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第 8章 あ とがき
大谷 隆‑

4年 頃 に起 きたいわ ゆる学 園紛争 は､京都 大学工学部 ･工学研 究科 の管理運営 ､
昭和 4
研 究､教育 の諸 問題 について少 なか らず変革 を余儀 な くされ るほ どに大 きな影響 を及 ぼ し
た｡教育 の面では､教授 の 口述 を一方的 に ノー トに筆記す る独 特 の講義 ､多数 の通年 必修
科 目か らな る学科 固定 の専 門教育 カ リキュラム､研 究 と一体化 した教 育 内容 ･方針 ､画一
的なエ リー トを養 成す るた めの教 育 目標 等 ､ に対 して学生が感 じていた息苦 しさが爆発 し
た｡彼 らの言分 は､別 の表現 をすれ ば､ ｢
学生 は単 な る大学 の通過者 ではない｡知識 を伝授
し､学 問を継承す るた めに講義 をす るのな ら､学生 がそれ に対 して知 的刺激 を感 じ､教授
に対 して人 間的反応 を示す こ とがで きるよ うに配慮すべ きだ｣ とい うもので あった｡ これ
は､少 し大袈裟 に言 えば､戦前か ら続 いて きた帝 国大学 の教育 に対す る反抗 で あった｡結
局､教科書 を使 った講義 ､教授 以外 の教官 の講義 ･演習 ･実習 ･実験 ‑ の参画 ､必修 科 目
の大幅 な削減 ､個性 を尊重 したカ リキュラム､ガイ ダンス等 が導入 され たO遅れ馳せ なが
ら新制大学 の教育感 覚 に移行 した と思 われ た｡ しか し､ これ以 前 の教 育 を受 けた教官 のな
か には､依然 としてか っての授 業 を懐 か しむ心情 が残 ってはい ないか ､それ が無意識 の う
ちに大衆化 され た京都 大学教育 の在 り方 につ いて感 覚的なギャ ップ を生 じるこ とにな って
はいないか､ 自己評価 を してい る｡
その後 ､学科単位 でカ リキ ュラム委員会等 が設置 され ､学部教 育の見 直 し ･改革 の作業
が継続 的 にな され るよ うになって きた｡ これ で教 育 カ リキュラム としては責任 を果 した と
思 っていた ところが､新制 大学 の特徴 で あ る教養 部教育 に関 して ほ ころびが生 じた ｡ これ
には､教育 システ ム ･運営機構 に起 因す る教職 員側 の課題 の他 に､一般教養 ､教養 的知識
に関す る学生側 の感 覚 のずれ ､関心度 の変化 か らくる課題 が蓄積 したた め と考 え られ る｡
教養部廃止 ･四年 一貫教育体制 に よって改善す る こ とになっが､ 内容 の改革 が容 易 には推
進 しないO か とい って外枠 の制度変革 に文 句 を付 け るのは筋違 いで あ る｡ われ われ は専 門
科 目のみ に責任 を持つ ので はな く､専 門基礎科 目は勿論 ､外 国語科 目､人文社会学系科 目
について も学科 ･学部 の教 育 目標 に係 わ る中核科 目として 内容 を吟味 し､プ ログラム を構
築 しなけれ ばな らない｡
ここまで くれ ば学部教育 に大 きな問題 はないはず だ､ とい えるか ど うか｡本報告 書が纏
FD) は､専 門科 目を 中心 とした学部教 育 に焦点
めた ファカル テ イ ･デ ィベ ロップ メン ト (

を合 わ してい る｡教官 のなか には､少 し以前か ら自分 の担 当す る講義 について学生 のア ン
ケー トを取 ってお り､その傾 向は よ く解 ったか ら今 さらア ンケー トで もなか ろ う､われ わ
れ は教官 なのだか らどんな形式で あれ シンポジ ウムで議論 しない と理解 で きない とい うも
のではない､ あるいは もっ と本質 的 な問題 を議論す べ きで ある､な どの意 見が あるか も し
れ ない｡仮 にそ うだ として も FD の課題 は要素 レベ ル の もの と組織 レベル の ものに分 ける
こ とがで き､それ ぞれ に種 々の課題 が あ り､その解 決 のた めの 出発 点 は フアカルテ イ とし
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て明示 され た方法 で課題 を抽 出 し､可視化 ･成文化 した形 でそれ を認識す るこ とか ら始 ま
6｢
FD の必要性｣参照)
Oそ うはい うものの､今
る､ といわれ てい る (
本報告書第 2章 2.

後､FD 活動 は何 を どこまですれ ばいいのかO アンケー トの 内容 ･収集方 法 には改良の余
地が ある､ シンポ ジ ウム‑学生 を直接参加 させ るべ きで ある､ シンポジ ウムに関す る参加
教官 の意見 を整理 し解析す べ きで ある､な どの意 見 は もっ ともで あ り､今後学科毎 にな さ
れ る継続的 FD に反映 され るのが望ま しいO この意 味において も建築 学科 を含 めてほぼ全
学科 にわた って 同一形態 で実施 してきた､ また今年 度最後 に実施す る予定 の電気電子 工学
科 のシンポ ジ ウム に至 るまで､一連 の FD は試行 で ある

O

これ か らは､で きる限 り多 くの

学生 の学習意欲 を沸 き立たせ るこ とがで きるよ うな工夫 をす るこ と (
FD の課題 3)､学部
教育 と大学 院教育 の相違お よび関連 を明確 にす る こ と (
課題 4)､フアカルテ イの理念 ･発
展 を明示す るた めに､各学科 の教育 目的 ･目標 ･方針 を成文化す るこ と (
課題 5)､さらに､
それ を実施す るた めの組織 を整備 し､具体 的な教 育

プ

ログラム を立案 し､実行 し､評価 し､

改善す るサ イ クル を継続 させ る こ と (
課題 6)､ に展 開 してい くこ とが要望 され てい る｡
最後 に､本報告書 の出版企画､原稿執筆､編集 にたず さわれた新 工学教育プ ログラム実
施検討委員会 の委員 ､今後 これ を頒布 され る関係機 関の各位 に感謝す る｡ また､ア ンケー
ト調査や その整理 に時間を割 かれ た各学科 の関係 者 をは じめ､ シンポ ジ ウムの準備 に協力
いただいた工学部等事務部 の方 々､ シンポ ジ ウム に参加 され た先生方 に対 して敬意 を表す
る｡ さらに､ これ か らの学部教育 に対 して責任 あ る立場 に就 かれ る方 々の大 いな る努力 に
期待 を寄せ たい｡
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