 ちて いるのは明 らかなんです よね｡ それ に対 して､京大 の､ あるいは東大 は､上 か ら勘定 で きると言 われて いる｡
定員 は殆 ど変 わ らないのです よ｡ ところが､絶対数 は何割 か減 って いるんです よね｡ とい うことは､ どこまで入 る
か って い うの は､昔 はここら辺 りまで しか入 れなか ったのが､ もうち ょっと下 が るとこまで入れ る､ つて言 うよ う
にな って いるとい うことは事実 だ と思 いますね｡
〔
石村〕 たぶん､ その部分 が入 って くることによ って､先程 の意欲､ なぜ京大 に来 たのか､ の､ ｢なぜ ｣ とい うこ
とを生 じて きているよ うなんです｡

〔
河野〕 ただ､ よ く言 われ ることと しま して､学生 の学力 と言 うもの は､特 に学生 に大学 に入 ってか ら後 の ことは､
これ は もう学力 に入 らないので､語学 と数学｡ それ はや は り､ か けて る時間 に比 べての問題 だ と思 うのですね｡ 語
学力で い きます と､ 旧制高等学校 出身者 と比べて､我 々 も圧倒的 に落 ちて ることは明 らかですね｡ か けて る時間が
全然違 います もんで､ や っぱ り語学 の能力､落 ちたんで しょう｡ 但 し､ 旧制 の時代 に､学問 って言 った時 に､何 を
さ して るか と｡ 範囲が狭 いです し､語学 とい うのが中心 にな っていた と思 います し､全然違 います｡ だか ら､単純
に レベルが落 ちている､ と言 う表現 が当を待 て るか ど うか はち ょっとわか りません｡

〔
藤岡〕昔 の学生 が､ ここで勉強すれば こうな る､ とい うイメー ジを描 けて勉強 をがんばろ う､ とい うよ うな､ そ
うい うよ うな文脈 の中で学んでい るとい うことと､今 の学生 の動機 とは全然違 います よね｡ そ うす ると､学力 とい
うものを､測定 された結果 だけで は議論出来 な くて､ そ うい う ｢学ぶ ことの意味｣ だ とか､｢
意欲｣ だ とか､｢
世界
でや って い く見通 し｣ だ とか､ そ うい うもの とい っ しょに考 えていかなければな らない｡授業 って ものが､ そ うい
う面 で は光 を与え うるので はないか｡ や っぱ りそ こに光 をあてて､授業 で何がお こってい るのかを掘 り起 こす こと
が必要 だ と思 います｡ そ うしない と､ いわゆ る生 きて働 く学力 はつ け られない｡

〔
富谷〕学力 の低下 の中 には二 つあ ります｡一つ は､ いわば､物 を考 え る力が無 くな って きた､ とい うことを､学
力 の低下 とい う｡ それか ら､根本的な知識 を知 らない､ とい う学力 の低下｡我 々は､授業 をや って いる時 に､ ど う
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して もその二 つを考 えて いかなければな らない と思 います｡知識 の低下 とい うか､根本 的な常識 とい うか､知識 の
ば らつ きと言 いますか､ これ は例 えば歴史 に して も､京大 はこの頃､六年一貫教育 の高校 出身者 が大変増 えて いる｡
そ うす ると､始 めか ら､例 えば地理 は しない とか､歴史 は しない､ とい うそ うい う形 で入 って くる｡ か たや､ それ
を ｢専門｣ 的 に選択 して いた りす る者 がい ます ｡ それで大変 ば らつ きが出て きてい ること も確かで､ そ うい った状
態 の教室 の中で､ ある学生 には､ 中学 レベルの ことか ら教 えな けれ ばな らない｡ それ と同時 に一物 を考 え る力 と言
うものが落 ちて きてい る｡ 確か に言 え ることは､前者 の基本的 な知識 とい うか､最低 の知識 と言 うか､ その方面 に
つ いて はや は り選択性 が あ ま りに も進 んだために､大変 ば らつ きが 出て きているので はないか と私 は思 うのです｡

〔
河野〕公式 を知 らないで はどう しよ うもないよ うな ことを前提 と して､ パ ッと授業 を して､全然つ いて いけない､
って い った ことになると､ その公式 を､ ど う して も､ どっかで覚 えて もらわない と困 るとい うことがあ ります ね｡
逆 に公式 さえ覚 えてお けば いいか とい うと､御存知 の様 に､推論ですか ら､ いわゆ る学力上 の知力 みた いな もんで
すね｡ それが無 い ことには､ ど うしよ うもない｡ こうい う場合､両方共落 ちて しま うとい う感 じがや は りあ る｡大
学迄行 け る､ と言 うことの多様性 をや は り認 めす ぎた ことかな､ とい う考 え､ しないで もないですね｡ 初等教育 の
反省迄 さかのぼ らない と､大学 の教育 の今 の レベル って言 うの はなか なか論 じられ ない｡大学 の立場 か ら､一方 的
にそ うい うこと言 うと問題 だ と思 います し､ なぜ高等学校 が総合教育､総合科 目ってい うのをや らざるを得な くな っ
て きたか､ とい うの は､昔 の様 に､一律 に ここまで こうい う レベルです よ､ とい うのが出来 な くな ったん だ と思 う
のです｡

〔
小 田〕私思 うのです けれ ど､本 当に文章書 かせ た らまず い文章書 く学生 いますね｡本 当 に京大生 か な､ と思 う様
な､主語 と述語が一貫 しない様 な子 もい ます しね｡ 今､英語 のテキス トを翻訳 す る仕事 を して い るのです が､学生
に訳 させて､ それを監修 して ると､ まあび っ くりす る くらい､ 自分 で も分 か らない訳 を してい る｡ それ訳 してて も
平気｡英語力､基礎的 な英語 力､英語読解力､ かな り低 い場合 もある｡ そ ういう子達 とつ きあってるんですが､ どっ
かで気付 いた ら､伸 びてゆ く潜在能力 は持 ってい る｡ ただ私､今､意見 と して言 いたか ったの は､ それ じゃあ､ い
ろん な考 え方 と言 うか､ それぞれの先生 が､独 自にチ ャ レンジを して いかれ る｡ そ うい うチ ャレンジを して い る先
生 に､ いろん な話 を聞 きたいです｡基礎学力 が重要 だ と思 うか ら､私 は こうい う授業 を これ までず っとや って きて､

5年 た って今 の ところ こうだ と､ こんな反応 であ ると｡ そ うい うふ うに､先生方独 自､御 自身 の感性､感 じられ た
ことで､ どん どん授業改革 な さ って い く｡､
高等教育教授 システム開発 セ ンターが こう言 って るか らこう しま しょう､
とそれで は全然迫力 がない し､先生方 もそん な こと思 ってお られない と恩 うん です よね｡ も っと身 近 な教 官 が､
あ〜僕 とこの学生 は多分 こうだ ろ うと｡大失敗で した と｡ 実 はこうだ った､ とい う話 もあ ると思 います｡ 先生方 が
独 自にや っぱ り研修 して､
､研究 して､ チ ャ レンジ していかれ る､ そ うい うことを ま とめ るセ ンターが､ ここにあ る
と非常 に嬉 しい｡

〔
藤 岡〕 たぶん私 はそ うい うス タンスで考 えて いるんですね｡ や っぱ りそれぞれ の特徴 があ って､ ｢ど う して も｣
とい うことと､｢
後 か らで も追 い付 ける､興味 さえ もって くれた ら､かな りどこまで伸 びるんだ｣ と｡ 文 科 系 だ と
ほとん ど､ そ う じゃないですか｡

〔
河野〕 ただ一 つ言 え ることは､語学 の問題 は大変難 しい. それ は例 えば､無理 や りにで も､強制 とい うか､ しな
ければな らない｡ それを はず して しま うと､語学 に関 して は話 しにな らない｡教育 に関 して は､ そ うい う動 きが非
常 に多 いです よね｡強制 しなければ語学 は上達 しない とい うことはまず認 め ますが､京大生全員 に対 してそ うい う
ことす る必要 が あ りますか､ つて い うことをよ く考 え る必要 が ある｡

〔
藤岡〕仮 に強制 して､単位 の認定 を きつ くす るとい うことは出来 ないんですか｡

〔
河野〕先生 がみな賛成 な ら出来 るんです けれ ども､多 くの人 が賛成 してや るか､ とい うと､や は り自由 との関係
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なので｡成績 の面 だ けで､皆 さん賛成 して､一生懸命や っていただ くとい うことにはな らない､ とい う現実 がい っ
ぱいあるのですね｡学生 に強制す るな らば教師 も強制 しな くて は｡教師に関 して は自由ですか ら｡ しか し､学生 を
きっち りと教 え､ レベルを保 ち､成績 を きち っと付 けな さいよ､ とい うことを どうや って強制す るのですか｡だい
たい学生 を強制す る､ とい うお話 しが多 いのです けれ ど も､学生 を強制す る為 には､教 師を強制 しない といけない
とい うことを皆 さんお忘れ にな っている｡ まず教師 を強制す ることを議論 して いただ ければ､私 は賛成です｡

〔
藤岡〕 それ は点数 を こうい う配分 で付 けるとい うことですか｡

〔
河野〕 それで も結構ですか ら､ そ うい う議論 があ って､ あなたは､教科 はこうい う持 ち方 を して､ このよ うに点
数 は付 けなさいよ､ とい うのを話 しあ ってい く｡ このよ うに､学生を強制す る前 に､ まず教官 を強制す ることを考
えていただかない限 りは､私 は不可能 です｡

〔
藤岡〕何人かの教官が担 当 している場合 には､平均 を これ ぐらいに持 って こいとい うことも含 めて ?

〔
川

崎〕 そ うい うふ うに平均 を もってい くと､ この答案 につ いて､何で **点付 けたのですか と言 われ る｡ これ は

アメ リカで言 われているの は知 っていて､僕 はなるはどな と思 った､ と同時 に仰天 したんです けれ ども｡6
0点 の答
案見せな さい って｡6
0点 の答案 を見せ ろって言 われた らきつ いですね｡60点 の答案 な ら見せ ます けれ ど､7
0点 の答
案 は見せ ません､ つて しない限 りは､ ち ょっと僕 はきつ いですね｡

〔
河野〕今で も法学部 の場合 には､平均点 をあ る程度 の ところにす る配慮 って言 うのがあ りますか｡

〔
富谷〕 あ ります けどね｡失敗 した時 にち ょっと困 りますね｡問題が難 しす ぎると､ もう一 回や り直 さん といかん
ですね｡ そ して一方で はそ うな らないよ うに､通 さな くて はいけない｡沢山落 とす ことにつ いて は､多分､学生 の
苦情 が増 え ると思 います｡ ただそれ は学生 に対 して､納得 させ るだけの授業 の内容 と､ 問題 の出 し方を教官側の責
任 と して しっか りすれば学生 は納得す る､ と私 は思 って います｡教官が努力 して､切 る者 は切 る｡ 落 とす者 は落 と
す｡ これで学生 は納得です｡

〔
川崎〕 それ はですね､何回か教官 が集 ま りま して､数値 を出 して点数 の配分 チ ェ ックを して ます｡我 々は学生 の
レベルを確保 したいんです けれ ども､実 際 にはお っしゃるよ うに 7割 とお してや ることにな って しまいます｡

〔
河野〕 それを見か け上避 ける方法 は､ 7割単位 出すんです｡学部か らは 7割位 に して下 さい｡ あ と 3割 は面倒 み
ます｡ こうお っしゃりますんで､先生 はで きるだ け 7割 の者 に単位っ けるよ うにす るわ けです｡

〔
藤岡〕工学部 はだいたい うま くい って るといえ るで しょうか｡

〔
河野〕最終的 に専門の場合､ 自分 自身 に返 って きますか らね｡ ダイ レク トに学生 とのつなが りが近 いで しょう｡
全学共通科 目にな ります と､学生 と教官 との距離 が はっきり言 って遠 いわ けですか ら｡要す るに､ 自分 とこ通過 さ
えすればいいわけです よね｡逆 に言 います と､学生 も通過 したが ると共 に､教官 のほうか ら見て も通過 させ とけば
いいわけです よ｡ そ この問題 とい うのは総合人間学部 に押 し付 け られて ますか ら､ これ はち ょっと解決 のめ どって
言 うのは難 しいですね｡

〔
小 田〕全学共通科 目で も､例 えば数学 は､や は りどうして も､ こう言 って は何です けど､先生 によって優 しい先
生 を選ぶ とい うことがあ りますね｡
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〔
河野 〕1
0
0%そ うです｡ 当然学生 はそ こに集中す る｡ そ うします と､ それを防 ぐ方法 って い うの は､ あ る程 度 教
官 の中での コ ンセ ンサ スを徹底す る こと以外 ないんで はないで しょうか｡ そ う します と､次 に､例 え ばそれぞれの
科 目の中で､ あ る程度 の 自己規制 って言 うか､少 な くとも全員 を通 すな とい うことは徹底 して もらわ ない と｡ さす
が に全員通す とい うの は､ ここ一年 は無 くな ったんです けれ ど も､過去 につ いて は存在 します｡

〔
藤 岡〕何千人て受講 してて､皆通 っち ゃう共通 の科 目があ ると聞 いて び っくり したんです けれ ど｡

〔
河野〕意外 と僕 が思 ったよ りは少 なか ったのは､皆 さん少 し注意 されて､少 しは落 と して るな､ と印象 は受 けま
した｡ 1､ 2割落 と しとけば､今 のチ ェ ックポイ ン トか ら外れ るわ けです よね｡ だか らそ うや って少 しずつ チ ェ ッ
クポイ ン トか らはず して い って､ それが どこまで い くか｡今 はそ うい う努力 は無駄 な感 じはあ ります けれ ど､ その
努力 さえ も､誰 が コス トは らうか､ とい うことに関 して は､ か な り疑 問です｡

〔
藤岡〕 たぶんF
Dとい うの は､ そ うい うとこまで具体的 にや って きて､.テス トの問題 か ら進 級 の問 題 ､ カ リキ ュ
ラムを ど うす るか､ そ うい うとこまで いかない と､本 当 にF
Dにな らない と思 います ね. そ こで ｢我 々 は こ うや っ
て ます よ｣､ ｢こん な授業 が あ ります｣､ ｢こん な考 え方 が示 されて ます｣､ それ こそ小 田先生 がお っ しゃ る よ うな､
そ うい う役割 を､ いま この プロジェク トが果 た して いるとい うことです｡ が､｢もっとこうい うふ うに した らいい｣
とか､ ｢
学力 は下 が って るんだぞ｣ とい う警告 を発す るとか､ そ うい う役割 を期待 されてい る とい う こ とで し ょ う
か｡

〔
富谷〕 ち ょっとそれ は､私 にはつ らいな とい う感 じがす るのです｡

〔
小 田〕 そ うな さ って もいい と思 います よ｡逆 にそれで ど うい う反応 にな るか｡何 かや らない とい けません ものね｡

〔
河野〕両極端 の意見が あ ると思 うんです ね､高等教育 セ ンターにつ いて｡私 が具体 的 に聞 いた話 で も｡要す るに
｢あそ こ何 や って るの｣とい う意見 もあ る｡ これ は ここは別 にそれ な りの発表 な り､気 を配 って お られ るわ けで す
か らね｡ 報告書 な り｡ それか らもうー っ､過大 な期待 され るかた､話 を時 々聞 くん で す けれ ど もな ん か あ る と｡
｢そ うい うことは､ あそ こでや って もらいな さい｣ とこうい う言 い方 を され る人が い る｡ これ は僕 は両 極 端 だ と思
うんですね｡結局 F
Dって い うの は個人 か ら出発す る問題 なわ けですか ら､誰 か にや って も らって い るわ けで はな
くて､ なん らかの きっか けを作 るな り､材料 を提供 す る所 とい うとこがな ければ いけないわ けなので､ そ うい う点
で も､ ここの役割 って い うの は非常 に大 きいな と思 うし､ それか ら先 にな ります と､ それぞれ個別 な問題 だ とは思
うんです けどね.昔 はFDって い う概念 も､ これ は京大 に限 らず､ 日本 の大学 にFDって い う概念 は無 か ったわ けで､

Dとい うの は数年前 まで知 りませんで した｡
私 もF
〔
川崎〕 その‑ん の議論 が教官 の中で本 当 に沸 き起 こるには､ そ うい うものが､あと 2年後 とか 3年後 に立 ち上が っ
て教官 の話題 にな る必要 が あ りますね｡

〔
藤 岡〕私共 のセ ンターの今 の ス タ ンスは､ そ うい う外部 か ら､一般 的 な評価 の フォーマ ッ トを持 ち込 んで､成績
を高 い､低 い とい うよ うな､ そ うい う議論 は した くない｡授業 を 自 ら振 り返 り､改善 の意欲 を高 め るよ うな､ そ う
い う動 きを作 るよ うな ことが ご く大事 で､外 の手 を借 りて､事務 的 に評価す るよ うな､ そ うい う姿 だ けは作 りた く
ない､ つて い うのが我 々の考 え方 なんです よね｡

〔
石村〕 もう一 つ､我 々が授業 を実際 に見 せて いただ いて､河野先生 が ち ょっと前 に言 われた ことなんです けれ ど
も､見 せて いただ いた授 業 に非常 に良 い授業 が多 くて､先生 が さ っき言 われた授業 の工夫 の余地が あ る って い うの
は､個 々の授業 の工夫 で はな くて､多分､ それをっ ないで い く､例 えば カ リキ ュ ラムを集 団的 に議論 す るとか､真
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剣 に学生 につ いてち ゃん と議論 す る､ そ うい うことで､ そ こか ら立 ち上が って くるものがあ るん じゃないかな とは
思 うんです｡一番思 ったの は､理系 の ｢知識伝達型 の授業｣ ってず っと言 って きたんです けれ ども､ そ う単純 じゃ
無 いんだ とい うのが よ くわか ったんです｡ 先生 の授業 もそ うなんです けれ ど､教科書 って い うものを一段高 い とこ
ろか ら扱 って､ す ご く簡単 に言 うと､馬鹿 に してお られて､｢ここ何 ペー ジか ら何 ペー ジを見て下 さい｡ これ は全
部嘘 っぱちですか らね､ こうこうこうや ってや ります けど､実 は こう言 うことが あ って､ こうい う苦 しい書 き方 に
な って ます｣､ とか｡法学部 で も同 じ印象 を持 ちま して､ テキス トがあ ってそれを覚 え こませ るのか な､ と思 った
らそ う じゃな くって､｢ここか ら読 ん どいて下 さい｣ そ う言 って しま う｡ そ して､ そ こに書 いて な い事 例 を あげて
きて､実 はこう書 くの は こうい う背景 があ った､ とい う形 でや って らっしゃるんですね｡授業 はどの授業 も､非常
に工夫 されて いて､単純 に学生達 にや らせればいいん じゃないんだ とい うことで はないんだな､ と思 いま した｡ な
ぜ これが うま くいかないのかな､ と考 え ます とネ ッ トワー ク､ それか ら授業 につ いての集団的な議論 とい う所 に､
僕 は問題 の本質が あるので はないのかな､ と今 の ところ､見て いるんです｡

〔
富谷〕 お言葉 です けれ ど も､私 は､私 の も含 めて､大半 の授業 とい うの はむ しろ工夫が足 りない と思 います｡工
夫 が足 りない とい うの は､何か と言 えば1‑つ には京大 の教官 に ｢
授業好 きですか｣ と､ そ うい うア ンケー トを と
ると､ だ いたい､三分 の二 は､ 出来 れば授業 を した くない と思 ってい るので はないので しょうか｡ それ は私 の様 な
研究所員 の意識 には､ それが よ り強 い といえ ます｡ それ ともう一 つ は､授業 の準備 にか ける時問 って い うのはたい
‑ん少 ない と私 は思 いますね｡ だか らどれ位 の準備を しま したか､ と言 われ ると､ こんな こと言 うと失礼 か もしれ
ません けれ ど､殆 どが 自転車操業 だ と思 うんです よね｡ コマ数 が多 い､ だ とか い うことが必ず 出て きて､極端な例
で言 うと 7､ 8コマ ぐらいはあ るみたいです けれ ど､準備 も何 も出来 た もので はない と｡準備 をすれば､ それだ け
の効果が上 が るの は確かです｡ 時間が無 か った､ そ して 自転車操業 で しゃべ らな きゃな らない､ とな ると､ 自分で
もわか って いますが､後味 の悪 い授業 にな って くるんです｡授業準備 にか ける時間の問題､ それ と もう一 つ は研究
重視 の問題です｡

〔
川崎〕 や っぱ り､教育 は研究成果 を発表す るんだ､ とい うことを学生 の頃 にはよ く読んだんですが､ それ は死語
ですか｡

〔
小 田〕 自分 の専攻 を授業 で生 かせ ませんかね｡ まった く学会で言 え るか ど うかわか らない様 な ことを教養 の授業
で は言 って る｡ 昔 は､学会 の様 な場 で はまだ言 ってない ことを学生 の前で発表 していた｡ その緊張感 と面 白さが教
官 にあ った｡今 の教官 は､学会 で論文 を発表 して いますか ら､授業 はエキス トラワーク､余分 な仕事 で､ アクテ ィ
ビィテ ィを ど うして も持 てない｡ そ こを何 とか しなければいけない｡ それを大学 の システムで､ あ る程度 サポー ト
で きるか もしれないけれ ど､｢
君 ら何 で大学来 たの｣ と学生 に言 うか らには､教官 も ｢何で大学教官 は って るんだ｣､
とい うことです よね｡皆 自分で悩 んで､教官 は自分でや る しかない｡ サ ッカー選手､ ラグ ビー選手 で も､皆､ 自分
の文体､ 自分 の プ レイス タイルを持 たない人 は､ ナ シ ョナルプ レーヤーか ら外 され ます. そ うい うことは､ や っぱ
り我 々 スポーツの世界 と似 て い る｡ 日本代表 の選手達 は厳 しいです よ｡我 々 は､ アマチ ュアの世界か もしれない｡
学生 はそのぬ るい世界 にいて､ いっ の まにか､一 回生 の時批判 して いたのに､ だんだん四回生 にな って､ お とな し
くな って､ いい子 ち ゃん にな って､随分変 わ って しま う｡ その様 な ことを学生時代か らず っと思 って ま した し､今

4
6
才 で､ まだ若 い教官 です けれ ど､思 います よ｡私 はなかなか馴染 めな くて､ スポーツにいた もんですか ら｡特 に
そ うい うことを思 うか もしれ ません｡ しか し論文 も､今 どれだ け書 けているか分か りません けれ ど も､一つの実力
の世界だな と｡ これ はスポー ツの世界 と別 かな と思 っていた｡ しか し､今で はあ る意味で はす ご く似 ているとい う
思 いはあ りますね｡授業 や ることと､研究 して論文書 くことが何 か 自分 には､別 々であ ってつ なが っていると思 い
ます｡

〔
河野〕分野 によ って違 うとい う言 い方 もあ るんです けど､ もちろん分野 によるば らつ きとい うの は､ あると思 う
んです けれ ど も､研究 ってい うの は､ ま った く自分 の内部 に閉 じこめて しま って､ ま った く外 に発表 しない とい う
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の は､別です けど､ これが一応 自分 の趣 味 だ けでや って るわ けで ない以上 は､発表す る義務 は最低 あ る｡ そ うす る
と､ どんな研究 で も､何 らか の形 で外 に発表 してみ る､ とい うことは､僕 は役 に立 っ ことだ と､ 自分 の為 にな るこ
とだ と思 います ね｡ その レベルが いろん な ことで､多少 ど うこうとな ります けれ ど も､大学 の レベルで教育 す ると
い うことは､ それ は研究 の プ ラスにな る｡ そ うい うふ うに私 は思 いますね｡ それか ら一 回生 に話 す の はど うか とな
るわ けです よね｡一回生 につ いて もせ めて‑
‑コマ ぐらい しゃべ ることは､徴 自身 のプ ラスにな るんで はな い かなー
とい うふ うに私 は思 います｡ それ を超 す とち ょっと負担 が多す ぎると思 います｡教育 の負担 が大 き くな りす ぎて教
育 が全否定 され る傾 向 にあ るん じゃないか な とい う気 はあ りますね｡結局 は教育 の量 によ るん じゃな いか な とは思
います｡学生 を もって い ると言 う以上 は､ 当然教育 は最低義務 と してあ るわ けです し､ それ も全 くの義務 とい う訳
でな くて､教育 と研究 と一体 にな った教育 とい うの はあ りうると思 います｡

〔
川崎〕教育 が義務 とお っしゃったんです けれ ど､今 の全般 的 な教官 の教育 に対 す る捉 え方 はそ こだ と思 いますね｡
つ ま り義務的 に捉 えて い る｡ そ こを義務 じゃな くて､権利 だ とい うふ うに､教 え るのが権利 で楽 しいんだ､ とい う
ふ うにす るにはど うす るか｡ それが結局､教育 システムの改善 にな って い くんだ と思 うわ けです｡ だ ってや って る
のは先生 ですか らね｡先生 がや ろ うとい う気 が あればいいわ けです｡何度 も言 います けれ ど､ それが､ なかなか持
てない とい うのが現状 なんです よね｡ だか ら必ず しも学生 さんの責任 ぽ っか り じゃない と思 うんです｡学力低下 と
かいわれて る ことにつ いて､ なぜ だ ろ うか と考 え ると､教育 を一生懸命 やろ うと思 ってい る先生‑ の評価 が低 いか
らだ と思 います｡ そ こを何 とか したい｡ これが本質的 な ところ じゃないで しょうか｡

〔
藤岡〕 楽 しいんだ､ で､ こん な世 界が あ るんだ､ つて い うことが提供 で きれば いいわ けですね､我 々の ほ うで｡
ど うも何 かす いません｡唐突 な締 め くくりにな ります け ど､最後 に一言 ずつ､感想 な り言 い残 した ことをお話 しい
ただ いて終 りに したい と思 います けど､ いかがですか｡

〔
河野〕 さ っきか ら申 し上 げて い るよ うに､教育 に､ よ り力 を注 いで い る先生 の評価 を どうす るのか､ これ は一番
大 きな問題 です｡例 えば論文 の数 で評価 され る｡ それか ら学会での評価｡決 してそ うい うので はな くて､ あの先生
は教育 が とて もうまい､ それを､ どの よ うな形 で評価 して い くか｡

〔
小 田〕 そ うですね｡教育 の楽 しみが見 出せ ない問 は本 当 に しん どいです よね｡ 教室 か ら帰 って きた ら､ふ〜 とた
め息 をつ く｡ この間､藤 岡先生 が入 って来 られた時､次 1時間 あけてゼ ミがあ るんです けれ ど､楽 しんで らっ しゃ
るなんてお っ しゃった けれ ど､相 当緊張 して ます し､ エネルギーを相 当､食 います｡ だか ら本 当い うと授業 はあ る
程度 の範囲でで きるので､ それ以上持 っ と､手抜 きの授業 にな ります｡他 に論文 を書 け､直せ って仕事 が釆 て るわ
けですか ら｡ だ けれ ど も､研究 の ア クテ ィビィテ ィとい うの と､ 自分 の中で授業 の アクテ ィビィテ ィが､ ど うも切
り離 せ ない｡切 り離 せて る人 は うらや ま しいな と思 います｡ しか し､本 当 にそれで研究 の成果 が上 が って るのだ ろ
うか｡義務 的 に研究 して､論文 の数 だ け､数合 わせをす るとい うよ うな ことで いいのか｡ それ はや は り大学教官 の
質 を問われて ることにな るんで はな いで しょうか｡ そ うい う制度 がなければ､ そ うい うことが出来 ない､ つて い う
ことを京都大学 は世 間 に訴 えた ら､ かな り批判 を受 けると思 います｡

〔
富谷〕教育 の イ ンフォメー シ ョンを流 して欲 しい と思 います｡例 えば､ こうい うふ うなや り方 が あ る｡ それ は 日
本 の大学､私学 での システムで もか まいません し､欧米 の システムで もいいんです けれ ど､ こうい うふ うにすれば
いいんだ､ とい うのを教 えて ほ しいんです｡我 々 は知 らない｡ これが要求 の一 つです｡ もう一 つ は､ エバ リュエ‑
シ ョンシステムて い うのを ど うすれ ばいいか とい う点 を考 えて いただ きたい｡ その 2点 です｡

〔
河野〕 なかなか うま くまとま らないですが､一 つ は教育評価 ですね.研究評価 は比較 的簡単 だ けれ ど も､教育評
価 を して は しい とい う議論 が あ る｡ ただ私 の意見 は教育評 価 とい うの は､ まず第一 に研究評価 ほど簡単 で はない と
い うこと｡ それか ら何 を もって教育評価 をす るのか｡誰 がす るのか､ その結果 を ど う反映 させ るのか､ につ いて は
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多 々や っぱ り問題 が あ る｡ こうい う言 い方 をす ると､ ち ょっとは っきり焦点 が合 わないんですが､逆 にひ らき直 っ
て､教育評価 が必要 なのか ってい う､ たえず これ は逆転 の発想 って言 いますか､ ど う して も行 きづ まった場合 は正
反対 の ことを考 えてみ ろ とい うのが､ あ る程度､私 の発想 の一 つ のや り方 だ と思 いますので､ ど う して も､行 きづ
ま って解決 が ない時 は､ ま った く正反対 を､ とにか く考 えてみ よ うとい う考 え方 を適応 させて いただ きます と､私
にはち ょっと教育評価 とい う､ それが必要 だ とい う発想 その もの にち ょっと疑 問 を もって います｡ それ は比較的研
究一本 のかたで､研究 を されて いた人達 に対 して､今 の学部 が､急 に教育 にめ ざめ るとい うか､教育 をせ ざるを得
ない とな った時 に､ これを評価 して くれ とい う言 い方 なんです ね｡評価 して くれ な きゃな らないんだぞ､ とい うこ
とが逆 に言 うと入 って るわ けです｡ しか し教育 ってや っぱ りそ うい うもん じゃない｡ そ うす ると､教育評価 ってあ
りうるのか｡ 僕 はあん ま り評価､評価 とお っ しゃ らない ほ うが いいん じゃないか な､義務 でや る ものを､義務 でな
いか の ごと くや るとい うところに､教育 の原点 があ ると思 うのです ね｡ だか らこれ は何 で も､生 き様 を見 せればい
い とか､本音 を言 えば いい､ とい うの と､私 はち ょっと逆転 の発想 をす るのです けれ ど も､本音 を言 った らすべて
無茶苦茶 にな っち ゃうんですね｡本音 が言 えないか らこそ建 て前 が あ るんですね｡ す ぐに本音 を言 え､本音 を言 え
ばいい とお っ しゃるけれ ど､本音 を言 った ら本 当に話 合 いにな るんですかね｡ 日本 だか ら言 え るんです けれ ど､パ
レスチナ とイス ラエルがです よ､本音 で話 し合 った らど うな るんですか｡本音 を話 し合 った ら絶対駄 目だか ら､本
音 を言 って はい けないんです ね｡ だか ら本音 を言 えば何 で も解決 す るとい うの は､ 日本 的平和主義 なんです よね｡
例 えば生 き様一 つ に して もそ うで しょう｡ や っぱ り生 き様 の表 で あ ってですね､本 当の生 き様見 た ら混乱 が あ りう
るわ けです｡ そ うい うのあれ これ考 え ます と､教育評価 とい うの はあ り得 るのか とい うのがまず第‑ の問題で､ じゃ
あ教育評価 しな くて ど うす るか と言 います と､ そ こん ところは僕 は明解 な答 え って い うの は無 いんです けれ ど､一
番不満 な ことって､教育 に はいろんなや り方 が あ って､評 価 に もいろん な対応性 があ る､ とい うことを､ お互 いに
言 い合 う以外 にな い｡評価 か ら何かを求 め る､ あ るい はその効果 な り､ ラ ンクをつ けるな り､ お金 に換算 して､ と
か い うよ うな とこには絶対 に発想 さ して はいけない. イ ンパ ク トと して一部 の授業評価 みたいな ことがや られてお
り､一定 のイ ンパ ク トが あ る｡ それを深 めて い くの はいい ことだ と思 います｡ そ こか ら､ あん ま り､ いい評価 とか､
ど う した らいいか､ とい うことで出そ うとす ると､ とたん に拒否反応 が あ る｡例 えば湘南藤沢 キ ャンパ スで､井下
さんで したかね､ が非常 に印象的 な ことお っ しゃったんです けどね､ あそ こは最初 の学生 の授業評価 をす ると､最
初 の数年 間 は､先生 も応 え よ うとす るか ら､ 目に見 えて改善 され るんです って｡ ところが改善 ってや っぱ り限界が
あ る｡ そ うな る と学 生 の ほ うも､ い くら言 って も無駄 だ と思 う｡ 教官 か ら見 て もこれ以上 で きない とい うことにな
る｡ そ うな ると今度 は開 き直 りの ほ うにな るんですね｡学生 か らみ た らなん ば言 った って改善 して くれ ない じゃな
いか って言 う限界 に近づ いて しま う｡数年 た った らそ うな るんです｡

〔
川崎〕僕 は ここの学部 来 る前 に研究所 にいたんですが､研究所 は研究評価 が悪 ければっぶ され ます｡ しょっち ゅ
う機構 変 えて いか な くて ほお とりっぷ Lにな って しまい ます｡学部 は､つぶれ ないか らいいなあ と思 って たんです
けど､ これか ら許 されな いで しょう｡ したが って教育 を重視 す る ことに切 り替 えな ければな らないで しょう｡ かっ
て は研究 だ けを して た らいい とされて いたのですが､ そ うい うこと も無 くな って きてい る｡

〔
河野〕 たぶ ん社会へ の還元 て い う具合 にな ると思 うんです ね｡学部 の場合 は､学部 の学生 が､ その後､ ど う活躍

l
e
arです よね｡ ところが研究所 とい うの は､ これ悪 いの は､教育 をす るときの メイ ンの対 象 が
す るかがわ りか し c
いな い｡ だか ら､社会 へ の貢献度 な り社会 へ の関 わ りとい うことに焦点 あて られ ると､公開講座 に しろ､ いろんな
活動 を しない といけない｡

〔
川崎〕 専 門家 を養成 す る目的で院生 を集 めて教育 す る｡ そ うい う形 での期待 とは別 に､社会へ の還元 とい うこと
を考 え ざ るを得 ない とい うことですか｡

〔
河野〕社会へ の還元 とはち ょっと抽 象的です か らね｡具体 的 に､研究成果 を上 げ ることが社会へ の還元 だ､ とい
う ぐらいのお っ しゃり方 を されて も､別 にいい と思 います｡ そ この ところを メイ ンに され ない と自身 の存在 を問わ
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れ ますか ら｡

〔
藤岡〕研究所 の先生 は､ む しろ集 中 して授業 を準備 出来 る｡

〔
河野〕個人差 が大 きいです よね｡研究所 の教育対象 は､ ふつ う大学院以上 なんです けれ ども､研究所 のあ る先生
は､非常 に熱心 に全学共通科 目をや ってお られて､一 回生対象 の授業 につ いて我 々以上 に熱心 にや ってお られ ます
ね｡‑ コマか二 コマです けど も｡ それで も､ あれだ け熱心 に され る先生 は､ ち ょっとお られないですね｡ かな り専
門の方 で も有名 な方 で､す ご くアクテ ィビィテ ィの高 い人 なんです よね｡ その人が全学共通科 目一 回生 の授業 を非
常 に喜 んでや ってお られ るんです｡

〔
富谷〕提言 です けどね､全学共通科 目を是非､退官 の教授 に も､持 って いただ く｡ 総長経験者 に も｡ それか ら､
それ以外 の､ とにか く､ ア クテ ィビィテ ィが あ って､ 時間のあ るかた は沢 山 い らっしゃると思 います ね｡

〔
川崎〕北大で はや って ます｡退官 された先生 に 2年間教養で教 えて いただいて います｡ だか ら出来 ない ことはな
いんです｡ それか ら､総合博物館で も､ そんな提言 してお られ ま したね｡ 僕 は東工大､三重大学､北大､ と回 った
んです けど､学 力 の低下 って どこで もす ごいです ね｡ ち ょっとお聞 き したいのは､総合科 目での強制､ それか ら評
価 の問題｡東大 の場合 は､選択 とい うものが教養学部 で の成績で もって評価 され ます ね｡ あの システ ムで は､仮 に
一人 の先生 が非常 に甘 い点数 をつ けると､ そ こに寄 って来 て良 い評価 が もらえ る｡ そ うします と､三回生 か らの希
望 の選択 が出来 な く､ふ るい分 けが出来 な くな る｡ その辺 は東大 はどの様 に解消 されて るので しょう｡

〔
河野〕東大 はまず､ いわゆ る､進振 ってい うの は全 員で はない と言 うことですね｡文 Ⅱで経済学部 に行 く学生 は
殆 ど､進振 が無 いん じゃないですか｡法学部 に変 わ ろ うと思 えば別です けど も｡ それか ら理系 につ いて は､か な り
シ ビアで､全部 の成績 で はな くて､ この授業 と､ この授業 と､ この授業 は進振 に影響 します よ､ とい うのが指定 さ
れていて､ その授業 に関 して は､ かな り共通 の プログラムとシラバ スと共通 の成績評価 を付 けるよ うに努力 は して
る様です｡ それか ら進振 自体 につ いて は､だいぶん批判 があ ったよ うです けれども､ これは東大の先生が非常 には っ
きり言 ってお られて､ これ は当然 の ことなんです け ども､ これ は学生 をお さえ る道具 と して絶対 に手放 さない､ と
い うことを言 ってお られ る｡ 明解 に学生支配 の道具 です｡ それ は意識 してお られ ます｡京大 の場合 ど うか｡ そ うい
う学生支配 の道具 を導入す ることは出来 ません｡ あ るものを維持 す ることはで きますが｡

〔
川崎〕工学部 化学 系で は､ 4回生 において も行 きたい希望 の所 の研究室 を選ぶ段階でふ り分 けてい ることにな り
ます｡ 3回生 か ら 4回生 に上 が る時 にチェ ックポイ ン トを設 けて ますか ら､ そ うい うの は勉強 させ る工夫 ･動機 に
はな りますね｡ だか ら一般教養 と言 いますか､

1‑2回生 の総合科 目で勉強 さす ために どうした らいいのか とい う

ことが問題 なのです｡

〔
河野〕 その時 に､例 えば数学 です と､我 々は工学部 の教官 で ないか ら､工学部 の学生 の レベルにつ いて そ う責任
とれない代 わ りに､情 けをか ける必要 はないですね｡学生 は必ず泣 きこんで きますがね｡ それか ら卒業 の時 にな る
とや っぱ り指導教官 か ら単位 を出 して くれ とい うことは､ もちろん あ ります｡ そ うい うこともあ ります と､必修 と
い うのが､ どこまで学生 に効果的 な勉強 させ る方法 か とい うのが､ かな り疑 問です｡

〔
川崎〕や っぱ り学生 さんで勉強 して ない人を見 ると､ ひ ょっと して間違 って入 って きた学生が いるんで はないか
と思 うときが あ ります｡化学 を もともと志望 してないのに､入試 の点数 で化学 に来 たのだ と思 え る学生 はか な りい
ると思 いますね｡

ー 81‑

〔
河野〕変 われない とい うの は変 われないよ うに､ して るんです｡ や っぱ り本能的 にそれを くず して､大学全体が
非常 に しん どい ことになるってい うのを､教官集 団 って い うか､大学 が思 って るか らじゃないで しょうかね｡京大
はまだ､ ま しだ といわれて るんです｡が二桁程度 の人数 は転学部 して ますか らね｡ これ は､ まだ相対的には多 いほ
うです｡京大 だ けが さび しい話 じゃないですよ｡ ただそれを､ もうち ょっとゆ るめ ます と､予備校が最初か らあそ
この専攻 に入 って､ それか らこうしなさい､ とや っち ゃうか ら､ や りた くって も出来 ないですね｡ い ったん化学 が
優 しいとな るとまず､化学 に入 って きます｡ それか ら変わ りな さい って こと｡ これ は理学部が一回失敗 しま して､
転学部 の条件が予備校 にわか っち ゃって､理学部 に入 る為 には､ ど っか に入 っといて､ それか ら理学部‑ とい うこ
とにな る.京大 の中で一番 や さ しい ところに入 っといて､ それか ら理学部へ行 くとい うのを､予備校が宣伝 し始 め
た為 に､転学部 の希望者が激増 した ことがあ る｡建 て前 だけでお しきると､必ず そ うい う裏面 があ って､ これ は完
聖 にゲームですか らね.受験生対京大の. こうい う制度 にすれば､ それ に対 して どうすれば一番 いいか って こと杏
考 え るわ けですか らね｡ 必ず弱点 つ いて きますか ら｡必ず結果 が出て､ そ こを変えな くっち ゃいけない｡入試問題
を一 つ作 るのに も向 こうは必死でや って きて､ こち らはそれに対 して受 けて立 と うとい うことにはな っていない.
入試問題作 るの嫌 だな､採点面倒 くさいなあ､ とい う､ その形 で い った ら､結局 はっきり言 って､予備校 ほどの熱
意 と真剣 さにかな うはずがない｡

〔
川崎〕 そ りゃそ うですよ｡ 僕 は入試 セ ンター試験 2年間や らされたんです けどね､ 出張 日数が 1年間4
8日､ 2年
間ぶ っ続 けでたい‑んで した｡研究 はせないかんわ､人 には言 えへんわ､会議 さぼ った ら所長 に怒 られ るわ､ で困
りま した｡

〔
河野〕 ただ残念 なが ら､例えばセ ンター試験 の数学 などにつ いて は､ これ は数学 で はないぞ､ と｡ これは記憶力
と集 中力 と忍耐力 のテス トだ と私 は言 って いる｡

〔
小 田〕河合塾 の何 とか って方が書 いた 『
悪 間だ らけの大学入試』t
1
)とい うのが最近 出て､ それ を企画 して る方 を
私知 り合 いで して､ さっそ くいただいたんです けどね｡見 ま した ら､最近 の大学人試問題 はクイズみたいなの出て
ますね｡ いわゆ るテ レビの三択､ 四択問題｡ こん なのは､何の意味があ るの って思 います｡ ま った くクイズの様 な
問題が大手 を振 って､ これ じゃあ河合塾が本 当に嘆 いて ますよ｡ これ じゃあ予備校 に入試問題作 って くれ と言 うわ
けだ と｡相 当多 くの大学が､ 問 いあわせて きたそ うです よ｡ こんな大学 まで､ とい うのが皆､入試問題 を作 って く
れ って頼 む｡

〔
河野〕例 えば数学 とか英語 とか は､基礎的 な教官 がや って るんです｡ しか し､ そ うした先生 は減 らされています｡
中での授業 が減 って ますか ら､教官減 らして るわ けですね｡ ところが､ それ は入試 に必要 な分 なんですね｡ 国語 に
しろ英語 に しろ数学 に しろ｡ そ うい う教官 を どん どん減 らして るわ けです よ｡ そ うす ると､ ます ます入試 に負担が
かか るか ら､ ます ます クイズ的なのを出 しち ゃう｡ あ る大学 の講 師の先生が話 してお られ ます けれ ども､数学 を専
門でない人 に出題 させた ら大失敗 したんですね｡無茶苦茶 にや さ しく､ あ る意味でや さ しくした｡慣れた人 でない
人が数学 の問題 を出 します と､極端 にや さ しいか､極端 に難 しいか､ どっちかなんです｡ その ところ､専門で はな
い人が適 当に数学 を出 した ら差 がつかないで､ そ こで僕 の とこに相談 に来 た｡ そんなの今 さら､ とい うことで､僕
の答 え は､名古屋 だ った ら河合塾 に相談 しな さい とい ってや りま した｡数学 の先生 を全然持 ってないところは､河
合塾 とか駿 台 とかの成績 を取 り寄せて､受験生 のやつを全部調 べた らいいんです よ｡ それが一番簡単 です よ｡ 相手
が知 らない うちは絶対 いいです よ. 自分の ところで､ なま じ一人 の先生 が､毎年､毎年､似 たよ うな問題ばか り出
す よ りは､ 出 した振 りを しといて､受験者 の全部､今だ った らコ ンピュー ターで全部 チェ ック出来 るんですか らね.
河合塾 とか全部契約 しといて､ そ こで受 けて る学生 の数学 の成績見 た らす ぐです よ｡ そ こ一番確かです よ｡数学で
は物 を覚 え ると言 うよ りも､証 明､思考をどのよ うに して整理 して､証 明 して い くか､ とい うことが大事 な訓練だ
と思 います｡苦 か ら言 われて いるのが､ そのためにはユーク リッ ド幾何 を教え るのが よい､ と｡ で も､ これ は一時
期､福井先生 が頑張 って､一時残 ったんです けれ ど､妙 な形 で残 っち ゃって､ かえ って弊害があ った とい う話 を聞
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きま した｡ あの頃か ら全 く無 くな った｡苦 は幾何 の論理 てい うのがそれな りにわか る人 は面 白か った｡ また､幾何
が好 きな文系 とい うの も､ い っぱ いお られたんです けどね｡

〔
川崎〕教育環境 で い った ら､僕 4年前 に こっち来 たんです けれ ど､初 めて来 た 日､工学部 の建物 の中庭 に焼却炉
が あるんです｡僕 はび っ くりしま した｡大学 の建物 の研究室 の真 ん中が工場 みたいなんです よ｡ それで､ ち ょうど
その何 か月後 か にオ ックス フォー ドに行 って､ カ レッジに泊 めて もらいます と､前 は芝生 の給麗 な建物 で した｡ あ
うい うところに学生 さん は 2年間 いるわ けです｡ そ うい う所で､ まるで王侯貴族 のよ うにす ごす者 と､一方工場 の
隣 りの教室 で学 んで下宿 は四畳半 に住んで いる者 とが､ さて世界的 に付 き合 った時 には､絶対負 けや と思 いますね｡

〔
小 田〕 スポーツの世界で も､ ナ シ ョナルチームにな った らものす ごい｡ ラグ ビー 日本代表 チームの コーチで遠征
した時､国賓扱 い して くれ ま した｡英国で｡ あち らの選手達 もそ うい う扱 いです よね｡国歌が鳴 りますか ら｡ その
分試合 の時 にはロイヤ リテ ィー とい うか連帯性 とい うか､ ものす ごいO あんま り､ おだてて ｢お鼻 てん ぐ｣ の学生
ばか り作 っち ゃいけません けど､本 当に大切 に扱 って､学生諸君 を素晴 らしい環境 で学 ばせ､我 々 も､ それな りの
心使 いを して｡

〔
河野〕 デー ター上 は､学生 の愛校心 とい うデー ターがあ るんですが､京大 は トップなんです よ､ ほんのわずかだ
けど も｡給麓 に した ら､愛校心 は､無 くなるか も しれ ません｡

〔
川崎〕芝生 の立派 なカ レッジで､教育すれば非常 にいいん じゃないか な､ と思 います｡学生 さん に と っての初期
条件 を取 り替 え られ るな ら､ いろんな ことは考 え られ るんだ けれ ど も､難 しいで しょう｡

〔
富谷〕 オ ックス フォー ド､芝生､教育環境 といえば､私 は､学生 に必 ず読 め と言 って いる本があ ります｡ それ は､
岩波新書 か ら出て ます池 田潔 とい う先生 が書 いてい る 『自由 と規律』 とい う本です 12). それ はケ ンブ リッジの リ‑
ススクールで著者 が学 んだ､ そ こでのいわば寮生活 の体験 を書 いて いる話 なんです けれ ど､ イギ リスで の 自由 とい
うもの は何か､規律 とい うものは何か､ そ して特権階級､つ ま り選 ばれ たエ リー トが持っ責任 とい うの は何 か､ と
い うことを植え付 けて い く教育 で もあ るんです｡

〔
川崎〕 オ ックス フォー ド出身 の学生 が私 の研究所 に居 た ことがあ って彼 らをみ ると大人 なんです｡ ところが､ 同
い年 やのに､私 の学生 は子供 なんです｡ イギ リス人 に聞 いた ら､ そ もそ も大学院生 には国か ら海外滞在 のお金 が出
るそ うです｡ だか ら､学力が無 いの も､設備 の整 った トレーニ ングの システムが無 いか らなんです よね｡ そ うい う
のをち ゃん と与 えてやれば､伸 びる学生 はかな りいるんです よ｡ そ うい う提案 もここで考 えて欲 しい と思 います｡

〔
藤岡〕薬学部 の科学英語､ これ中国人 の先生 なんです よ｡会社 を経営 して る方 が､非常勤 でや ってお られ る らし
いんですが､凄 いです よ｡ 2年生 です けれ ど､立派 にプ レゼ ンテー シ ョンして､ デ ィスカ ッシ ョンします｡先生 に
聞 いた ら､｢いやあ､私 い くつか の大学 や って るけれ ど､ ここの学生 はや っぱ り違 います｡本 当 に トレー ニ ングの
しが いがあ ります｣ といわれた｡

〔
川崎〕 あ っ､ それ はね､他 の大学か ら来 た らす ぐ判 ります よ｡修士 の発表会が終 った後､感想言 え と言 われたか
ら､｢ここの学生 さん 口が うまいですね｣ と言 うて笑 われたんです けれ ど､他 の大学 と比べて全然違 いますね｡ しゃ
べ るのが ものす ご くうまいです｡ だか ら語学 も､今言 ったよ うに､学力が低下 して ると嘆 くん じゃな くて､ システ
ムを考 えて もらった ら伸 び ると思 うんです よね｡ そ こが僕 はここの高等教育教授 システム開発 セ ンターの先生方 の
責任や と思 うわ けです けど｡ よ く伸 びるシステムを考 えて ほ しい｡

〔
河野〕語学 に関 して も､各学部 によ って全然 ニーズな り､要請 って い うのが達 うんです よね｡京都大学全体 と し
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て の統一 的 な ことがや りに くい｡

〔
藤 岡〕 今 日は長 い時間､貴重 なお話 しあ りが とうございま した｡本 日の記録 はテープをお こさせて いただいて､
セ ンターの発行 す る叢書 の中 に出 させて いただ きます｡

〔
河野〕 こうい う形 で出 され ます とね､京大 の教育 とい うの は､ なか なか熱心 にや って るな と､ 印象 を持 たれて し
ま うと思 うんです が､ もっと改善すべ き点 とい うことを強 く言 われない と､改革 とい うことにな らないん じゃない
ですかO これだ け読 む と､｢なかなか､ す ごいな､京大 は一生懸命や って るな｣､ とい う印象 で. ｢も っ と考 え て い
か な くて はな らない､ もうち ょっと皆 さん考 えて下 さい｣､ とい う方 向 にな らないと思 うんです｡

〔
藤 岡〕 そ こで先生､一 つ はですね｡学生 さんか らこ うい うふ うな メ ッセー ジを先生方 に送 って るのに､学生 の ほ
うの感想 で は届 いて いない と思 って い る｡ それ はど う してだ ろ うか､ とい うことを考 え ま しょう､ とい うよ うな こ
ととか､京大 の悪 い例 は出せ ないです け ど､ もっと改善 で きますね､ つて言 う提案 はで きると思 ってい ます｡

〔
石村〕 や は り､授業 を変えて い くため には､ まず､ その授業 の良 い所 を率直 に指摘 す ることなんだ ろ うと思 い ま
す｡ や っぱ り永 い 目で見 た ときは､ まずそ こか ら出発 して い くのが基本 かな､ と｡非常 に意識 の高 い人 は､授業 を
早 く直 したい とい う思 い は､ おあ りと思 うし､ この プ ロジェク トはそれを応援 で きる｡ また､ こうい うところに来
て いただ く先生 は極一部 なんですが､ こち らか ら出て い くとい うことをや ることは､必ず しも意識 が高 くない先生
方 に も自然 に参加 して いただ くことがで きる｡ これ は､ セ ンターの地道 な活動 と して いいん じゃないかな､ とい う
のが僕 の感想 です｡本 日は本 当 にあ りが とうござい ま した｡
(
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