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大学設置基準の大綱化に伴う筑波大学の対応にっいて

　　　江田　昌佑（筑波大学体育専門学群長）
　　　松浦　　義行（筑波大学体育科学系長）
　　　大木昭一郎（筑波大学体育センター長）

司会高橋　　伍郎（筑波大学体育科学系教授）
　　　阿部　　一佳（筑波大学休育科学系助教授）

司会（高橋伍郎）

今日はお忙しいとこ

ろ，どうもありがと

うございます。松

浦・江田両先生にご

出席いただいた『大

学体育研究』10・11

号の座談会から少し

問が空いた感があ・りますが，この間に大学設

置基準の問題は愈々現実のものになって参り

ました。現在，筑波大学でもこの大綱化に伴っ

て起こる様々な変化に対応しているわけで

す。このように現実的な問題が差し迫ってお

りますので，こうした問題に深く関わってこ

られた先生方にお集まりいただいて，更にこ

れからの私達の行動の在り方を見定めてみた

いと，このような対談を計画したわけです。

ざっくばらんなお話をしていただければと考

えております。

　初めに，ご挨拶を兼ねて大木先生からお話

を切り出していただけますか。

夫木昭一郎（体育センタr長）　今日はお忙

しいところをどうもありがとうございまし

た。共通体育の変革に当たっては学群長・学

系長の側面からのご支援をいただき，大綱化

の一つの波といいますか一番大事なところを

どうにかクリアしたかなと考えております。

　　　　　　　　　鱗鰯この機会に厚く御礼

　　　　　　　　　　　申し上げたいと思い

　　　　　　　　　　　ます。ありがとうご

　　　　　　　　　　　ざいました。

　　　　　　　　　　1　大学設置基準の大

　　　　　　　　　　。綱化・弾力化は，数

　　　　　　　　　　；年前からかなり論議

　　　　　　　　　　　されてきており，当

体育センターとしてもこれにどのように対応

していくのかを内々検討は続けておりました

が，実際に具体化への作業が開始される段階

になるまでは，・なかなか中身が読めてこない

部分がありました。全学学群長・課程長会議

の取りまとめ役として江田先生にご苦労をい

ただいていた関係で，私どもは比較的スムー

ズに情報をキャッチすることができました。

その意味ではかなり助かった部分が多かった

のではないかと思われ，改めて感謝を申し上

げたいと思います。

司会・（高橋）　ありがとうございました。江

田先生は，体育だけでなく全学g検討委員会

を組織された責任者でもありますから，筑波

大学全体の対応に関して，その経過も含めて

お話ししていただきたいと思います。
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1、大綱化の流れを受けて

灘続11驚
　　　　　　　　　　　の改定は，昨年（平

　　　　　　　　　　　成3年）7月1日に

　　　　　　　　　　　公布されましたが，

　　　　　　　　　　　大学審議会は，昭和

　　　　　　　　　　　62年度から各部会に

分かれて，大綱化に向けた検討組織を発足さ

せてきているわけです。こうした経緯につい

ては，結論的なところから申し上げましょう。

戦後，新制大学が誕生しましたが，この時に

大学の在り方が国大協と基準協会によって示

されましたが，これが文部省令として初めて

設置基準としての形を整えたのは昭和36年で

す。それが現在まで来ている。ですから今回

の大綱化は，戦後，新制大学が発足してから

初めての大改革だと言えます。少なくとも40

年位の間の色々なぜい肉とか無駄というもの

を省いて，改めて高等教育，大学の在り方を

構築し直そうという抜本改正だと受けとめて

いただいていいと思うんです。

　大綱化に対して，教育と研究とを分離して

いる本学が採った対応は，一教育と研究の業績

を常に点検・評価して行こうということから

出発することでした。教育については遅れて

いたことは事実です。しかし，5年ごとのレ

ビュー，つい最近では63年に「白己評価と指

標」が企画調査室から出されていますが，そ

れ以来，各審議会において，少なくとも教育

審議会においては，それを受けた形で専門教

育も一般教育もかなり改善の努力をしてきま

した。その最中において，この大綱化の問題

が出てきたわけです。ですから本学としては，

設置基準が大綱化されたからバタバタするの

ではなくて，今までも努力してきた申身の改

善とかいろいろな点をすべて含めて変えてい

こうとしている最中での課題と丁度旨くドッ

キングさせることができたのです。結論とし

ては，スムーズに大綱化の線に沿って出発す

ることができたということかと思います。

　しかし，具体的な方策ということになると，

かなり精力的にやらざるを得ませんでした。

大木先生が挨拶の中で言われたように，先の

見えない部分が沢山あったわけです。答申の

中身を幾ら読んでも，不透明な部分，解から

ない部分がありました。こうした解からない

部分を，我々としては，解かるとか解からな

いというのではなく，大学に自由度が与えら

れているのだと受けとめることで，独自の歩

み方をした，ということかと思います。

司会（高橋）　例えば，具体的な作業の進行

具合とか，どういう位置にあるかとかいう話

はまた後にしていただきまして，松浦先生に

は研究の立場から，大木先生には体育セン

ターの立場から，どういうふうにこの大綱化

を受けとめられたか，お話していただきたい

と思います。

松浦義行（体育科学

系長）　研究の立場

からということです

けれども，大綱化と

いうことは，どちら

かといえば，かつて

の旧制大学は確かに

フリーダムが多かっ

た。特に，旧制大学の発足した時代は，如何

に大学の中で科学の前進のためにアカデミッ

ク・フリーダムを必要とするか，それはどん

なものであるかという十分な認識のもとに，

各大学でユニークなカリキュラム，ユニーク

な講義を行うことができた時代だったと思い

ます。そして戦後になって新制大学という形

になったときに，アメリカ流の考え方，つま

りリベラル・アーツが導入された。そんなこ

とから，カ’リキュラムに対しても日本のよう

な狭い国に於てさえ，文部省が国の考え方と

いうようなある統一的なものを出して来てし
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まった。・ところが，そのような一つのコント

ロール，縛りというものが適切であったかど

うかということについて新制大学ができて以

降いろいろな問題が出て来ていましたから，

丁度今が文部省及び多くの人々が反省をし始

める時代になったのだと思います。こうした

反省はかなり前からありま、したけれども，制

度というもので縛られていたものですから，

どうしてもその制度の中でしかアカデミッ

ク・フリーダム，テイーチング・フリーダム，

エデュケーショナル・フリーダムというもの

は語られなかった，実現はできなかったのだ

と思います。

　けれども，幸いに，制度としてそのような

コントロールを外そうじゃないかと一いうこと

が，遅まきながら文部省から出てきました。

大綱化はそうした認識を具体化したところの

ものであろうと思われます。特に，そういう

ことをプッシュしたのが臨教審のアイデア

だったんだと思いますけれども，臨教審の委

員たちがそれぞれ皆，かつて旧制大学の時代

におけるエデュケーショナル・、フリーダム，

リサーチ・・フリーダム，アカデミック・フ

リーダムの上に立った教育を受けられた方で

もあったということもあるでしょう。そうい

う反省を含めた結果が臨教審の答申に現われ

てきて，それを文部省が受けとめて今回の「大

綱化」という言葉での表現される改革になっ

たと思います。そうなってくると，大綱化と

いうのは何なのか。自由というのは必ず責任

を伴うことですけれども，確かに今度は，い

ろいろな大学の申でその大学の自由と責任の

もとに白分の大学のユニ∵クな考え方，独自

の正当化できる考え方を教育の場，研究の場

で実現していかなければならなくなづた訳で

す。それが今回の文部省の大綱化の意義では

ないだろうかと思います。

　とかく，大綱化というのは，比較的新しい

ことのように受けとめられますが，私は逆に

学問の自由という最初の起点にもう一回立ち

戻ったということでは存いだろうかと受けと

めています。そして，研究というもののため

に，また新レいことを生み出すために，如何

に自由が大切なことであるのかということ，

このことを研究の場ばかりではなく，世界の

全ての場における一つの重要なプリンシプル

であると認識することはとても大切なことだ

と思います。こうしたことを，共産主義の国

でさえ認めるようになってきた時代です。ま

してや今まで白由諸国という範冊壽の中で活躍

してきた日本の国にとっては至極当然なこと

でもあろうし，むしろ遅きに失したとさえ感

じられます。

司会（高橋）　それでは，大木先生，体育セ

ンターという立場からご発言をお願いしま

す。

夫木　筑波大学体育センターにとっても，大

綱化・弾力化の波をそれなりに大きなものと

してかぶってきているわけです。しかし，全

国的なレベルということで考えますと，筑波

大学は発足当初から大綱化を既に半分くらい

クリアしていた。例えば，体育センターとい

う組織は，共通科目の体育だけでなく，施設

の管理，学生・職員の体力相談，さらには公

開講座を担当するとかいう形を合わせ持っ

た，どちらかといえば筑波大学に合わせて大

綱化がなされたのではないかと思える位，こ

の課題をクリアしている部分の多かったこと

｛こ気づいたわけです。

　したがって，その意味では，どういう波が

来ようともそれほど恐れるには足りないとい

う白負を持ってやってはいたんですが，実際

に今日まで大綱化に伴う教育課程の改訂に伴

う諸問題を見て参りますと，若干尻込みをし

た部分もありますし，今後更に後退を強いら

れる部分があるだろうことも懸念されます。

しかし，これまで筑波大学がなし得てきたレ

ベルが一つあって，他大学がそこまで来たと

きに，我々がその先に何も飛躍できないでい

たら，それは責任が果たせなかったというこ
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とになります。単位数を確保するだけでなく，

体育センターの業務そのものが一段飛躍する

のでないと大綱化・弾力化は不十分なのでは

ないかという認識を最初から持っていまし

た。

　まず第1に，共通科目「体育」ですが，他

大学ですと「体育」とは言えないわけです。

「保健体育」と言って，一般的には実技が2

単位，保健を含む理論的な講義が2単位，大

体4単位でやっている。しかも，実技は私ど

もの大学のように週1回，通年で45時間やる

という形ではなく，90分授業で15回くらいで

終わりになっているというレベルで，2学期

制ですので1学期に1単位，2学期に！単位

で，体育は1年生で2単位履修できるという

格好ができていて，その合問に1～2年のあ

たりで理論がある。言ってみれば，2年間か

からない位でほぼ終わりになるという状況で

はなかろうかと思います。

　ところが，私どもの大学は，発足当初から

1年間で1単位，実技を中心にということで

やっておりますので，必修2単位ということ

は2年間ガッチリ実技を中心に理論も含めて

体育を展開することができるということです

から，2単位ということであっても決して遜

色はないという部分が最低の押さえとしては

ありました。私どもとしては，従来，4年間，

1年に1単位ずつ実施してきたものを何とか

守っていきたい。このことが学生の健康管理

や学生の生涯スポーツ享受能力を高めるとい

う意味からも大事だなと考えて，学生自身も

それを願い，教える体育センターの教員もそ

れを願ってきていたのですが，結果としては

2～4単位ということに結論づけられてしま

いました』

　この結論の出る前に，若干，時間数の削減

はやむなしの感がありましたが，何とか従来

の線を守りたいということで，できれば学科

とか教育の組織にかかわらずに全学を通じ

て，体育は4単位とか，あるいは体育は実技

を中心に3単位はやろうという全体の申し合

わせ事項のようなものができないかと私達も

努力をし，江田先生にも何遍も努力しても

らったのですが，大綱化の本旨は，教育組織

が改めて自分の教育を自分達の立場から考え

、て，その中で一般教育をどうするか，どうい

う人間をつくるかということを論ずるので

あって，学問の中身と無関係に体育だけ一方

的に3単位と決められることについては不本

意だ，という意見が正論としてまかり通って

しまいました。何度か押し返したり，押し返

されたりしながら，最後は夜申まで合宿して

審議をやったんですが，結果としてどうして

も正論に押し切られた部分が出てしまいまし

た。各教育組織は，自分たちの学生をどう教

育するかという認識の上に立って，つまり卒

業時に期待される学生の人間像を描くという

レベルから，専門と一般教育との割り振りを

やったものですから，何とか「2～4単位」

という表現上での工夫に終わってしまいまし

た。

　最初は私も眠れないくらいショックでした

けれども，一たん結論が出た以上は，これは

大学全体としてのものですので受けとめなけ

ればならなりません。一番大事なところ，教

育課程，単位数についてはそのような形で終

わったということです。

2．大学における「体育」の存在価値とは

司会（高橋）　今，かなり具体的な話になっ

て，攻防とか，2単位・4単位という数字が

出てきましたが，大学体育連合とか大学の教

員，あるいは教養の教員もそこら辺のところ

は非常に関心がある。より話を具体的にする

ために単位数の攻防を話題にしながら，専門

と教養の関係などの話に移っていきたいと思

います。一

江田　本学が具体的に大学としての在り方を

示す場合に，「専門」と今まで一般教育科目

一4一



と言われていた「専門以外の科目」の扱いを

をどうするかという1点が大変難しい事にな

りました。大綱化そのものは，一般教育を軽

視しているわけじゃない。これは大事なこと

だと言っている。各教育組織は一つの教育目

標を持っているわけで，その読み取り方が先

行し過ぎてしまうと，所謂学部自治というこ

とになってしまう。本学には16学類・専門学

群がありますから，各組織がバラバラになっ

ては，新構想大学で整えた筑波大学の総合大

学としての在り方が崩れてしまう。このこと

を大綱化委員会としては一番恐れたんです。

　そこで，共通科目の中身も洗い直した。大

学が責任を持って，全学の学生に専門以外に

取らせたいものを精選したのです。大学とし

て共通レベルでどういう押さえ方をするか，

これが大綱化委員会の一般教育に関する一つ

の課題だったと思います。

　もう一つ，単位数云々の問題がありますが，

大綱化が問うているのは「もう量の話ではな

く．質の問題ですよ。」一と言うことです。今，

時代の流れを眺めてみますと週休二日制とい

う形がある。5日問でどのようにしていくか

といいますと，やっぱり質を問う形で組み直

さないといけません。今回は，中身の改善も

含めているわけです。そういう意味で，本学

で言えば物理的には共通科目全体がスリムに

なった。しかし中身はどうですかということ

はこれから自己点検・評価で自ら問いなが

ら，新しい発展を遂げざるを得ないと思って

います。・

　本学が大綱化の前にいろいろ検討を願って

いたのは，一般教育については提供者側と受

益者側とどのように求め方があるんですかと

いうところで，受益者側がこのようにしてほ

しいということについて，提供者側はこれを

最大限受けてほしいという方針のもとにずっ

とやりとりをしていたわけです。それが必ず

しも煮詰まった形で行なわれたのではない。

現在も変革が進行形の状態で固まっていない

ところがある，これが僕には若干不満の残る

面です。

司会（高橋）　現実に現われた問題点をもう

少し具体的に出していただけますか。例えば，

教養の外国語問題でもいい。クリアできた点，

クリアできなかった点はどんなことですか。

江田　クリアできないというよりも，もう履

修細則も全部固めましたから，現在はそこか

ら改めて発展をしていただきたいということ

かと思います。

司会（高橋）　現在に至るまで一番困難だっ

た点というのは…。

江田　一般教育科目として全学に共通する共

通科目の単位数をどれぐらいで抑えるか，自

由科目をどのように各教育組織でやってもら

うか，これは全てそれぞれの教育組織が主体

性を持った形で構築していかざるを得ないこ

とだと思います。

司会（高橋）　松浦先生の立場から，より具

体的な話を発展させて頂けないでしょうか。

松浦　余り具体的にはわかりませんが，ここ

まで時代が変化したのですから，もう一度原

点に戻って「大学教育とは何か」という基本

的なところからディスカッションを始める必

要があるのではないでしょうか。

　確かに大学というのは，どちらかといえば，

メンタル・アビリティiを磨く場だろうと思

います。何故なら将来色々な場面において

リーダーシップをとらなくちゃならない人間

を育てる場所だからです。日本においては大

学がかなり大衆化したという面もあります

が，それでもやはりリーダーとしてのメンタ

ル・アビリティーというものは重要な大学教

育の一つの目的です。しかレメンタル・ア

ビリティーを有効に働かせるためには，知育

ばかりじゃなくて徳育一も必要だろうし，体育

も必要だろう。そういう知育・徳育・体育の

ような三つの基本的な教育理念といいますか

教育目標を，今，もう一度問わねばならない

時代にさしかかってきたのだと思います。
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　知育・徳育・体育が重要なことは誰でもわ

かっています。しかし，時代の変化を考える

と，今捉えなければならない徳育・知育・体

育というものが，かつて我々が捉えていたも

のとは違ってきているかもしれません。何故

ならば，今日までの長い問に大学で教えなけ

ればならない知識内容はものすごく増えてい

るからです。我々が大学時代に習ったものの

2倍や3倍位になっているかもしれません。

特にスポーツ科学のように進歩の激しい科学

領域になってきますと，かつて我々が習って

これ以上のことはわかっていないということ

に，新しくわかったことが沢山ある筈ですね。

そうなってくると，アンダー・グラデュェー

トのことだけに注目してみても，4年間の間

に教えなければならない，教育されなければ

ならない知識内容が増えてきている。ですか

ら，例えば，知育を，従前と同じように考え

ては不十分ということになります。

　しかも，どんな場面でも，人問の知的な能

力が，身体的な特性に関与することなく発揮

される現象などはありません。まして世の中

は，どんどん健康を阻害する条件が増えて来

て，人間が積極的に運動しなくてはならない

必要性も増えて来ています。何故なら，運動

することが減っているからです。健康を保つ

ためには，意図的に運動せねばならない。人

間の健康維持のために運動が必要であるとい

うエビデンスも沢山出てきています。このよ

うに，知育・徳育・体育という三つの領域に

対しての我々のかつての認識と今日の認識と

は，その認識を裏づける知識の量が随分変

わうてきているし，そして知識の質もまた変

わってきています。

　そういうことから考えると，今，この大綱

化，すなわち教育という場面での話ですけれ

ども，教育内容に焦点を合わせた検討もまた

十分な・されねばならなりません。ましてや4

年間しかないわけですから，今まで蓄積され

た知識を全部伝えることさえ難しいと思いま

す。知識を伝えることが難しいとするならば，

どこかに知識の体系があるはずですから，教

える側．（エデュケーターの方）は知識の体系

を自分なりに作らないといけません。ここに

エデュケーターズ・フリーダムというものは

出てくるでしょう。エデュケーターズ・フ

リーダムは，とり・もなおさず各教育者の能力

に依存することになります。能力に依存する

と同時に，それがその人の教育の特徴だろう

し，ユニークネスでしょう。そういうことが

今後どんどん問われていかなくてはならな

い，問われている時代になってきていると思

います。

　確かに形の上では2単位だ，3単位だとい

う問題もあろうかと思います。形の上で2単

位，3単位は，結構だと思いますけれどもそ

の1単位のアマウントは変わらないと思いま

すが，クオリティーは物凄く変わっていると

いうことですね。最近，言葉だって「クオリ

テイー・オブ・ライフ」といって，「クオリ

ティー」という言葉が出てくるように，今問

題になっているのはクオリティーです。じゃ，

クオリティーというものに嘗てより以上に焦

点をあわせて，教育が行われなくてはならな

い訳です。このことを大綱化は言葉の上で表

わしているのではないでしょうか。それだけ

大変で，難しい，重大な責任がそれぞれの教

育者には与えられている。今後どんどんその

責任の重大さは増大するだろうと思います。

司会（高橋）　大木先生，体育センターの対

応に関して具体的な話に深く入ってもらえま

すか。

大木　共通科目「体育」の中身については，

2～4単位の幅を全学的に認めたという形に

なっています。したがって，4単位やるとこ’

ろは従来同様に1年に1単位とすれば4年ま

でゃるという形ができますし，反対に，2年

で終わるところは1年と2年ですべて終わっ

てしまって，後はないという問題になろうか

と思います。そこで，必修科目か自由科目か
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’で将来ビジョンをつ

くってきたわけで

す。ところが，今回

は急速にやってくる

二一ズにどう対応す

るかということで，

特別に拡大カリキュ

ラム検討委員会（宮

丸委員会）が作られて，それでさまざまな対

応をやってきました。

　ところが，当然のように，例えば，学部自

治に近い位に，各学群の教育理念＝教育計画

がそれぞれのユニットで作られ亭段階になっ

て，そうした機能が大学全体としてどのよう

にコントロールされるか，あるいは，それが

どのように機能して㌔しまうかということが，

私達の活動そのものを飲み込んでしまうよう

な問題と直面せざるを得なかったわけです。

　江田先生からもう少しお伺いしたいのは，

このように量から質へと変換していく際に，

相当の哲学の用意，つまり教育理念の用意が

必要であろうし，まさに第1回目の自己点検，

自已評価が必要だっただろうと思うのです。

そのことが果たしてどういう形で行なわれた

のかをぜひお聞きしたいと思います。」と申し

ますのは，拡大カリキュラム検討委員会の中

で「そもそも大学体育とは何か」ということ

が大きな問題にされてしまいました。そして，

大学ということの定義も含めて「体育」とい

うことの定義をどのように持っていって白分

たちのものにするかということは，いま一だに

はっきりした理念を構築し切れないでいるわ

けです。これには幾つかの要請があると思い

ます。

　例えば，大学全体の中で「体育の価値をど

のようなものだとするか」「体育の理念をど

う構成するか」という問題だと思いますし，

もう一つは，小・中・高等学校との繋がりの

中で「どのように連続性を持ちながら，どの

ような大学での独自課題を持つか」という問

題でもあります。努力はしているものの，現

状では必ずしも十分な回答を得てはいないの

です。

　これは，大学のアイァンティテイーがどの

ように形成されて行くかと言う問題と軌を一

つにするもののようにも思われます。社会と

の二一ズとの問にどのように大学のアイデン

ティティーは関係するのか，あるいは筑波大

学はどのような独自性と学風を構築しようと

してきたのか，そして私たちはその中から体

育として何を受けるべきなのか。もう少しお

話頂ければと思います。

江田　大綱化委員会でもその議論は沸騰した

わけです。大変難し．い答えをせざるを得ない

と思っているんですが，まさに大学の理念と

は何か。筑波大学は新構想大学ですから，そ

れの見直しをしたことは事実です。しかし，

ほかの大学とは違う持ち味を尊重しようでは

ないかということを前提にしています。

　話が飛び飛びになるかもわかりませんが，

現在の体育の重要性についても同じように各

教育組織はそれぞれの教育組織で重要性を唱

えています。そこら辺りをどのようにコント

ロールするか。バラバラじゃなくて，大学と

してのある姿を・見せなくちゃいかん。それが

共通科目と考えていただければいいと思うん

です。

　体育について言いますと，学長が基本的に

言われているし，教育審でも重点目標で一般

教育についてどうあるべきかということは毎

年言われていますが，いわゆる共通科目につ

いても申身の再検討と責任体制について十分

な見直しをやってくれというのがずっと続い

ていました。現在やってきた共通科目体育に

ついてもまさに中身と責任体制をずっと問わ

れていま一した。学長は，「人生80年という長

いスパン，それに対しての大学の体育を考え

てくれ。」と言い続けていました。だから僕は，

量よりもそういう質の追い求め方が改めて今

度の大綱化でやらなくちゃいかんことであろ
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うと思っているんです。

　多年に亘って，大学の教育の在り方につい

ては議論もしたし，突っ込んで言ったことも

事実です。建学の理念とか教育指針の方は，

大綱化に向けて出されたかなり長い答申にも

よく沿ったものだと言えます。ただ，’開学の

当初よりも変わってきたのは，「もう一回，

時代に沿うような形で再構築できないか」「高

等教育の在り方，それは学群の在り方だけで

はなく，それを土台にした大学院教育の在り

一方をも大学全体と’して捉えていかなくちゃい

かん」という問題だったろうと思います。

　一般教育については「共通科目等」という

ことですが，現在行なわれているものは高等

学校の焼き直しのようなものではないか。こ

れについては早く改修して欲しい，いわゆる

大学の中での一般教育といいますか，専門以

外の科目としてあるべき姿と内容を整えて欲

しいということが，共通科目等についての答

申の中身なんです。今までの教育を踏襲して

いくんじゃなくて，形の上で踏襲の分もある

かもしれないけれども，中身が問われている。

だから，教官の方も意識改革の時代であろう

と思っているんです。

司会（阿部）　私どもの中で検討されてきた

もう一つの問題に，リベラル・アーツの問題

がある。体育固有の問題としてだけでなく，

リベラル・アーツの問題として考えるときに

は，二つの視点が必要ではないか，というこ

とです。

　一つは，「変わる価値に関する視点」とい

うものを入れていかなければ大学の教育は論

じられない。その一方でもう一つの「変わら

ない価値」に対する十分な理解なしにこれま

た大学教育の問題は論じられないという問題

があるということでした。こうした問題の見

方の中で，「変わらない価値」という問題に

よりいっそう目を向けないと，私たちの「体

育という問題」はどこかでおぼろになってし

まいます。

　二つの軸，「変わる価値」に対する私たち

の姿勢と「変わらない価値」に対する姿勢と

いうものをどう教育理念の中に持ち込むか。

ここのところで相当苦しめられたと思うんで

す。恐らく大学側にも全体としてそういう問

題があったのではないか。あるいは，研究そ

のものの方向にもそういう問題はあるのでは

ないだろうか。

江田　大学というのは常に一律の一本のレー

ルで進むはずがない。多様な形で進行してい

くものだと思います。きちっとしたレールを

敷いてそのまま行くと言えば，設置基準が変

わって，また違う形で枠固めを考えているだ

けに過ぎないので，僕はそんなものじゃない

と思うんです。

　今度の大綱化で三つの柱があるんですが，

三番目の柱は「自己点検・評価」にしている。

これは改善の基礎なんです。常に動くものだ，

毎年変えるものだ，いい方に変えて行くんだ

と言っている。改善のためには点検・評価が

必要だ，見直すんだと言っている。これは，

本学の学則でも総則の2項目にはっきりう

たった位要求されている事項なんです。今，

それは努力目標と言っていますけれども，当

然そうでなければ常に良い方に回転していか

ないと思います。

　これもある意味では教官の意識改革といい

ましょうか，今までは枠に乗ってレールの上

を走っていたきらいがないとはいえないの

で，「そういうものじゃありませんよ」一とい

う認識を先ずしなければ，大綱化で表面が変

わっても中身は一向に変わらないことになっ

てしまう。研究は別にして，表面がどんなに

変わろうが，教官は教育の義務を持っている

んだから，それは忠実に果たすべきだ。その

ためには「自らが点検をする」「組織として

も点検をする」「評価をする」そして良い方

に向いて行く，こ杵が一番大事だと犀うんで

す。枠をなくして「一般教育は大事ですよ」

と一つの側面から言っているんです。だから，
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大学としても大事なものは残す努力をしたわ

けです。

　多い少ないの話は別にして，そこについて

は質を問われるということで解決できるので

はないかと思うんです。松浦さんがさっき言

われたように，知識量というものも大学では

重要な問題です。よく言われる例として医学

の情報量と言うのがある。医学畑で生産され

る年間の情報量は，明治の初めに2キログラ

ム位だったが今や2トンになるという。しか

し，それを教育のシステムの中で同じ一日24

時間，1週間6日，一年365日の6年間でや

らなければならない。これはできるはずがな

い。だから，如何に合理的にといいますか能

率的に，そして質的に改変をしながら，いい

形で整えていくべきかが常に問われているこ

とになるわけです。

　そういう意味では，うちの医学はかなり先

駆的ですよ。内科学とか外科学とかそういう

ものは，内科学だったら今の知識量からする

と20年，30年かかる分量ですから。それを学

んでから医者になるということでは世の中と

ても納まりませんからね。体育もそれに近い

部分はあろうかと思っています。

3．自己点検・自己評価をどう行うか

司会（高橋）　そういう状況で2キロから2

トンということが医学に限らずいろんな専門

であると思うんです。我々の体育というのは，

そういう中で専門としてということももちろ

んありますけれども，リベラル・アーツ，教

養としてという考えもすごく大きい。それを

主張する立場とか組織とかそういうものよ

り，専門の立場，2キロから2トンの立場の

方がウエートが大きいということに若干の危

倶があるということが一つある。これはまた

話が長くなりますので，とりあえず今ちょう

ど自己評価・点検の話が出てきましたので，

その話をその方に進めて行きたいと思いま

す。

松浦　評価するためには，ある期間にあるこ

とを行ってどんな結果が出てきたのか，その

結果に対してある尺度を当てがって測定をし

ますね。評価ということは，その測定された

結果に対してある価値尺度を当てがうことだ

ろうと思うんです。我々のような教育の場に

置き換えて考えれば，1学期間授業を行った

結果，学生がこのような理解ができました，

このような学力・が増加しました，まずもって

こちらが期待するような学力の増加であった

かどうかということを知ることが最初の問題

になるでしょう。じゃあ，そこで測定された

結果がどの程度適切であったのかどうかを判

断するのには一種の価値尺度が必要だと思い

ます。

　ところが，先ほど変わらない価値，変わる

価値が出ましたが，この価値尺度は，非常に

バリアブルなものだと思います。個人によっ

ても違う，時代によっても違う，大学という

一つの全体のまとまりにおいても違う。そう

しますと，できるならば大学全体での評価を

行おうとするならば大学全体での共通な価値

尺度が必要になってくるでしょうし，自分だ

けのティーチング・アクティビティーの評価

をしようとするならば自分だけの価値尺度を

用意してもよいでしょう。その尺度をどう

やって作るのか，どんな尺度を利用したらい

いか。実はこの点が一番難しい。これが，こ

れまで「教育評価」とは言いながらも十分に

は業績評価というのができなかった理由だろ

うと思います。

　アメリカで確かにそういうことをやってな

いわけではありません。けれども，アメリカ

だってそんなしっかりした評価のための価値

尺度を持っているわけではありません。それ

ぞれのデパートメントで，またはスクールで，

ある程度テンポラリーなものをつ’くって，そ

れをお願いしますと言っている程度のものな

んです。しかし，その程度のものであるとい
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うことが価値判断をするときには重要なこと

ではないでしょうか。ある変わらない価値尺

度ということで，これから1年も2年も3年

も同じで価値尺度は存在するはずはないと思

います。何故ならば二一ズが変わります。世

の中，その他，それに対応する受け皿も変わっ

てきます。ということから，変化するのが当

たり前です。

　価値尺度でさえ変化はしていかなくちゃな

らないと考えるのですから，評価について，

どの点を評価したらよろしいのか，はっきり

「この点です」と具体的に言うわけにはまい

りませんが，とにかく最初自分が意図したも

のがあると思います。そしてその意図に対し

て実現しようと思ってアクティビティーを行

います。その人のアクティビティーを行った

結果があります。その結果が意図したものに

対してどの程度到達できているのか。ごれは

それぞれの教育者がやらねばならない教育の

一つの義務の内容だろうと思います。

　こうした尺度には，自分のもの，他人のも

の，組織全体としてのもの，大学全体として

のものという具合に何種類かの尺度があると

思います。ここの点は今いろいろと問題に

なっているところだろうと思いますけれど

も，大学は大学なりに大学としての価値尺度

を出して欲しいし，同時に体育専門学群は体

育専門学群としての価値尺度を出さねばなら

ないでしょう。それだけでは実は困るわけで

す。必ず教育者個々人もまた価値尺度を持っ

て下さいということになるでしょう。そうし

なければ，どんなに他人から与えられた尺度

があったとしたって，教育評価はできないと

思います。

司会（高橋）　ありがとうございました。体

育センターの立場からも一つお願い出来ます

か…。

大木　体育センターとしての白己点検，評価

には二つの側面がある。一つは，共通科目，

体育における点検・評価。もう一つは，体育

センター固有の業務に対する白己点検，評価

があります。

　評価には，メジャーが必要だと松浦先生か

らお話しがありましたけれども，何をどのよ

うに教えて，どういう学生を育てるんだとい

う一つの目標があって，その目標に対してそ

れを達成するためにどういう計画で行った

か，その結果，その目標に対してどういうレ

ベルで到達し得ているのか，ここのところが

学生の評価でもあるし，我々自身の白己点検

でもあるのでしょう。

　したがって，業務の場合でも考え方は全く

一緒だろうと思いますが，この場合も，まず

それぞれの科目を担当する者が自分の教える

科目に対してどういう具体的な目標を作るか

ということが一つ。それから，設定した目標

を達成するためにどのようなシラバスを構成

するか。そして，それをどのように評価する

かという問題があるだろう。そういうものを

各先生方が構築して行く必要がある。

　Iアメリカなどで行なっている自己評価など

はかなり先鋭的というか，学生に評価させる

部分，自らがチェック・リストに基づいて評

価して行く部分等があるようですが，我々も

これまでは，大学の教員のある種の聖域とい

うものを問わないことにして，各人が自らの

見識においてちゃんとやっていくものだとし

てきていた。

　しかし，今日のように社会一般において言

われるような生産管理という考え方がある中

で，大学の教員だけが例外であることはいえ

なくなってきた。評価と言うか自己点検とい

うかは別にして，目標を立てる，計画を立て

る，終わりに評価・反省ができるようにする

という道筋は，きちんと出来ていた方がいい。

司会（高橋）　江田先生，大学全体として以

前に予備調査をやっておられましたが，あの

経過とか結果はどんなふうな感じなんです

か。

江田　自已点検・評価という言葉の使い方
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は，筑波大学の中でも変わってきています。

現在は「大綱化」問題の中で使われている自

己点検・評価に馴染むようなことで進んでき

ていますけれども，僕は基本的には「白己点

検・評価の哲学は，改善のための点検・評価

でなければいけない」と言っているんです。

自己点検の対象には個人も組織も含まれま

す。大学全体も含まれる。今までも筑波大学

の在り方の一つとして，やっているんです。

年次報告書なり，5年のレビューなり，10年

とか，その度にそれなりにやっているんです

が，うちの大学はそれでよしとレない。もっ

と突っ込んで考えてみようではないか，とし

ているんです。

　ところが，個人の評価という所まで降りて

くると，様々な問題が出て来る。ここでの問

題は，ある意味では聖域で，個人の教官はオー

ルマイティーのような形で，これまでは隣の

教官についても口を差し挟まない．ことをよし

としてきた。教官は「オールマイテイーだ」

と本当に信じていたような形で経過してきて

いた。しかし，今や大学教育の一教官もそん

なものではありませんよと言っているわけで

す。そして白ら点検をして欲しい。改善は，

点検から始まらなくてはならない。そういう

体制づくりを大学で今，整えましょうといっ

ているんです。今まではなかったが，これか

らは，自己点検・評価，改善に向けた体制を，

それぞれの組織で整えましょうやと，教育審

では言い続けているわけです。恐らく3月ま

でに，全教育組織でおおよその線が出揃うと

思います。そこからが始まりなんです。

　中身をどうするかというのは画一的にでき

ないと思う。目標があって，それにどのよう

に近づくかということは基本的な考え方とし

て必要でしょう。しかし，僕はもっと東洋的

に捉えて見たい。「改善のために点検をしな

さい」「点検をしようではないか」「評価を自

ら下してみようではないか」「いい方向にもっ

と進んでいこうではないか」という事は，も

ののべ一スだと思うんです。これにはモデル

があるわけじゃない。アメリカで学生が

チェックしたり，教官自らが行ったりしてい

る。しかし，それは一つの例であって，もっ

と大きな捉え方をしていかないと，真似事で

終わると思うんです。日本はすぐ真似事をす

るけれども，今回，そういうものを乗り越え

た大綱化の在り方を示すべきだろう。大変抽

象的だけど，僕はその追いかけ方の方が正し

いと思っています。

司会（高橋）　大木先生，体育センターとし

ては，自己評価という意味合いじゃなかった

にしろ，我々の授業をさらけ出して，江田先

生がセンター長をキられているころから自己

点検をずっとやってましたよね。ああいう形

が一つある。また更に個人的な問題としても，

そういう評価という形をもっと突き進めてい

こうと。

江田　大綱化の前に体育については企画調整

委員会でも諮りながら各組織で諮って，今，

教育活動等の報告を出してもらっています

ね。あれは白己点検に結びつくところである

と思うんです。管理者は「この人はよくやっ

ている」とか「この人はだめだ」とかを言っ

ているのではない。自已点検というのは「具

体的に何を担い」「どのようにして」「どのよ

うになったんだ」ということを明らかにする

ことで，これは全て物事をやるためのべ一ス

だろうと思うんです。こういうものはできる

ことから具体化して，そしてグルグル回りな

がら進行するものだと思っているんです。

大木　そうですね。スパイラルで，だんだん

と…。

江田　それで向上を図るべきだと。今，大綱

化で言われている自己点検・評価というの

は，初めから大きなモデルがあって，そこに

一直線に行くものではないと思うんです。だ

から僕はもっと東洋的に捉えているんです。

松浦　阜己評価・点検というのは，具体的に

言えば，先ほど高橋さんがおっしゃったよう
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に，体育センターではそれぞれ独自にいい自

己点検みたいなものをおやりになっていた。

実は多くの教官は，それぞれ自分の授業が終

わったときに学生に「今回の授業の感想は何

か」なんていうことで感想を書かせて，その

感想を翌年度の同じ講義に活かしているとい

う例は沢山あるわけです。

　ただ，それは今までそれぞれの教官に任せ

られていた。任せられる面はなくちゃ困るん

ですけれども，任されていたところのものを

もう少し…，制度としてかな，制度はちょっ

と強いかもしれませんけれども，そういう共

通理解のもとに評価というものを全ての先生

に意識してもらうようにしようじゃないか。

せっかくやるのであるならば，個々人の先生

のおやりになっている評価の結果もまた組織

としてまとめてみようではないか。まとめる

ことによって組織全体に対する評価の資料に

もなるであろう。そう評価すれば必ずその次

の工夫というものも考えて下さいよ，という

ことになろうかと思うんです。

　そういう意味では，こうやってはっきりと

自己点検をするんだということを打ち出した

ことは，個々人の先生の今までの努力を顕在

化したことにつながると思います。

江田　そうですね。答申の中でも「社会にも

公表しょう，そのほうが効果がある」と言っ

ているんです。今までは一個人が抱えていた

ものですが，共通的な部分として世の中に問

いかけてもいいものですよ。そうすることが

一つの大学の活性化に繋がるばかりでなく，

多くの大学の活性化にも繋がる。そうするこ

とで，世の中も評価するでしょう，批判があ

るなら批判もするでしょう，と答申の中身は

言っているんです。抱えて放さないもので

あってはいけないのですよね。’お互いが高

まっていけばいい。個人も高まっていけばい

い，と言2ているんです。

夫木　ただ，医学専門学群へ入ってくる学生

は，大方は将来，医者になろうとして入って

くる。そうすると，医者になるために医師の

国家試験がある。それを突破しないことには

医者にはなれないというレベルがあります

ね。これは一つの到達目標でありましょう。

それをやるためにどういう教育を大学が行う

か。これは個々のシラバスとは違うけれども，

やっぱり教育課程のストラテジーですね。ど

う教えるか。そしてその目標を達成せしめる

か。したがって，医学の場合なんかはかなり

シビアに，個々の先生たちが自分の教えたこ

と．を点検もし，評価を実施している。

　じゃ，医学の他はどうかなと見ると，体育

の中にも，課外活動の部活動などのそれは医

学とはちょっと違うけれども，学生がスポー

ツで良い成績を収めて自分はこうなりたいと

いう願いを持って，それを成就するために先

生たちが一生懸命教えてくれる。その成果が

優勝であったり，2等であったり，日本記録

を出したりということで認められてくる。そ

れも一つの評価ですね。だから，我々体育セ

ンターの先生たちは，どちらかというと評価

に慣れているというか，評価されることに慣

れている。

　しかし，大学全体として見ると，そんなこ

とはなかなか無いんですよね。余り立ち至っ

て人のことは言えないが，考えてみれば教育

というのは長い時間がかかるもので，自分の

教えた子供が40年先に光るのかどうなのかと

いう問題だということになれば，余りそうい

うことは問われないで終わりになる，こうい

う部分もあるわけです。ですから，僕らの行っ

ている職業としての教官，これはかなり評価

と直面して生きている部分が多いということ

が言えるんです。

江田．言われてみれば，体育は評価されるこ

とについては抵抗が無い方でしょう。しかし，

事，改まったこういうものについては抵抗を

感ずる。これは今までの大学の教員の体質だ

と思いますね。

司会（阿部）　言い方は悪いんですが，これ
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までの権益を守ろうとして私たちが一番苦し

んだのはやはり自己点検，評価のところの問

題です。私たちは教育業績ということでは体

育センター長の言われるように慣れてはいる

のですが，逆に研究業績の自己点検・評価の

ところで慣れていない部分を持っていた。こ

うした弱い部分を持っていたということが，

大学というもののクオリティーを問うという

問題の中でなかなか馴染まない部分を持って

いて，このことで始終論議せざるを得なかっ

たんです。

松浦　具体的には，教育業績の言平価よりも研

究業績に対する評価のほうが頻度は多いん

じゃないですか。どちらかといえば，ぺ一パー

の点数なんて一番はっきりしちゃうわけです

よね。もちろん点数だけでディスカッション

できるわけじゃありませんけれども。そうい

う面からいくと，大学の教官は当然二面の評

価を受けざるを得ないでしょうね。

大木　それはそうですね。

司会（阿部）　今回も自己点検・評価という

問題が，そうした従来の慣行的な部分を超え

て，更にもう一歩踏み込むというイメージの

中からのスタートであって欲しいですね。

江田　うちの大学は多角的な評価をしようと

しているんです。ただ，在り方としてたやす

いものだから，研究業績を主としていた。今，

改めて教育業績を加えている。しかし，もっ

と多角的な評価を整えるのがうちの大学なん

ですよ。だから営々とした歩みだと考えてい

ただければいいと思うんです。

　一教官も「教育と研究」と言ってるんです

よ。両わらじを履いてベストを尽くすべきだ，

二重人格を持っていい，両方の能力を持って

いることがいい，能力を持たなければ筑波大

学としての基本的なところは成り立たないだ

ろう，教官の使命を果たせないだろうと思う

んです。特例的には片方だけという部分も尊

重されていい。しかし，べ一スは両方だろう

と思うんです。

　うちの在り方は，とにかく多角的な評価を

しようとして営々と努力していることは事実

ですよ。研究所じゃないんだから。そういう

ところははっきりしていると思います。ただ，

それを具体的にしていく場合には，他の大学

も含めて大学の体質としては難しい。僕はそ

う思ってますけどね。

司会（阿部）　量から質へという’問題になり

ましたが，これは言葉の上ではとてもよく分

かるし，皆が口にし易い。ところが，現実の

問題として週休二日制が導入され，なおかつ，

体育の場合には時間数の多少の縮小を余儀な

くされる。つまり量的に相当の削減を迫られ

る中で，逆にまたクオリティーを問われるわ

けです。

　そうすると，例えばそのための必須条件で

は，恐らく施設の充実とか，教員の充実とか，

あるいはさまざまな教材の充実とか図られな

ければいけないということになるだろうと思

うんですけれども，そうしたある全体の量か

ら質へつながっていくためのどんな議論が行

なわれてきているのでしょうか。

江田　具体的には，例えば，教育審で重点課

題として何年も続けているのは，科目を教育

内容を精選し’ようではないかということで

す。科目の設定についても，少なくともムダ

とは言わないけれども，もっとぜい肉を落と

す部分があるでしょう，精選してくださいと

言っているんです。もう一回精選していいん

ではないか。僕は常に「世の中というのは統

合と分散だ」と言っているんです。発展する

とまた個に分かれていく，分散していく。し

かし，あるときはまた統合しなくちゃいかん。

この繰り返しで営み．は発展すると思うんで

す。だから，ある意味では，専門教育につい

てはコア・カリキュラムを組んで精選してく

れと言っているんですよ。

　ところが，大学では，教育についても個人

個人が確立し過ぎていて，いわばその全体計

画がはっきりしてこないものだから，膨らみ
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過ぎているんです。カリキュラム上もムダと

は言わないけれども，もっと省いて統合する

部分があるでしょうと，それをずっと繰り返

しているんです。今度の大綱化は，各教育組

織ともほとんどがその指向で，コアに精選し

ようではないかという営みがあったものだか

らでき上がったと思うんです。だから，共通

科目だけじゃなくて，専門科目もかなりスリ

ムになりましたよ。卒業要件単位124単位を

大幅に上回らないという中で，量から質への

転換という図り方で各教職員も大変な努力を

した。全学の組織がそれぞれ営々とそういう

努力をされたと思っています。

4．自由科目の時代へ向けて

司会（高橋）　そこで，最後のテーマとして，

自由科目問題を取り上げてみたい。ここには，

かなり夢もあって，体育センターとしても面

白いアイデアを考えています。そこいら・を最

後の話題にして，大木先生，どうですか。

大木　ここでの問題は，松浦先生が，アメリ

カ合衆国で大学体育が必修制から選択制に

移った後のことを勉強されていますので，後

でお伺いすることにして，私からは，自由科

目というのは学生が科目一覧表を見て，「こ

の授業はどういう授業をやるんだ，私に

フィットするかどうか」ということを判断し

て，場合によっては今度からは恐らくシラバ

スも見せることになっていくだろう。そうい

う全体を見て「ああ，こういうことをやるん

だな，これなち僕はこれを履修してみよう」

というところで学生の主体性が図られる。「あ

あ，ここはバドミントンの中級クラスの指導

をやってくれるな，それじゃ僕はこれを取ろ

う」というような，今までの共通科目の，必

修のように嫌（いや）・嫌いの学生まで含め

ておしなべて初心者指導をやるというレベル

でない，まさにクオリティーを問う授業の展

開が可能になる部分でしょう。これが一つで

す。

　そういうクオリティーが学生にフィットす

る，こうしたレベルがないと，むしろ学生は

そこへは入り込めないだろうと考えていく

と，必修科目の体育よりは魅力のある授業展

開が可能になると期待できます。幸いにして，

これは統調研の研究成果ですけれども，「自

由科目，選択制になっても体育を履修するぞ，

体育をやるんだ」という学生が70％，多いと

ころは80％も存在していることを我々は承知

しているわけです。そういう学生に対して，

それじゃ学生の好みに応じてどういう科目を

開設するか。まさにあと2年，3年後には，

その問題と真っ正面から対決をしていく時代

がやってくるわけです。その意味で，我々は

どういう授業を起こしたらいいのか，どうい

う階層の学生にはどういう授業がいいだろう

か。従来のように単に科目をそれぞれの学年

に配当するのではなく，そういう機械的なも

のを超えていけるような感じがしています。

　もう一つは；必修とは違って選択になると，

ζれまでのような固定時間割でなくなるわけ

ですから，学生が自分の好きなところに入り

込んでくる可能性があります。そういう展開

になると，我々のレベルから見ると，医学の

学生もいるだろうし，物理の学生もいる、だろ

う，農林の学生もいるだろう，そういう授業

形態が出てきて，どちらかというと今までな

れ親しんできた自分の学群，学類の同じ顔ば

かり見てやっている時とは違った意味合いが

出てくるのではないかとも期待される。これ

なんかは体育の授業にとってはかなりいい，

新しいコミュニティーが彼らに提供できるわ

けです。体育は実技をがっちり指導すると同

時に，仲間とのいいつき合いができるような

ことに少し意を用いていったらいいんじゃな

いか。体育の授業は楽しいし，いい汗を流し

て気持ちもいいし，ストレスの解消になる，

1週間に一遍ぐらいはどうしても俺はやるん

だ，というふうに我々が導いていくことが大
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事なんだなと。本当はそれを2年までに知ら

しめて，3年からは自然にそこへ流れていく

ようにしたいわけですが，こうしたことが，

これからの我々の大事なポイントになるかと

思います。

司会（高橋）　松浦先生，大木先生のリクエ

ストもありますので，自由科目に関して…。

松浦　私がアメリカにおりましたのは60年代

の前半ですから，そのときに経験したことし

か知りませんけれども，それ以後も余り大き

くは変わってないようです。ともかくアメリ

カでは，1950年の後半に体育の少修というの

は多くの大学で外してしまったようですね。

当初，ある大学で必修を外したときの2年か

3年ぐらいまでは，閑古鳥が鳴くように体育

を取る学生は少なかったそうです。ところが，

3年目以降になりましたら，必修であった時

代よりも忙しくなったと答えている体育の教

師達が多いようです。これはハ∵バ」ドでも

聞きましたし，ウィスコンシンでも聞きまし

た。それはなぜかと聞きましたところ，「必

修であったときには，必修なものだから，常

に学生はいるものだから教えねばならないと

いう形で教えていました。ところが，必修を

外されて選択科目として残った。しかしなが

ら，最初の1～2年は学生が履修しにこない。

そこで，何とか履修して貰えるように工夫を

した。工夫の一番の観点は，プログラムを多

様に用意することだった。いろいろな学生の

欲求を聞きながら，その欲求に応えられるプ

ログラム，言ってみれば種目みたいな．ものを

沢山用意するようにした。その緒果，沢山の

指導者が要るようになりました。ところが，

だんだん選択科目を取っている学生の中か

ら，この種目をこ。ういうふう・に工夫してくれ

ませんかとか，このような問題をここではど

う取り扱ったらよろしいんでしょうかとか，

自分の健康を維持するために白分が履修した

科目の運動をどのように生かしたらよろしい

のかという質問が沢山出てくるようになりま

した。それに応えるために教師もいろいろ勉

強せねばなりませんでしたし，いろいろの施

設も用意しなくてはなりませんでした。です

から，3年後以降はどんどん研究費も増える

ようになりましたし，無理を言って，施設も

学生からのこういう要求があるものだから，

是非これは備えたいということで，大学の方

も予算をくれるようになりました。そんなこ

とで，3年過ぎましたならば，金も人問も，

どんどんとは言いませんけれども毎年増える

ようになっていったのです。必修を外すこと

によって，むしろ今では彼らは数学等の教科

と肩を並べて，学生を同じように教育するこ

とができるようになっていった。いろいろな

会議に出て，数学や物理の先生と同じように，

教育について，同じ数の学生を把握できてい

る先生としてディスカッションができるよう

になりました。」とハーバードの友人達が言っ

ておりました。

　私の母校，ユニバーシティー・ウィスコン

シンのマジソン校では，57年に必修を外した

んです。けれども，相変わらずデパートメン

ト・オブ・アスレテイックスというところが

ありまして，そこで選択として履修する学生

を扱って行け・るようにしたのです。デパート

メント・フィジカル・エデュケーションもあ

りましたので，デパートメント・オブ・アス

レテイックスの方の単位は，専門の学生達は

取りませんが，体育を専門としない一般の者

が履修する。ですから，ここでもハーバード

の時と同じように，必修を外すことによって

ファカルティーの数が増えざるを得なくなっ

ていったのです。

　もう一つ，マジソンで面白い工夫がありま

した。大学は昼間しかないんですが，夜間で

もプログラムを組んでいたということです。

単位とか何とかに関係なく，学生のレクリ

エーションのための場を提供していたので

す。管理するためには先生が誰か残らなく

ちゃならないでしょうから大変なことだとは

一16一



思いますけれども，そういういろいろなバラ

エテイーのあるプログラムをデパートメン

ト・オブ・アスレティックスでは用意して，

そのチャンスを提供していく。あるグルーブ

に対してはプログラムを提供し，あるグルー

プに対しては施設だけを提供し，あるグルー

プについては施設も先生も提供していたとい

うような，チャンスの提供の仕方にいろいろ

な工夫をしておられたように見受けました。

それは恐らく，いろんな大学でそんなことに

なっていたのだろうと思います。

　中には気の毒な大学もありました。UCLA

なんかではデパートメント・オブ・アスレ

ティックスというのがあって，同じようなこ

とをやっているんですけれども，そこでは

ファカルティーとは言われないというところ

もあった。スーパーバイザーという名前で呼

ばれるんです。ファカルティーとは別なト

ラックの上に乗っかっているという大学もあ

りました。UCはかなりそんな制度をとって

いるところがあるみたいです。

　そのように，大学職員ではあるけれども，

ほかのデパートメントのファカルティーのメ

ンバーとは違った組織とし’てデパートメン

ト・オブ・アスレティックスを置いていると

ころもあります。そのほか，デパートメント・

オブ・アスレティックスには，それぞれの運

動部がありますが，運動部の講師が全部そこ

に所属するんです。コーチとかトレーナーと

か運動部を指導する人々と，いわゆる一般体

育を指導するであろうファカルティーが一緒

になって存在しているという形式を，UCLA

ではとっていたようですね。

江田　今，参考になることを松浦先生に開陳

していただいたんですが，学長が言っている，

人生の長いスパンで，例えば，現在やらてい

る共通科目の体育を考えてくれということを

置き直しますと，まさに自由科目こそ，関係

する先生方が少なくとも知恵を出し，腕を振

るう場であろうと思うんです二．その場合に一

般的な自由科目の他にも，特設自由科目とい

うのもまた出てくるかと思います。高等学校

の焼き直しというのが表面的には現在だろう

と思うんです。教員がいて，学生が40人なり

いて，「これをやろう」と言っているのは，

申身は別にして表面的には高等学校の焼き直

しだとも言える。そういうものも違う形でで

きないだろうか。そのアイデアを自由科目で

設定できるのではないか。意識の改革をしな

がら，そこで腕を振るって欲しいと思ってい

るところです。

　2～4単位というのはいわゆる共通科目と

して必修です。4単位の枠は，今まで大いに

やっていただいたんだから，それを評価して

我々も学生に受けさせたいと教育組織は

100％持ち込んでいるんです。多くの組織の

ように，2単位と・か3単位という所は，3年

以上についてはもっと白由にやります，あな

たたちの要求も入れて自由にやりましょう

と。それについて具体的にはどういうことを

やってくれるのかというのが，最後まで問わ

れていました。現在でもそうなんです。こう

いうものなんだという開陳ができなかったか

ら，全学的には2～4単位ということで抑え

たんです。まことにファジーな形で…。これ

は特例ですね。他は全部カチッと再提出した

のですが，体育については2～4単位とした

のはそこがあるんです。内輸の具体案がな

かったということです。

　ただ，かなり自由度のある，かなり弾力的

な中身にはなったと思います。期待をしなが

ら「どんなものですか」と言っても，「こん

なものだ」と言えなかった。恐らく「もっと

やって欲しい」という組織があるにもかかわ

らず，とりあえずはということで，うちは必

修の枠で決めているんだという認識をしてい

るんです。内輪としても提供できなかった，

言葉としてはわかる，期待もした，しかし一

つの最終的な判断の時点では具体的に整える

場になかったということかと思うんです。だ
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から，これからだと思うんですよ。

大木　いい中身が出てくれば，学生がまず飛

びついてくるだろうと。

松浦　そうですよね。その結果が先ほどの

ハーバードの結果のようになっています。

司会（高橋）　’それはいい話でしたね。

松浦　ただ，やっぱり大変なことですね。

大木　実技中心に考えると，1週間に1回75

分，年間を通じて30回というのがどうしても

頭に浮かんでくる。しかし，そんなものはも

う取っ払ったらいい。もちろん実技だけで通

すことがあってもいいけれども，そうでなく

て，場合によっては日曜日の競技会に参加す

ることを一つの学習の場として，そういうも

のを踏まえてその周辺をきっちり固めていっ

て全体の時間数で45時問になれば，それはそ

れで十分じゃないかということも考えられ

る。何か面白いカリキュラムができて，そう

いうものに学生が魅力を感じてどんどん飛び

込んでくる。そういう授業にしていけるとい

いんじゃないでしょうか。

江田　統合と分散と，スリムになってまた新

しい，いい肉をつけていく。やっぱり1回ス

リムになることだと思いますね。器がなけれ

ば入ってこないんだから，という考えもして

いるんです。今あるものをマキシマムでもっ

と膨らまそうといったら，とてもそんなにう

まく行く話じゃないんだから，縮めて膨らま

す。これが今，自由科目にあるのではないか

と思っていますb

大木　江田先生が盛んに「特設つくばマラソ

ンをやれ」とおっしゃられて，全学でそのこ

とが話題に出たそうですよ。江田先生からそ

れをちょっと伺いましょう。

江田　大木先生から原案みたいなのをもらっ

ているんですが，全学の教育課程委員会で

ワ」クをつくって西岡さん（西岡隆　教育計

画室長）に頼んでいるんです。そこで100％

固まったんじゃなくて，中途のところで対応

しましょうという話で，今日いただいたんで

すが，僕はこう思っているんです。

　初めどういう出発をするかわかりません

が，11月のつくばマラソンではうちも大学と

して共催の形でやっている。教職員，学生を

含めて，つくばマラソンを走りたい。走るた

めには普通の授業だけではだめなんです。走

るためには知識も必要だ，トレーニングも必

要だ，生活も律しなくちゃいかんということ

で多角的ですからね。こういうものが11月に

向かってスタートする。つくばマラソンを完

走する，一番評価される，そういうものがあっ

てもいい。今度の大綱化は大学の中だけでや

れと言っているわけじゃないんです。授業の

中身，方法でも，今，一般的には講義，演習，

実習，実験，実技もあります。それも全部複

合的に取り扱っていいんですよ，と言ってい

る。

　それから，特設というのは学長のアイデア

でもあるんですが，今までの学内だけじゃな

くて，外部に出ても，そういうものを集合し

て，教育的に計画され，評価できるものだっ

たら特設でやってみたらどうだと言っている

んです。まさにそこに当てはまると思うんで

す。社会経験も踏まえた形というのは人生勉

強になるし，生涯学習の振興のために大いに

プラスになる。そういうものがどんどんアイ

デアとして出てこないかと思っている。僕は

大木先生には大賛成しているんです。全学で

も，それこそ特設自由科目に一番いいふさわ

しいものだろうという意見は沢山出てきてい

る。

　それぞれの組織も考えますけれども，とり

あえずうちの大学としては平成4年は新旧入

りまじった形でいきますし，5年になる。と大

変動を起こしますからそこに目がけてもいい

んですが，4年にも幾つかそういうものが起

爆剤になっていただければいいなと思ってい

るんです。教壇に立って黒板に板書してとい

うやり方だけで効果を上げよう・というのでは

なく，もっと他にあるでしょうということな
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んです。高等学校の焼き直しというそしりも

あるんだから。体育だけじゃありませんよ。

それも殻を破っていいんではないかと思って

いるんです。うちの自由科目は面白いですよ。

司会（高橋）　将来の夢が出てきたところで

丁度時間になって参りました。最後に一言づ

つご発言をお願いいたします。

松浦　私はともかく日本の教育の在り方で一

番欠けていたのは，先生に変化がないことだ

ろうと思います。今年も同じこと，昨年も同

じことを毎年講義をしてきました。そうでは

なくて，先生がそれぞれ教育の仕方について

工夫を続けていけば，かなり大きな効果を上

げられる。

　何故ならば，これはほんの私のアメリカで

の経験ですけれども，2セメスターズなら1

年問ですが，600何ぺ一ジのウィリクスの数

理統計学の本を1年間で終えてしまいます。

先生は全部を喋ってはいないですよ。喋って

なくても終えられる。そうして，それ以上に

ほかの参考文献をたくさん読ますこともでき

る。ほんの簡単な工夫だと思いますね。その

工夫をするためにはもちろん他の条件も必要

なんですが，日本ではそういう先生方の教育

条件が整っているとは言いにくい。しかし，

工夫することによって，それと同、じようなこ

とが日本でもできる可能性はあるんじゃない

でしょうか。

　そういうことを工夫するということは先程

の自己点検に繋がることなんですけれども，

よい教育者はよい研究者だろうと思います。

よい研究者は必ずしもよい教育者であるとは

言えませんけれども，少なくともよい教育者

はよい研究者である。そういう面，そのよい

研究者であるという資質が，次の教育の現象

を良い方向に変え得る可能性を与えたのでは

ないだろうか，そんなふうに思います。

江田　観点を変えて，大綱化の骨子は分析し

ますと三つあるんです。一つは，枠を払いま

したから，大学が自由に計画して目標を立て

てやるんですよと言っているんです。

　二番目は，自己点検・評価しましょうと。

　もう一つは，生涯学習の振興か．ら学習の多．

様化を言っているんです。制度が変わり．ます

が，それは科目等履修制度なんです。それか

ら，大学入学以前の単位も認めるところは認

めましょう。在学中に他の大学で取ってきた

単位も認めましょう。閉鎖的な一大学ではあ

りません。全国全部，国際的にも並ぶものな

んですよ，と言っているんです。

　これについては短大もそうなんです。短大

と4年制の大学はどこが違うかというと，基

本的には違いはないんです。それから，高等

専門学校の専修科も並んでいる。それが受け

入れられるようになっているんです。ある部

分で見ますと，何かの科目ですばらしい教育

をしている。ほかの大学から受けにくる。そ

れについて大いに認めるという形になってく

るんです。これが学習機会の多様化なんです。

それから，社会人を科目等履修制度でどんど

ん受け入れましょうというのも多様化なんで

す。この柱はあるんです。うちの大学は制度

的にそれをクリアしました。うちは開かれた

大学だから余り目に映らんけれども，制度的

にはそれが骨子の一つなんです。これは心し

て置いていいと思いますね。うちの大学はう

ちの大学だけだというものじゃなくて，ほか

からも来る，ほかにも行く，そういうもので

もあるんです。’

　ここで残ってくるのは，教官が終身雇用で

しっかりと根を下ろしているということが次

に問題になってくるだろうと思うんです。

もっと流動的に動くほうがいいのではないか

という気もしています。これは現在何も言っ

ていませんけれども，将来そこの問題が当然

10年か20年たったら出てくる話であろうとい

う気はしています。余談も含めて言えばね。

松浦　日本の大学の一番悪いところは今の点

ですよ。先生のファカルティー・モビリ

ティーのないことです。
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司会（高橋）　しかし，外圧とはいえ，ここ

でそういうことのきっかけになれば物凄くい

いですよね。

松浦　いいですよねえ。

司会（高橋）　でも，それは主体的に取り組

みたいですね。大学の教官サイドがね。

大木　さて，最後に私からはお礼を申し上げ

なければいけませんが，その前に一つだけ。

大綱化というのは，言ってみれば大いに自己

反省をする機会を得たということであって，

かなり叩かれてずっと縮んだ。その縮んだと

ころからどうやってそれをばねにしてバンと

飛躍するか，ここが体育センターに問われて

いるんだなと思っています。

　その意味では，体育センターには「体育セ

ンター細則」という運営細則があって，そこ

には五つの固定の決め’られた担当があります

けれども，既にそういうものを乗り越えて，

例えば，自己点検評価委員会とか，今，江田

先生が最後に話されたような，よそで取った

単位をどう認めるか。あるところではクラブ

活動だって単位として認めるだけの条件が

揃っていればそれもそれでいいんだよという

ような，かなりの弾力性を持った対応ができ

るようになっています。そういうことを考え

ると，体育センターの中に，正課体育の中に

位置づけるかどうかは別として，単位認定委

貝会のような，「学生がこういうものを持っ

てきたが，これを単位として認めていいかど

うか」と，そういうことをみんなで諮って，

「じゃこれは1単位として認めよう」とか

「O．5単位認めよう」とかいうことだってあっ

てもいいんじゃないでしょうか。

　したがって，大学の動きが，．ただ筑波大学

の中だけでやるということでなく，他大学の

単位を取ってきてもいいし，場合によっては，

民問の財団法人か何かがやっているすぐれた

カリキュラムがあれば，それを取ってきても

いいということだって，将来的には十分考慮

されるべきであろう。こんなふうなことを考

えると，我々は共通科目の体育の単位が4～

2だという単位数が出たときには本当にギャ

フンと来て，力を失ったんですけれども，し

ばらくたって冷齢に考えていきますと，どう

も悪いことばかりじゃないな，かなりいい面

が出るなということで，今は責任者としては

それほど悲観的な状況ではなくて，むしろ押

さえられたものをばねにしてボンと上がろ

う，そして他の大学が来るであろう地点より

は更にいい地点にランディングする。そうい

うレベルで筑波大学体育センターの教育運営

があって欲しいなと，こんなふうに考えてい

ます。

　今日は学群長，学系長，お忙しい中を長時

問に亘って時間を割いていただき，センター

のために有益なお話を頂きまして誠にありが

とうございました。御礼を申し上げます。

司会（高橋）　これにて終わらせていただき

たいと思います。ありがとうございました。
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