






i

建学の精神と教養教育

吉 田 道 興

　本学教養部における「教育理念」を簡潔に言うならば、明治９年に曹洞宗専門学支校として開学以
来の「建学の精神」並びに新制大学の理念の「深く専門の学芸を教授研究」し、「広く知識を授ける」
ことを目的とし、幅広い人間形成に必要な教養教育を行なうことです。
　本学における建学の精神は次のように定められています。「愛知学院では専門の理論と応用を教授・
研究し、併せて本学設立の主旨である仏教精神、特に禅的教養を基とした行学一体の人格育成に努め、
報恩感謝の生活のできる社会人を養成し、広く世の各界に寄与し、人類の福祉と文化の進展に貢献す
ることである」（『愛知学院百年史』等の主旨）と。
　その根幹をなす「行学一体」とは、曹洞宗の開祖道元禅師の宗教体験である「修証一等（修行と悟
りは別ものではない。何時でも何事にも全力を尽くす）」や「身心一如」の教えから創案された用語
であり、実践的修行の「行」と理性的学問の「学」は別物ではなく「一体」であること、「行」は「学」
に基礎づけられ、「学」は「行」に裏付けられ、両者は互いに補完し合ってはじめて「真（まこと）
の人」に育つというものです。一般仏教の「行解相応」、儒教（陽明学）の「知行合一」等のめざす
人間像の意味に近いといえます。また「禅」では、真理を追究する心（発心）を持ち、立派な指導者
に師事することが前提です。次に教える人（師匠）と学ぶ人（弟子）との人格が深い信頼関係により
密接に結び付いた状態（師資一体）でなくてはならないと説かれます。学生は、何よりもまず学ぶ意
欲（気概）と真摯で誠意ある学ぶ「こころ」が必須といえます。
　また建学の精神のもう一つの柱である「報恩感謝」とは、釈尊のさとりの教え「縁起の道理（あら
ゆる存在や現象は相互依存の関係にある（＝共生）」に基づき派生した心情です。この「こころ」は
究極的に「慈悲（おもいやり）」に通じるものであり、人間がこの世に「生」を受けたのは、宇宙（大
自然の環境）やあらゆる人々などの恩恵により「生かされている」ことを常に自覚し「感謝」して生
活することです。今や現代は、人類にとって情報化・国際化が著しく進展し、目まぐるしく変化する
時代であり、些細な事象で争うような状況ではありません。各国は、民族や言語・歴史・文化・宗教
などの相違を越えて相互に連携していくこと、すなわち「共生」の精神を根底に据えて政治・経済等、
あらゆる面において協調していく必要があります。それは単なる妥協ではなく主体的な正しい行動で
あることは云うまでもありません。そして社会における自分の使命を自覚し、最善を尽くすこと、そ
れを果たすことが非常に重要となってきます。
　つまり「行学一体」のねらいを教育の場でいえば、真理や知識を学び磨くと同時に日常生活の中で
それを具体的に実践していくこと、すなわち知識と実践の合致による円満な人格者の育成です。また
「報恩感謝」とは、地球という自然環境をはじめあらゆる人間に対して有り難く思い、恩返しに生き
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るという人間の基本的な「こころ」であり、それを育成することです。「もの（物質）」より「こころ」
への時代といわれ久しくなりますが、最近の世界情勢や社会面の報道を視聴するにつけ、これを積極
的に推進する必要を痛感します。それが、延いては「人類の福祉と文化の進展に貢献する」ことにな
るでしょう。
　ところで教養教育の目的は、専門教育に不可欠な広い視野と各専門分野と相互に関連する理解力と
判断力を培うと共に、広範な分野の知識を基礎として、主体的志向訓練を施すというものです。これ
には読書力と語学力および会話力などが最も有効であると思われます。
　最近における学生の表現力の貧しさは、目を覆いたくなる面があります。直接的には漢字能力と文
章力の衰えです。自己紹介（プレゼンテーション）も同様です。そうした学習や訓練が不足している
様子です。最近までの「ゆとり教育」のひずみでしょうか。
　本学教養部では、従来の偏差値志向・学力重視であった高等学校教育のあり方を軌道修正するため
に、次の４項目を立て「教育改正」を図っています。
　１　科目の自由な選択にもとづく主体的学習能力の育成
　２　激動する社会の変化に対処する高度な洞察力・判断力の養成
　３　緻密な学生教育を基盤とした着実・堅実な思考力の練成
　４　社会的協調性を養い、思いやりある人間性の涵養を目的とした教養教育
　教養教育改革の方向性は、①人間また人類社会の一員として必要な「教養」を豊かにするとともに、
②社会の変化に適切に対応し、それに流されることなく、③学問の基本を重視し、また④学生のニー
ズを考慮したカリキュラム設計を行なうというものです。
　すなわち教員は、その使命として理念・目的・教育目標等を正しく理解し、それに到達する努力を
不断に積み重ね学生を指導していく必要があります。そのためにベテラン教員と新人教員が一丸とな
り、組織的運営を具体的に推進しています。
　学生の教育指導は、従来、教養課程に課されていた各分野の科目を２年間で履修させるのではなく、
学部の４年間において専門科目と並列かつ重層的に設定しています。従って学生は計画的に履修を設
計することにより自然に「教養」の能力を深め、人格の陶冶を諮ることができるというものです。
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教養教育の目標

近 藤 勝 志

　ご入学おめでとうございます。皆さんの４年間にわたる大学生活を充実させる目的で我々はこのテ
キストを作成しました。ここに断るまでもないですが、我々は知識基盤社会にくらしています。以下
の文章はそれを前提にして書いてあります。ここでは、入学直後から皆さんが直面したり、あるいは
皆さんに確認してもらいたい問題や課題を４つ取り上げてあります。それぞれ「移行」の問題、「免
許学部」と「非免許学部」の違い、「後回し行動」及び「大学での学び方」です。
　皆さんは今高校から大学への「移行」の時期にあります。「移行」とは「高校から大学へ」、「大学
から社会へ」といったある発達段階からつぎの発達段階への転換期において、新しい環境への社会的
適応をはかることです。大学への移行の際は、生活環境、人間関係などの変化、授業時間の長さ、授
業の受け方、講義内容などに戸惑うことが多いと思います。「移行」の際の「挫折」の多くは初年次
に起因すると言われています。ある意味で、このテキストは皆さんの大学への「円満な移行」の実現
を目的として作成されています。
　「移行」の問題のほかに、皆さんの置かれた状況についてもう少し説明をしたいと思います。少し
難しい言葉かも知れませんが、大学生は「免許学部」の学生と「非免許学部」の学生に大別されます。
免許学部というのは、一言でいえば、医学、歯学、薬学、看護、教育学部のような学部のことであり、
そういう学部は設置目的が非常にはっきりした学部です。したがって入学した学生は免許の取得とい
う目的達成をめざした学生生活をおくることになります。一面的な見方は危険ですが、敢えて特徴を
挙げれば、免許学部の学生は免許取得を目標にできるせいか、比較的悩みの少ない学生生活をおくれ
ると思います。一方、皆さんの多くは免許取得を前提としない学部、先ほどの言葉を使えば、「非免
許学部」に所属する学生ということになります。
　「移行」の問題に関しては、免許学部、非免許学部の別なく全員が注意する必要がありますが、学
生生活の目的設定については、非免許学部の皆さんは目標を立てにくいため、「何をどのようにして
学ぶべきか」という難問に入学直後から直面せざるを得ません。この難問の回避と関連するのが、「後
回し行動」あるいは「先延ばし行動」です。「後回し行動」というのは、簡単にいえば、夏休みの宿
題を最後にしたり、レポート作成を締め切り日の直前に始めるといった行動パターンのことです。つ
まり、自由な生活スタイルを享受しすぎるあまり、宿題とか、レポートの作成のために自分を追い込
み、自分を束縛することを後回しにするということです。宿題、レポートの提出ということだけに関
して言えば、「後回し行動」は「提出した」という点では、一見したところ、早めに着手した人と何
ら変わりはないように見えるかも知れません。しかし注意したいことは、「後回し行動」型に陥った
人は訓練量、別の言い方をすれば、レポート作成などに要した勉強量が早くから取り組んだ人に比べ、
絶対的に不足するということです。
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　我々としては、大学における「目標・目的さがし」とか、「後回し行動」を回避する有力な手段が
教育、特に初年次教育にあると確信しています。皆さんが学習達成を確認・実感するのをお手伝いす
ると言い換えてもよいと思います。皆さんは卒業までの４年間で128単位の取得を義務づけられてい
ます。単位取得に十分な時間をかけた人の「訓練量」と「後回し行動」的学習法で卒業用件単位を取
得した人の「訓練量」には相当の開きがあるはずです。
　さて前置きが長くなりましたが、大学の科目とか「モノ」を学ぶことの意味について説明したいと
思います。大学の科目は、伝統的な表現を使えば、専門教育科目と教養教育科目の２つに大別されま
す。専門教育科目は自分が希望する専攻に関係した科目ですので皆さんよくお分かりと思います。こ
こで問題にしたいのは、初年次に多く開講されている教養教育科目についてです。分かりやすくする
ためにここでは三区分して説明します。第一が専門の基礎という意味での教養、二番目は幅広く色々
なジャンルの知識を身につけておくという意味での教養、三番目が歴史、文学、倫理・思想など人間
に対する理解を深めるための人文的教養です。
　第一の「専門の基礎」としての教養が必要な理由は、ある学問の高いレベルの内容を身につけるた
めには基礎的なレベルの理解が必要ということです。最近特に重要視されているのが、きちんとした
日本語で自分の考えを述べたり書いたりすることができることです。このハンドブックの第Ⅱ部は「日
本語リテラシー」を高めるための教材になっています。
　二番目の幅広い教養は、入学早々から専門教育の狭い小部屋に閉じこもるのを防ぐのに不可欠です。
理科系の人にも文科系の学問が、文科系の人にも理科系の学問が教養として必要だということです。
例えば、国際文化を専攻するのに「世界史」とか幅広い外国語の知識が乏しいとか、教職を希望する人
が「情報科学」に無関心ではいられないはずです。経済を学ぶ人が環境問題、介護士とか薬剤師をめざす
人が末期のガン患者に接する時に直面する倫理の問題を避けて通ることはできないということです。
　第三の人文的教養は私たちが生きていくのに一番不可欠、別の言い方をすれば、人生で色々と困難
に直面したとき、自分で自分に相談しながら問題を解決して生きていくのに不可欠ということです。
勿論同じような体験をしたことがありそうな友人や先輩、あるいは家族に相談することもできますが、
社会に出てからは基本的には自分のことは自分で判断する必要があると思います。そうした悩みの解
決方法が読書とか映画鑑賞などによって培われます。人文的教養の一例としての「文学」についてひ
とこと触れてみたいと思います。医学や工学、経済学と違って、文学は社会の役に立たないとよく言
われます。そうした「通説」に対して文学は「実学」であるという反論もあります。参考までにその
主張を引用してみます。
　　　ここ二十年ほど、宮崎勤事件や酒鬼薔薇事件など人間性の崩壊を感じるような犯罪が起きてい
る。これは思考力や想像力が弱くなった表れであり、原因の一つに本を読まなくなっていること
があるのではないか。文学には目に見える現実を超えた「現実」が描かれており、それを知るか知ら
ないかで人生は一変する。文学は力を持っており、そうした実学の面にもっと注目すべきだろう。

　教養教育科目を広い意味での「実学」として学べるかどうかは、皆さんのやる気次第です。「何を
どう学ぶべきか」について一緒に考えていきましょう。

* 「移行」については濱名篤、「免許学部と非免許学部」については深澤助雄、「教養教育」については内田樹、「実学」
については荒川洋治氏の文章を参考にしました。
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全体の見取り図

　入学したばかりの皆さんは、初めてのキャンパスで、これからどのように学習していけばよいか、
どのように大学生活を送っていけばよいのか戸惑いがあるかもしれません。このハンドブックは、皆
さんが、日々の授業に少しずつでも慣れ、また、大学の授業にどのように参加し、どのように大学生
活を充実したものにするかのヒントを提供することを目標としています。新生活を送るにあたり、皆
さんが知りたいと思うことを以下に案内しましたので、活用してみてください。

１．学ぶとはどういうことでしょうか。──学ぶために必要なこと
 →　pp. 7‒12
２．大学とは、どんなところなのでしょうか？　何を学び、何を身につけるのでしょうか？

 →　pp. 13‒19　　  1.2「大学で学ぶということ」、1.3「大学生の心構え──大学時代を有意義に過ご
すために」

３．授業を受ける時のポイントはどのようなものでしょうか？
 →　pp. 39‒48　　2.1「なぜ講義を受けるのか」、2.2.1「講義を聞き取るポイント」、
 　　　　　　　　2.2.2「メモ・カード・ノートをとる技術」
４．授業の内容について、もっと詳しく知りたい場合、また、レポートを書く場合どうしたらいいですか？

 →　pp. 54‒56　　2.3.2「インターネットで情報収集」
 　　　　　　　　　　 （関連項目　p. 56　2.3.3「情報セキュリティを考える」）
 →　pp. 63‒70　　2.4.1「図書館情報センターへ行こう！」
 →　pp. 77‒83　　2.5「レポートを書く技術」
 →　p. 87　　　　2.7「ソフトを使いこなそう」
 （語句について）→　p. 49　　2.3.1「辞書の使い方」
５．授業で、討論（ディスカッション）や口頭発表（プレゼンテーション）を行なう場合には、どんな
ことに気をつければいいですか？

 →　pp. 84‒86　　2.6「討論や口頭発表の技術」
６．空き時間にパソコンを利用したい場合、どうしたらいいですか？

 →　p. 73　　2.4.3「情報処理教育センターの利用法」
７．外国語を、パソコンを利用して自分で学べるところがあります。

 →　p. 70　　2.4.2「L.L.センターの活用」
８．からだの健康、こんなことに気をつけよう。

 →　pp. 25‒29　　1.4.1「健康科学教室から」
９．こころの健康、学生相談について

 →　pp. 29‒32　　1.4.2「こころの健康管理」
10．就職活動に向けて大切なこと

 →　pp. 32‒35　　1.4.3「キャリアについて」
11．先輩・先生方からのメッセージ

 →　pp. 95‒96　　3.1「縁と健康を慈しんで──先輩からのアドバイス」
 →　pp. 97‒105　 3.2「私の読書体験」
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7学ぶために必要なこと

1

■　■　■　■

　そもそも「 学ぶ」とはどういうことでしょうか。教えられたことを記憶し、それを再
現できるようにすることでしょうか。そうではありません。学ぶとは「何かを作り上げ
るために必要とされる要素を身につけていく」という行為です。ここでいう「作る」と
いう行為は、必ずしもモノを作ることだけに限定されません。新しい考え方を身につけ
たり、新しい人間関係を築いたり、新しい発見をしたりすることも、作るという行為です。
学ぶという行為は、しばしば「記憶する」という行為と混同されますが、両者はまった
く異なるものです。学ぶという行為は、常に、何かを作り上げようとする目的を伴って
いますが、記憶するという行為にはそれがありません。クイズ大会で優勝するために様々
な事柄を記憶することを学ぶとは言わないのです。学ぶ過程において、何かを記憶しな
ければならない局面もあるかもしれませんが、それはあくまでも何かを作るための手段
として記憶するのであって、記憶すること自体が目的とされているわけではありません。

　何かを作り上げるためには、 つの要素が必要です。それは、「興味」と「能力」と「気
概」です。興味とは、何かをつくり出すための原動力であり、能力とは、何かをつくり
出すための実現力であり、気概とは、何かを実現するまであきらめない持続力です。興
味がなければ、そもそも何かを作ろうとする行為自体が始まりません。また、興味が生
じて何かを作ろうとしても、それを作る能力がなければ、興味だけで終わってしまいま
す。さらに、興味と能力とをもって作り始めたとしても、困難に遭遇してすぐに中止し
てしまったのでは、やはり何も実現できません。
　つまり、学ぶという行為は、何かを作り上げるために必要な、興味と能力と気概の
つの要素すべてを身につける行為なのです。

　何かを作ろうとしても、何を作ればよいのかわからない、何も作る気がしない、とい
うことはよくあることです。何に対しても興味がわかなければ、何かを作ろうという気
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にはなりません。世の中にはたくさんの物事が満ちあふれていますから、その中の何か
一つに興味を持つことは一見簡単なことのように思われます。ところが、何かに興味を
もつ、ということは意外に難しいのです。なぜなら、興味というものは、自分の心の内
から生じてくるものだからです。他者から「○○に興味を持て」と言われてすぐそれに
興味をもつ、ということはほとんどないでしょう。興味の対象は自分自身で一生懸命見
つけるほかはありません。中には、興味を持てる対象がすぐには見つからないため、「自
分は何に対しても興味が持てない人間なのだ」とあきらめてしまう人がいます。でも、
本当にそうでしょうか。その人は、興味が持てる対象にまだ出会っていないだけかもし
れません。また、「世の中が……というふうに動いているのは常識だ。これ以上、自分
が何かをしたり、何かを言ったりする余地はなく、そんなことをするのはムダ」と決め
つけている人もいます。しかし、本当にそうでしょうか。世の中は、その人が思うよう
に動き、世の中の人みんなは、そんなふうに考え、行動しているのでしょうか。
　世の中は、みなさんが考えている以上に、複雑多様なものかもしれません。興味の対
象をみつけようと努力する前から、あきらめたり、決めつけたりしないで、心を少し動
かしてみましょう。
　では、何かに興味をもつためにはどうしたらよいのでしょうか。それは「今までとは
違う 新しい世界に踏み出してみる」ということです。今までと同じ環境に身を置いてい
たのでは、今までと同じような日々が過ぎていくだけであり、興味を引くものはなかな
か生じません。待っていても何も始まらないのです。今までの環境から出て、新しい世
界に踏み出せば、今まで考えもしなかったことを考えたり、感じもしなかったことを感
じたりすることが多いはずです。まずは、今まで知らなかった世界を体験し、観察して
みましょう。例えば、
　・行ったことのないところへ行ってみる。
　・動き回ったことのない時間帯に動き回ってみる。
　・話したことのない人々と話してみる。
　・読んだことのないジャンルの本を読んでみる。
　・「常識」と思ってきたことを、なぜそうなのかと再考してみる。……
　これらのことは、一見、ばかばかしいことのように思えるかもしれません。しかし、
ここで重要なことは、みなさんがこれらの行動をするにあたっては、ただ漫然とそうす
るのではなく、一生懸命に心のアンテナを張り、今までの自分が見落としていたものは
ないか、自分の 心の目はすべてのものに対してちゃんと開いているか、ということを常
に意識しておいてほしい、ということです。肉体の目がいくら開いていても、心の目が
閉じていると、目の前に何かあっても見ることができません。しかし、逆に、心の目が
開けば、今まで見過ごしていたものが突然見えてきたりするものなのです。
　世の中には 常識とされているものごとがあります。常識とされているものごとには、
人々はあらためて検証を加えようとはしません。中には何の疑問もなく、「そんなの常
識じゃん！」と軽く片づけてしまう人もいます。しかし、常識をそんなに軽く考えない
方がよいでしょう。「そんなの常識じゃん！」という人は、その常識がなぜそうである
のか、本当に説明できるのでしょうか。「太陽が地球の周りを回っているのではなく、
地球が太陽の周りを回っている」ということは常識ですが、その根拠をきちんと説明で
きる人は極めて少ないのではないでしょうか。また、私たちは、自分では意識していな
くても、今の世の中の常識に支えられて生きていることも多いのです。例えば、ふだん



9学ぶために必要なこと

「投票なんてカッタルい、誰が行くかよ、選挙権なんていらねーよ」と言っている人が、
「投票したい」というカノジョにつきあって、しぶしぶ投票所に出向いたとき、カノジョ
が「あなたは女性だから投票できません」と言われたり、あなたが「あなたは収入が低
くて、納税額が少ないので投票できません」と言われたりしたら、あなたはどう思うで
しょうか。もし、あなたが「おい、ちょっと待てよ！」と怒ったら、あなたは十分、今
の時代の常識に従って生きていると言えるでしょう。なぜなら、70年前、90年前の日
本では、女性や納税額の少ない人たちには選挙権がないのが常識だったからです。もし
その時代にあなたが生きていたなら、あなたは投票を拒否されてもきっと怒ることはな
く、平然と「そんなの常識じゃん！」と言うのではないでしょうか。
　今、私たちが生きている世界は、先人の苦労の上に成り立っています。今のあなたが
暮らしの拠りどころとしている常識は、あなたが作ったものではありません。誰かが、
いつか、どこかで苦労して築き上げてきたものです。昔から誰にでも与えられているも
の、自分が自然にそう思ったもの、と勘違いしないほうがよいでしょう。常識とされて
いることをもう一度自分の目でとらえなおす、このことによって興味が生まれ、学ぶこ
とが始まるのです。

　さて、今まで知らなかった世界に目を向けることができ、何かに興味をもつことがで
きたとしましょう。この興味にしたがって、何かを作ろうとするとき、それを作り上げ
る技術や方法を習得することはもちろん必要です。こうした技術や方法は、その分野に
応じて、様々なものがありますから、それぞれの分野に進んで、ひとつひとつ習得して
いくほかはありません。しかし、こうした技術や方法を習得する前に、まず身につけな
ければならない能力があります。それは、「現実をありのままにみて、それがどういう
ことであるのかを自分なりに解釈する」、という能力です。
　何かを作るということは、今までの状態に何かを付け加える、ということですから、
まず、目の前の現実はどういうものであるのかをはっきりと認識しなければなりません。
現実を無視して、何かを作ったとしても、できあがったものはひとりよがりなものにな
りがちで、意味のあるものにはならないでしょう。従って、何かを作るためには、まず
 現実をありのままにみる能力が必要です。
　しかし、この現実をありのままにみるということもまた、かなり難しいことなのです。
ある現実を見るとき、他人の意見に強く影響されたり、自分の希望的観測に引きずられ
たりしていると、誤った見方をしてしまいます。我々は、テレビやインターネットや新
聞や雑誌によって、居ながらにして世界のさまざまな出来事をすばやく「知る」ことが
できます。それ故、我々は、狭い日常生活の中にいるだけなのに、世界の多くを知った
つもりになっています。しかし、それは危険です。なぜならば、これらのメディアによっ
て与えられる情報の中には、それらを提供する人々によって作られた「解釈済みの情報」
も多いからです。それらの解釈済みの情報を「事実」であると誤認し続けていると、世
界の実態を見誤ってしまう恐れがあります。これらのメディアから得られる情報には、
有益な面も多いのですが、それらを無批判に受け入れるのではなく、自分なりに多角的
に検証しながら利用しなければならないでしょう。また、私たちは自分の目の前で起き
ている現実なのに、それが自分にとって不都合なものである場合、その現実から目をそ
らしたり、見えなかったことにしたり、別のことを見たことにしたりすることがありま
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す。自分にとって不都合な現実を直視することは極めて苦痛なことですが、そこから逃
げてはいけません。たとえそれが自分にとってどんなに不都合な現実であっても心の目
を開いてその現実を直視する、そのことこそが、現実をありのままにみる、ということ
なのです。
　さて、こうした過程を経て、現実がどのようなものであるかをとらえたとしましょう。
その次になすべきことは、その現実に対して 自分なりの解釈を加えることです。その現
実が自分にとって納得できるものであるのか、そうでないのかを考え、もし仮に後者で
あったならば、では、本来どうあるべきなのかを、自分なりに考えなければなりません。
なぜならば、この「あるべきすがたを考える」ということこそが、何かを作るための大
事な入り口となるからなのです。あるべきすがたを考えつくことによってはじめて、こ
れから先、自分がどちらの方向に向いて進んでいけばよいのか、どういうものを作って
いけばよいのか、がわかってくるのです。
　ただし、この「自分なりの解釈を行って、あるべきすがたを考えつく」という行為も
また、他の学ぶ行為と同様、かなり難しいことです。自分ではきちんと解釈したつもり
になっていても、他の人々の別の解釈をみると、とたんにそちらの解釈の方が正しいよ
うに思えてきたり、自分の解釈を他の人々から否定されたにもかかわらず、それに反論
できなかったりすることは多いのです。こんなとき、「やっぱり自分はだめなのかも」
とがっかりするかもしれません。しかし、そう思うのは早計です。なぜなら、誰でも最
初から、あるいはかなり時間をかけても、自分なりの確固とした解釈はなかなか立てら
れないものだからです。自分なりの解釈を作り上げる過程においては、何度も何度も検
討を加え、変更をくり返しながら、少しずつ少しずつ作り上げていくのが普通であり、
それ故、時間がかかるのです。場合によっては、時間がかかるだけではなく、自分が信
じてきたもの、支えられてきたものを根底から覆し、あらためて構築しなおさなければ
ならないという、生皮をはがすようなことをしなければならないことさえあります。時
間をかければ必ず到達できるとはかぎらないのです。こうした行為は大変苦しく、つら
いものです。その歩みは遅々としており、一見、非生産的なものに思えるかもしれませ
ん。しかし、そうではありません。私たちはこの過程において、新しい見方をひとつ獲
得するたびに古い殻をひとつ脱ぎ捨てているのであり、そのことによって自分自身を少
しずつ成長させているのです。自分なりの解釈を作り上げるという行為は、まさに自分
自身を成長させる行為なのであり、時間がかかったり、なかなか前進できなかったりす
るのは、むしろ当然のことなのです。
　現実を自分なりに解釈し、あるべきすがたを考える訓練に王道はありません。ひたす
ら、自分で考えたり本を読んだり、他者と意見を戦わせたりするしかないのです。自分
で考えたり本を読んだりすることと、他者と意見を戦わせることとは、異質なことのよ
うに見えるかもしれません。しかし、実は両者は同じことなのです。自分で考える、と
いうことは自分と自分が意見を戦わせることにほかなりませんし、また、本を読んでそ
の内容に自分なりの意見を持つ、ということは、その著者と意見を戦わせていることに
ほかなりません。つまり、いずれにしても、自分の意見を土俵にあげて何かと戦わせて
いるのであり、それ以外に自分の解釈を鍛え上げる方法はないのです。
　自分の意見を鍛えるための具体的な訓練方法は各自で工夫するしかありませんが、ひ
とつだけ例をあげるならば、社会的な事柄について自分なりの解釈をもつために、新聞
の一面の記事を利用する、という方法があります。一面の記事を読み、どういう事実に
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ついて書かれているのか、なぜ一面に掲載されるほどの価値があるのか、その事実の存
在はどのような現実があることを意味しているのか、その現実と自分の生活とはどうい
う関係にあるのか、その現実を自分はどう解釈するのか、自分と異なる他の解釈にはど
う反論するのか、等々を考えるのです。最初のうちは、何について書いてあるのかさえ
わからない、という状態かもしれませんが、他紙の記事を読んだり、同じテーマを論じ
ている雑誌記事を読んだり、インターネットで調べたり、他者の意見を聞いたりしなが
ら、じっくり読んでいけば、次第に理解できるようになり、社会に対する自分なりの解
釈も少しずつできあがってくるでしょう。
　このような過程を経てようやく獲得し得た自分なりの解釈は、その苦労のわりには小
さなものにしか見えないかもしれません。しかし、こうして少しずつ積み上げてきた解
釈は、まぎれもなく自分自身のものであり、誰かに教えられたり押しつけられたりした
ものではありません。世の中にひとつしかない尊いものです。この解釈は確固とした解
釈であるが故に、わたしたちはそれをもとにして、何かを作り上げることに自信を持っ
て取り組むことができるのです。

〈 気概について〉
　さて、こうして、自分なりの興味と解釈をもち、自分の進む方向を見つけて、何かを
作ろうとするとき、きっとみなさんは楽しさを感じることでしょう。自分が確信をもっ
て作り上げていく何かが少しずつ形になっていくのを実感できることはとてもすばらし
いことです。
　しかし、物事は必ずしも順調に進むとは限りません。予想もしなかった障害が現れる
場合があります。何かを作るにあたっては、予め発生しうる障害を予想し、その障害を
乗り越える対策をたてておくことが必要ですが、現実は、そうした予想をこえてはるか
に複雑多様ですから、予想もしなかった障害が発生することは多いのです。このような
障害に遭遇したときに必要となるのが気概です。
　障害が自分の行く手を阻

はば

むとき、みなさんはなんとかしてそれを克服しようとするで
しょう。しかし、その努力はかなりのエネルギーを必要とします。たとえば、人生を変
えるほどの極めて大きいリスクを引き受ける決断をしなければならないかもしれませ
ん。また、いつ終わるともしれない出口の見えない地道な仕事を根気強く続けなければ
ならないかもしれません。あるいは、繰り返される罵倒や怒号に耐え続けなければなら
ないかもしれません。
　こうした努力を続けることができる原動力は、興味や能力ではありません。それは、
なんとしてでもやり遂げようとし、自分自身を励まし続ける心、すなわち気概です。こ
の気概がなければ、何かを作る行為は頓

とん

挫
ざ

してしまいます。
　では、気概はどこから生まれるのでしょうか。それは、その人なりの「 哲学」から生
まれるものです。この場合の哲学とは、その人の「生きる姿勢」と言い換えてもよいで
しょう。何に価値をおき、どういう生き方を貫こうとするのか、という生きる姿勢です。
　自分には哲学がない、とがっかりしている人がいるかもしれません。しかし本当にそ
うでしょうか。ここまできたみなさんには哲学があるはずです。みなさんは、何かを作
ろうとしたその最初の段階で、何かに興味をもったはずです。では、なぜそのことに興
味をもったのでしょうか。また、みなさんは目の前の現実を解釈して、これから先のあ
るべき姿を考えたはずです。では、なぜそれがあるべき姿だと思ったのでしょうか。実
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は、そこにこそ、みなさんの哲学が反映されているのです。自分が興味を持てるものを
必死になって探したり、目の前の現実を大変な苦労の末に解釈したりした、その過程を
通じて、みなさんは自分なりの哲学を作ってきたのです。
　わたしたちは無限の現象が満ちあふれているこの世界において、毎日毎日、何かを選
択し続けながら生きています。たとえ、何の行動もしていなくても、その何の行動もし
ないという状態を選択していることに変わりはありません。そしてここで極めて重要な
ことは、何かを選択するということは、裏返せば、それ以外のすべてを切り捨てること
を意味する、ということなのです。ですから、みなさんが、何かに興味を持ったり、何
らかのあるべき姿を思い描いたとしたら、それは、他のすべてを捨てて、それこそが価
値のあるものだ、と思っていることに他なりません。この選択をする心はどこから生じ
るのでしょうか。実は、この選択をなす源こそが哲学なのです。自分が興味を持てるも
のを必死になって探したり、目の前の事実を解釈するために大変な苦労をしたりした、
その過程は、みなさんが自分自身の哲学を作る過程だったのであり、それ故、あれほど
苦しいものだったのです。
　自分の哲学は、普段は表面には現れていないかもしれません。しかし、みなさんが何
かを作る過程で障害に遭遇したとき、その哲学は表面に現れます。なぜなら、何かを作
ることを自分に選択させた源こそ自分の哲学に他ならないのであり、それ故、障害に遭
遇して挫

くじ

けそうになった自分を支えてくれるものはその哲学しかないからです。そして、
この自分の哲学から、なにがなんでもこれを作り上げたい、という気概が生まれるのです。

　何かを作るということは非常な困難を伴うものです。何かに興味をもち、自分なりに
検証し、自分なりの解釈を得て、障害をひとつひとつ克服しながら、あるものを作ろう
としているとき、人は、そのことを否定されたり、中断させられたりすることにかなり
の拒否感をもちます。できればそれらの障害をすべて乗り越えて、当初予定していたと
おりのものを実現したいものです。しかし、残念ながら、現実においては、引き換えな
ければならないものがあまりにも大きすぎて、実現をあきらめたり、別の道を探ったり
しなければならないことも多いのです。人間一人の力には限界がありますから、それは
それで仕方がないことです。決して卑下することはありません。どんなリスクをおかし
てでも最後まで貫き通すのか、実現をあきらめるのか、別の道を探るのか、は、そのお
かれている状況に応じて自分で自由に判断すればよいことです。
　ただし、ここでひとつだけ重要なことがあります。それは、みなさんがどのような選
択肢を選ぶにしても、それは、その場限りの場当たり的な判断によるのではなく、自分
の哲学に従ったものであってほしいということです。なぜなら、みなさんが生きていく
ためには、自分自身に「 誇り」がもてなくてはならないからです。誇りは何かを作り出
すまでに至った自分から生まれるものであり、その何かを作り出すまでに至った自分は、
自分の哲学によってつくられたものです。ですから、誇りを持ち続けるためには、みな
さんは自分の哲学に従わなければならないのです。
　わたしたちは、みなさんが真に学び、よりよいものを作り続けることができるよう、
期待しています。
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■　■　■　■

　新入生のみなさんに、なぜ大学に進学したのかとたずねたとすると、たいてい、もっ
ともな、あるいはもっともらしい答えが返ってくることでしょう。しかし、本音はとい
えば、具体的で明確な夢があって、その夢を実現するために大学に進学したのだという
人もいれば、特に目的があるわけではなく、親に勧められて、あるいは友達が大学に進
学するから、何となく入試を受けて、大学に入ってきたという人もいるはずです。私は、
前者はとてもすばらしく、後者はダメだと言うつもりはありません。これから 年間、
大学という場において、みなさんが何をするかが問題なのですから。だから、出発点に
おいて目標が定まっていなくても、それほど悪いことではないと思います。そこで、こ
れから新入生のみなさんが 年間を過ごすことになる大学という場は、実際にどういう
ところなのか、あるいは、どうあるべきところなのか、といった点について、考えてみ
たいと思います。
　大学は、研究機関であるとともに、高等教育機関です。この点については、建前とし
てはだれもが認めるところですが、大学は教育機関であるよりもレジャーランドだとい
う意見が今でもあることでしょう。かつて我が国において大学進学率が上昇し、大学が
大衆化していったとき（1960年代以降）、よく大学がレジャーランドにたとえられまし
た。そして、大衆化の段階にあった大学が、2009年にはじめて、 年制大学に限って
も18歳人口のうち50パーセントを超える若者が大学に進学しました。これは、大学が
いわゆるユニバーサル化の段階に入ったことを意味しています。このような状況におい
ては、大学＝レジャーランドという意見は、あまり耳にすることはなくなりました。そ
れは、かつては教育を軽視していた大学が、教育に重点を移すようになったことと、
1990年代後半にバブルがはじけて以後、多少景気の良かった時があったとはいえ、一
般に就職状況が厳しくなったことによるものと思われます。すなわち、レジャーランド
としての大学とは教育の否定であり、そしてレジャーランドとしての大学が就職面でプ
ラスになることも全くありません。しかし、レジャーランド願望が学生に（時としてそ
の他の大学関係者にも）ある以上、このような意見が完全になくなることはありません。
すなわち、大学＝レジャーランドという意見は、大学内外の人間が大学の現状を評して
言う場合のみならず、学生をはじめ大学関係者がその願望をこの言葉で表している場合
があると思われます。したがって、18歳人口が減少しつつあるこの時代に、「顧客満足」
のためにレジャーランド的な要素も大学に必要であり、そこから学生がなにがしかを学
ぶことも可能であるといった意見もあるかもしれませんが、レジャーランドとしての大
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学で学べるものとは、大学でしか学べないものではなく、高等教育機関としての大学と
は何の関係もありません。
　このように、大学をレジャーランドとしてみる見方が、今なお一方にあるのに対して、
大学が研究機関であることに注目したとき、大学とは、真理探究の場であるという意見
が出てきます。これは、大学という組織が地球上に登場して以来、多くの人たちにとっ
てきわめてなじみ深い考え方なのです。しかし、みなさんの中には「真理探究の場」と
いうことばそのものが初耳だという方もいるかもしれませんが、そうでない人でも、大
学で授業を受けていても、普段そんなことを意識することはないでしょう。しかし、皆
さんが意識しているかどうかにかかわりなく、大学は真理探究の場であるということを
否定することはできません。大学では、基礎的な学問・研究もおこないますが、最先端
の学問・研究、すなわちこれまでに誰も到達したことのない独創的で新たな知識を発見
することが、研究機関としての大学の目標なのです。
　しかし、現代の大学の存在理由を「真理探究の場」のみ

4 4

に求めようとすると奇妙なこ
とになります。大学の機能が、何よりも

4 4 4 4

独創的で新たな知識の発見にあるとすれば、そ
こでは大学教師はまずもって専門研究者であることを求められることになります。すな
わち、大学教師は教育者である以前に、まずは専門研究者であるということになります。
そうなると、大学教師にとって、学生を教育したり指導したりすることは副次的なこと、
あるいはどうでもよいこととみなされるおそれがあります。“おそれ” ではなくて、こ
れがかつての現実であったと言ってよいでしょう。1991年の大学設置基準の大綱化（い
わゆる規制緩和が大学の開設をはじめ学部・学科の新設等にまで及んだもの）の前後に、
大学は教育を重視する方向に向かうことになるわけですが、それ以前には、大学では研
究至上主義、あるいはそこまでいかないにしても研究優先主義をよく目にするすること
ができました。このような研究至上主義や研究優先主義が、今では例外的であるとはい
え、今なお完全になくなったわけではありません。大学を真理探究の場と定義し、専門
研究者としてのみ自己規定する大学教師が、教育はどうでもよいと考えるならば、教師
と学生は分断され、教師が専門研究に集中する一方で、学生は大学をレジャーランドと
みなして、青春を謳歌することになります。こうなってしまうと、大学はその存在理由
を失うことになるので、このケースについてはこれ以上問題にするつもりはありません。
しかし、このような大学教師が、「真理探究の場」が同時に教育の場であることをめざ
そうとすると、どうなるでしょうか。彼らにとって、学生は研究者予備軍となり、学生
が教師の専門分野に関心をもち、それを十分に理解する限りにおいて、授業あるいは研
究は学生にとってエキサイティングなものとなるでしょう。しかし、そうではない学生
にとって、授業は、彼らに何のかかわりもなく興味ももてないもの、そして何よりも、
わけがわからないものになる可能性が大きいと言えます。こうして、教師と同じ専門研
究に関心をもつ学生とそうではない学生の 種類に分けることができます。ところで、
この比率はどの程度でしょうか。おそらく、この点については、専門分野による差がか
なりあるものと思われます。教師と同じ専門研究に関心をもつ学生がかなりの数にのぼ
るような場合があるとしても、それでも全体の割合からすればきわめて少数であること
にかわりないはずです。そして、それどころか、その数がゼロである場合の方がむしろ
多いのではないでしょうか。18歳人口の50パーセント強が 年制大学に進学する時代
に、そのほとんどが専門研究者をめざすなどということがありえないということは、少
し考えてみればすぐにわかります。したがって、現代の大学で、学生も教師と同様に、
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このような教師が求める知的共同体の住人であるという幻想を前提に授業をおこなった
のでは、ほとんどすべての学生が何も理解することができなかったり、そういう授業に
学生がそっぽを向いてしまったりする結果になります。だからといって、学生に対して、
無能だ、怠慢だと非難するのは全く的外れです。もしも、現代の日本の大学が、「真理
探究の場」でしかないとすれば、このような滑稽な、あるいは奇妙な事態が生じること
になります。
　以上述べたところから、私は、現代の日本の大学は「真理探究の場」ではないという
結論を導き出そうとしているわけではありません。大学が大学である限り、真理の探求
は、大学がもつ重要な機能のひとつです。ただ、大多数の学生にとっては、その機能は
重要ではなく、彼らにはほとんど無関係であり、そして彼らが無関係だと考えたからと
いって、あるいは感じたからといって彼らが非難されるいわれはないということです。
したがって、大学という場でおこなわれている専門研究、特にレベルの高い最先端の研
究は、一般の学生が本来大学で学ぶべきこととは関係がないか、あるいは関係があると
しても、学生に向かってストレートに研究内容を伝えたり、自分の研究活動に学生を巻
き込んだりしようとしても、それは無意味だということになります。研究結果を授業に
反映させることができるとしても、そのためには、教師にとって一般の学生にもわかる
ようにかみくだいて伝える努力と工夫が必要でしょう。要するに、レジャーランドとし
ての大学はもちろんのこと、真理探究の場としての大学も、大多数の学生の立場からす
れば、大学において学ぶべきこととは関係がないということになるでしょう。
　それでは、現代の大学において学ぶべきこととは、何でしょうか。大学が大衆化して
以後バブル期までは、大卒であれば大卒なりに容易に就職できました。ところが、バブ
ルがはじけて以後、大学は大衆化からユニバーサル化へと進み、そして就職状況が一変
して厳しくなりました。その後、一時的に就職状況が好転したこともあったように、こ
れから先、就職状況が相変わらず厳しいままであるとは限りません。しかし、たとえ就
職状況がよくなったとしても、それはバブル期の状況とは根本的に異なります。バブル
期には、新入社員の教育は入社後に企業がおこなうというのが一般的でした。だから、
当時の企業は大学教育に何も期待していなかったと言えます。このような状況であった
からこそ、大学がレジャーランドであろうとも、世間はそれを容認していたとも言える
でしょう。しかし、これから先、就職状況が好転しても、おそらく企業がその内部では
じめから社員教育をおこなう余裕はもはやなく、即戦力としての人材を企業が大学に求
めるという事情は変わらないと思われます。さらに、今の世の中では、終身雇用制や年
功序列といった日本型雇用システムは影をひそめ、能力給制度や実力・実績主義に移行
しつつあります。グローバル・スタンダード（アメリカン・スタンダード）に依拠する
制度が、必ずしも諸手をあげて賛成できる非の打ちどころのないすばらしい制度などで
はなく、そこにはもろもろの問題点があることは、ここ数年のわが国のみならず、国際
情勢をみれば、おわかりのことと思います。ただ、ここではこのような問題点について
考えることが目的ではありませんので、これ以上この問題について触れることはやめて
おきます。いずれにせよ、大学生のほとんどが、卒業後に就職しなければならないとい
う現実があるために、大学人（学生自身および教員と職員）は、とりあえず、この現実
の状況を直視し、現実を受け入れるほかありません。このような状況にあっては、大学
を卒業しさえすれば、適当にどこかに就職できるというわけにはいかないので、ほとん
どの学生は、就職について真剣に考えざるをえなくなります。



16 第１章　学びの場としての大学

　ところで、大学は本来、専門学校とは異なり、良き職業人を養成することを目的とは
していません。しかし、この建前を前面に出して、大学側が学生に対して、就職に関す
る指導も斡旋もしないから自分で職を探せと言ったとすれば、そのような大学には誰も
入学しようとは思わないでしょう。受験生が志望校を決める際に、大学の就職状況や就
職指導のあり方は重要なポイントになります。こうして、就職の相談・指導や斡旋といっ
た業務のほかに、大学は就職に直接役立つ教育をおこなうという任務も引き受けなけれ
ばならなくなります。学生にとっては、希望する仕事内容の基礎となる知識や技能、ま
たは仕事内容に合った専門的な知識や技能を習得すること、あるいは何らかの資格を得
ることがその目的となります。実際、本学だけではなく、現代の多くの大学で、それら
の知識や技能の習得をめざすような科目、あるいは資格取得を目的とする科目がカリ
キュラムの中に組み込まれて開講されており、そして授業外で資格取得を支援するため
には、エクステンションセンターなどが開設されています。このように就職に直結する
ことを学ぶこと、あるいは学べることは、現代の日本の大学においてはきわめて重要で
す。
　しかし、大学では何らかの職業に直接かかわる知識や技能を習得するだけでよいとい
うのなら、専門学校に通うというのもひとつの選択肢であり、専門学校の方が効率よく
学べるかもしれません。あるいは、専門書を読むことによって、かなりの程度まで、そ
れを自分で学ぶこともできます。確かに、就職に直接関係する知識や技能を習得するこ
とは、今や大学において、学ぶことの中できわめて重要な位置を占めています。そして、
なぜ学ぶのか、あるいは何の役に立つのか、という問いを立てた場合、そのような知識
や技能の習得は、答が容易に出てくる分野であり、その答もわかりやすいですね。しか
し、大学では就職に直接関係する知識や技能を習得しさえすればそれでよいというのな
ら、それは、大学の存在理由としては不十分ではないでしょうか。資格試験で求められ
るのは、試験で良い点数を取れるように、試験で出題される範囲を効率よく勉強するこ
とであり、それは、基本的には大学に入るための受験勉強と変わりありません。したがっ
て、資格を取ること自体は、比較的容易なものもあれば、超難関のものもあり、難易度
はさまざまですが、いかなる資格であれ、それを取るために何をすればよいかは容易に
わかります。資格試験の準備のための勉強によって得られる知識や技能は、大学でも習
得できますが、必ずしも大学に通ってこそ学べることではありません。大学に入るため
の試験問題や資格を得るための試験問題は、あらかじめ決まった範囲から推定可能な出
題があり、正解が唯一であるのに対し、世の中には、問題そのものを自分で見つけ出さ
なければならない場合や、あらかじめ問題が設定されている場合にせよ自分で問題を見
つけるにせよ、その答は、必ずしもある決まった範囲から見つけ出すことができない場
合や、答がひとつとは限らない場合もあります。大学で学ぶこと、あるいは学べること
の中で、より重要なのは後者、すなわち資格試験の対極にあるものではないでしょうか。

　それでは、大学でこそ学ぶことができることとは、具体的に何でしょうか。みなさん
は大学というところに入ってきて、大学の授業を受けようとしている、あるいは現に受
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けているわけですが、授業を受けるにあたっての科目選択の仕方や、授業の内容や方法
が高校とは違うことに気づかれたことと思います。必修科目や必修に準じる科目を別に
して、大枠は決まっているものの、何を選択し受講するかは自由ですし、同じ科目を受
けるにしても、どの先生の授業を受けるかは、みなさんが自由に決めることができます。
そして、科目にもよりますし、担当教員にもよりますが、大学の授業で扱われることは、
一般に唯一の正解というものはありません。このことは、高校の教科書と大学の教科書
を比べてみればよくわかります。高校の（小学校も中学校も）授業は学習指導要領に沿っ
て進められ、そこで使用される教科書は文部科学省の検定を受けていて、検定済の表記
があります。つまり高校までの教科書は、その内容について複数のチェックを経た結果、
検定に合格しているわけですから、そこには、事実であり正しいとその分野の専門家あ
るいは文部科学省が認めることが記載されています。そして、学習者には、書かれてい
ることを疑ってみることは求められません。多くの場合、書かれている内容を記憶（暗
記）したり理解したりすればよいわけです。ところが、大学では、同じ科目名であって
も内容は担当者によって大幅に異なることもあり、教科書が指定されていない授業もあ
ります。教科書が指定されている場合でも、そこには文部科学省の検定はなく、教科書
に書かれていることは、誰もが認めていること、あるいは権威ある者によるお墨付きが
与えられていることとは限りません。さらに、教科書に書かれていることだけではなく、
教師が話すことも必ずしも誰もが正しいと考えることとは限りません。基礎的な科目や
資格取得につながる科目については、このことがあてはまらないかもしれませんが、基
本的には、大学の授業で扱われることには、唯一の正解はないと言えるでしょう。した
がって、大学の授業においては、教科書に書かれていることや教師が話したり板書した
りすることを、単にノートをとって覚えるだけではなく、その内容について、鵜呑みに
せずによく考えてみる必要があります。矛盾がないかどうか、あるいは根拠が示されて
いるかどうか、そして根拠が示されていれば、それが正しいかどうかといったことを常
に考え、判断する必要があります。そして、正しいかどうかを判断するためには、何と
なく正しいと思う、あるいはまちがつていると思うというのではなく、論理的に考えて
はじめて、客観的に正しいあるいはまちがっていると判断できるわけです。したがって、
論理的に考えるということが、大学の授業においてキーポイントとなります。大学とは
単に知識を吸収するところではなく、得た知識を活用してきちんと論理的に考える訓練
をする場であると言うことができるでしょう。
　大学が真理探究の場であるとしても、そのことは一般の学生にとってはどうでもよい
ことであり、教師が学生を自分の専門研究に巻き込んで、学生を研究者予備軍とみなす
のは、現代の大学教育のあり方としてはまちがっているということは、すでに言ったと
おりです。しかし、真理の探求は、言うまでもなく、論理的に考えることがその前提と
なります。その意味で、大学で学ぶということは、はるかかなたで真理の探究とつながっ
ており、大学が真理探究の場であるということは、みなさんが普段それを意識すること
がないとしても、みなさんとまったく無縁だというわけではありません。
　この本は、教養セミナーⅠ・Ⅱのテキストあるいはサブテキストとして作成したもの
ですが、教養セミナーⅠ・Ⅱという科目には、「学問の発見」という副題らしきものが
ついています。実はこれは副題ではなく、“教養セミナー「学問の発見」Ⅰ” あるいは “教
養セミナー「学問の発見」Ⅱ” というのが正式名称です。そして、ここでいう「学問の
発見」は、将来みなさんも学者になりましょうということを意味しているのではなく、
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この科目は、勉強ではなく学問をする態度、すなわち論理的かつ批判的な思考方法を身
につけることを目的としているということを意味しています。
　ところで、きちんと論理的に考えることは、大学を離れた場でも、あるいは大学を離
れてからも、きわめて重要なことです。ある状況をみて自分の頭で判断できなければ、
指示待ち族やマニュアル人間になってしまいます。もちろん、いかなる場合にも指示や
マニュアルが不要であるとか、指示やマニュアルはすべて無視せよ、と言いたいわけで
はありません。いかなるときにも指示やマニュアルがなければ動けないということが問
題なのです。確かに、何らかの職業に直接かかわる知識や技能を習得することや、それ
に必要な資格を取ることは、就職に際して有利だと言えます。そして、それらの知識や
技能の習得のためには、与えられたものを記憶し理解しさえすればよく、そのためには、
きちんと考えることはそれほど重要ではないと言えるかもしれません。さらに、就職す
る時点では、このほか、コミュニケーション能力や主体性・協調性が問題にされ、一見
それらが必要十分条件であるかのようにみえます。しかし、めでたく就職することがで
きて、仕事についた後に必要なのは、仕事の内容により差はありますが、一般的に、問
題をみつける能力、行動力・実行力、そして論理的に考えることができる力などです。
今や、就職試験においても、きちんと考えることができる人を採用する企業が少なくあ
りません。そして、就職活動に限らず、サークル活動やアルバイトにおいても、期待さ
れるのは、指示待ち族やマニュアル人間ではありません。
　このように、論理的思考法を鍛えることにこそ、大学で学ぶことの最大の意義があり
ます。そして、この論理的思考法こそ、大学内のみならず、大学外においても必要とさ
れ役に立つものであると言えます。それでは、筋道を立ててものごとを考えるためには
どうすればよいでしょうか。この本のこの節（「大学で学ぶということ」）だけを読んで
こられた方は、ほかのところもお読みください。その答がみつかるはずです。
　ところで、きちんと論理的に考えるためには、そのための材料が必要となります。そ
れがなければ、単なる主観的な感想になってしまいます。そこで、そのために必要な情
報をいかにして収集するか、そして収集した情報をいかに整理するか、さらにそれをい
かにまとめるか、といったことが必要になりますが、これらの課題については、この本
に散りばめられていますので、よくお読みください。しかし、情報をどのようにして収
集しまとめるかということ以前に、重要な問題があります。それは日本語リテラシー（読
み・書き）です。
　日本語能力が必要だと言うと、これを読んでいる人の多くは、日本語を母語とするわ
けですから、「今さら、なぜ日本語を？」という声が聞こえてきそうです。確かに、日
本語を母語とする方ならば、日常生活に困らないだけの日本語はできますね。しかし、
本当に日本語ができますか、とあらためてたずねられると、あなたは「はい」と答える
ことができますか。この本を読んでいる方の中には、かなり高度な内容のものを読んで
理解でき、自分でもそのような内容の文章をきちんと書くことができる人もいることで
しよう。しかし、必ずしも誰もがそうだとは限りません。日本人だから（日本語が母語
だから）誰でもきちんとした日本語を読んだり、あるいは自分で書いたりできるという
わけではありません。おそらく、みなさんは誰かに何かを文字で伝えなければならない
ときに、紙の手紙を書くことはほとんどなく、電子メールによって伝えることが圧倒的
に多いのではないかと思います。ネットの世界では、メールのやりとりにせよ、web上
に書き込むにせよ、基本的に日本語の作文能力は問題にされず、多くの場合、いわば日



19大学で学ぶということ

本語フリーパスの状態にあります。ネットの外の世界では、あるいはメールであっても
相手や状況によっては、このような日本語を使うことは許されません。これは、書く場
合だけではなく、話す場合についても同じです。相手との距離や関係によって、尊敬語
や謙譲語を使い分ける必要があります。要するに、書くにせよ話すにせよ、フリーパス
の日本語しか使えないというのでは、現実に学生証をもっていても、あるいは卒業証書
を授与されていても、大学生として、あるいは大学卒業者としてみなすことはできませ
ん。
　情報を収集し、そしてそれを吟味して理解するためには、論理的にきちんと考えるこ
とができなければならず、さらに考えたことについて筋道を立てて記述するためには、
かなり高度な日本語表現能力が必要となります。そして、この日本語表現能力は、たと
えば仕事に関してならば、報告書や企画書の作成のためにも必要とされます。あるいは、
仕事以外でもさまざまな文書を作成しなければならないことがあると思いますが、その
場合も必要に応じた日本語表現能力が要求されます。したがって、きちんとした日本語
表現能力があれば、それは、日本語圏で現実に生きていく上でいろいろと役に立ちます。
日本語リテラシーは、本来は高校までの段階で習得しているべきことだとは思いますが、
これもまた、現代の大学で学ぶことあるいは学べることのひとつとみなすことができる
のではないでしょうか。
　情報収集の問題にせよ、日本語リテラシーにせよ、その中心は、学びのテクニック（技
術・技法）です。それらのテクニックを身につけて、あるいはテクニックを超えて、実
際の具体的な場面で論理的思考法を鍛えることになります。このことを意識しながら、
あるいは応用しながら、大学の授業を受けてください。かつては、大学の授業の中で、
専門科目は重要だが、教養科目（「一般教育科目」ともいって、“パンキョウ” と揶揄さ
れていました）はどうでもよいものと、大学内外で考えられ、実際、1991年の大学設
置基準の大綱化以後、多くの大学で教養部は解体・改組されました。その後、教養教育
が再び見直されるようにはなりましたが、あいかわらず、“専門科目＞教養科目” とい
う考えから抜け出せない人もいます。しかし、教養教育こそ、大学での学びの原点であ
ります。みなさんが、 年次で受講する科目の多くは教養教育科目です。真剣に授業に
取り組んでください。そうすれば、進路はおのずと開け、自信をもって人生の荒波に向
けて小舟を漕ぎ出すことができることでしょう。

 【付記】『教養セミナーハンドブック』は、 冊で セットになっていて、この本のほかに、
第Ⅱ部（日本語表現法）があります。ただし、第Ⅱ部は、授業で使用するクラスの学生のみ、
配付の対象となっています。配付されていない方で、第Ⅱ部を必要とされる方は、教養部
事務室までお申し出ください。

 （稲垣正巳）　
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3

──大学時代を有意義に過ごすために

■　■　■　■

　私たちはいつでも何らかの集団の中で生活しています。想像してみてほしいのですが、
大学の外にはさまざまな地域コミュニティーがあり、会社組織があり、スポーツや趣味
によって結ばれた大小のサークルなどもあります。それらが日本の一般社会を構成して、
それがさらに国際社会へと繋がっています。
　こうした社会集団にはそれぞれのレベルで種々のルールが存在しますが、何のルール
も存在しない集団、全くの無政府状態、これを「烏

う

合
ごう

の衆」というのでしょうか、そう
いう集団は恐らく長くは存在できないのではないでしょうか。確かに現代は「個人にとっ
ての価値や意味」が重んじられます。しかし一方で人間は具体的な家族関係や人間関係
の中に身をおいて暮らしているので個人の感情や意見がぶつかり合ったりすることが頻
繁に起こるのです。そこで、この個人と集団、部分と全体の関係が問題になりますが、
現実をじっくり観察してみると、その解決策としては「個人の価値観や自由を相互承認
しあうこと」が最も現実的な対応なのではないかと思えるのです。人間社会にはこうし
たルールが必要なのです。
　ところで、大学も人間の集まる場所であり、ある意味でそれは一般社会の縮図といえ
ます。それ故ここでもルールは必要です。大学はどんな時代にも自由の砦

とりで

であるべき
です。しかし、その自由を確保するためのルールは必要不可欠なのではないでしょうか。
　それでは、具体的にどんなルールが必要なのか？　その前に少し大学という場所の本
来の意味を考えに入れておきましょう。

　「大学とは学問をする処である」というのが一番の基本です。しかし、そこに集まる
人間のことを考えてみると、法律が勉強したいとか、マネージメントが学びたいとか、
歴史に興味があるとか、心理学に関心があるとか、薬学や歯学を研究したいとか、大ま
かな志向性はあるとしても、共通の利害関係などに縛られていないのです。そういう生
まれ育ちも違えば価値観も違い、当然に目的意識も異なる多様な人間が出会う場所が大
学なのです。
　そこでは何よりも個人の自由が保障されなくてはなりません。この自由が保障されな
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いとすると、自己選択によって自分の目標を設定したり、その目的を達成したり、さら
に学問・研究の進展ということも期待できないことになります。
　そこで、この自由を確保するための、基本的ルールが必要になります。繰り返しにな
りますが、多様な人間が活動する社会もしくは集団の中にそうしたルールがなければ、
お互いが自己主張をぶつけ合って不愉快な衝突に時間を浪費したり、トラブルに巻き込
まれる可能性が生じるからです。これでは個々の大学生がそれぞれの目的意識を持って
快適に勉学に集中する環境が維持できないことになります。
　これはそれぞれの人生にとって大きな損失になります。それでは具体的なルールにつ
いて述べましょう。

・教場では、講義に集中しましょう。集中するために必要な行為を進んでしましょう。
　お互いが集中できる静謐な環境を確保するために、
　①私語を慎みましょう。
　②携帯電話の電源をオフにしておきましょう。
　③遅刻をしないように心がけましょう。
　④授業中の勝手な入退出をしないようにしましょう。
　⑤教室を汚さないようにしましょう。
　また、授業中は飲食やメールなど授業と関わりのない他ごとをしたり、居眠りや帽子
を被るなどの行為は慎むよう心がけましょう。「帽子を被っているのはファッションで
す、居眠りしたって人に迷惑かけてるわけじゃないし、いいんじゃないの」と誰かが言
うかもしれないけれど、人の価値観や感性は色々で、「そんなのダメ！　許せない！　
イライラする！」という人たちも必ずいるんです。つまり、言葉使いも含めて、礼節を
重んじるということが肝要です。
・学内では、エチケットを守ろう。
　①挨拶を交わしましょう。
　②タバコは指定された場所で吸いましょう。
　③ごみのポイ捨ては止めましょう。
　これらは全て当たり前のルールです。だから、大学でのルールとは、当たり前のルー

4 4 4 4 4 4 4

ルを当たり前に行う
4 4 4 4 4 4 4 4 4

ということなのです。そして、それらは他人に不愉快な気持ちを与
えないということに繋がっています。日本人は公共の意識が未成熟だといった意見もあ
りますが、誰だって不機嫌な顔で通り過ぎる人々や汚れた街路を見続けていたいとは思
わないのではないですか？確かに他人と挨拶を交わすのは勇気のいることかもしれな
い。でも、デパートでもコンビニでも、ちゃんとしてるし、されて悪い気はしませんね。
社交儀礼かもしれないけれど、ちょっとやってみるのもいいかもしれません。
　今さらといわれるかもしれませんが、対人関係というのは社会集団の中で暮らしてい
くために大切な要因です。そして、大学での生活はそのトレーニングの場所でもありま
す。ここまで述べてきたルールは、実は他人との付き合い方に関わっています。その本
質を少し体裁よくまとめると、次のようになります。
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　　・認め合い
　　・赦

ゆる

し合い
　　・助け合い
　　・高め合い
　　・話し合い
　お互いが人格を認め合い、時には許し合い、また助け合う。そうすることで相互の自
由を確保しつつ、さらに互いの人間性を高め合う。そして、多分こうした相互行為を促
進する一番適切な方法は話し合うということなのです。
　こうした言うなれば相互敬愛

4 4 4 4

の気持ちは、全ての人の心の深い部分に存在しており、
先の具体的なルールが必要な理由というのは、この心の深部と繋がっていると思うので
す。つまり、その深い心根から他者への思いやりの気持ちが生まれてくると思うのです。
静かにそこのところを考えてみましょう。

・大切な人々を怒らせない悲しませない
　人間には喜怒哀楽の感情があります。そして、感情はいろいろに移ろう。人生は嬉し
いこと、楽しいことばかりではありません。苦しい悲しい出来事もあります。実に感情
は自分の内面の出来事なのですが、それは自分を取り巻く日常世界、特に人間関係の中
で生まれ消えていくものです。それゆえ誰かが過ちを犯せば、周りの大切な人々が悲し
むことになります。こうしたことを考えに入れて行動するようにしたいものです。

・人生の意味を考え抜く
　人間には探究心が備わっています。それで「真善美」といった世界の本質をどうして
も考えてしまう。宇宙の真相や社会の正義、本当の美とは何かといったことについてで
す。我々は社会に出て仕事につくと、こうした本来の心根をどこかに仕舞いこんでしま
う面があるけれども、必ず何処かでこの心は現れます。そういうことなら、学生時代に
そうした「人生の意味」を考え抜く覚悟を決めて置いたらどうでしょう、だって人生は
短いのだから。

・多様性を受け入れる
　現代はさまざまな価値観や考え方、嗜

し

好
こう

が渦巻く混沌の時代です。そこで生きるため
にはそうした現状を受け入れて、多様なものを拒絶せず、むしろ楽しむといった態度が
必要ではないでしょうか。特に注意すべきは自分の考えだけに固執

4 4

して異なる立場を受
け入れようとしない「 頑

かたくな

な態度」です。「自分に甘く他人に厳しい」のが当世風とい
う見方もありますが、これが一番「反現代的」なのかもしれません。

・自制心を培い想像力を働かす
　現代人は老いも若いもよく「キレル」といわれます。賢いという意味でなく、すぐ怒っ
て暴力的になったりすることですね。そこで「良識」や「節度」や「冷静さ」が求めら
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れるわけですが、それは先ず、感情的になること、もっと正確に言えば「感情に流され
て、自分をコントロールできないようになること」を回避することが求められていると
いうことでしょう。日頃から心を落ち着けて軽挙妄動を慎むように心がけたいものです。
　また、自分の痛みは他人に決して完全にはわからないし、逆に他人の苦しみを自分が
身をもって感じることも不可能ですが、自分を他者の立場に置き換えて苦痛を少し共有
することはできます。人間には想像する力があります。そして、それは人間に与えられ
た特別な能力なのです。そうした能力があるので相手の気持ちが理解できるのです。そ
れなら、自分の発言や行動が他者にどう影響し受け取られるのかということを少し想像
してみることも時には必要なのではないでしょうか。

・自己の目標を明確にして努力を怠るな
　「何故自分は大学にいるのか」、「大学で何を学び、何をしようとしているのか」といっ
た初めの問いを自分の心に向かってもう一度発してみましょう。すでに入学時に自己目
標を設定していた諸君も、そういうことは考えなかった人も再度自己に問いかけてみま
しょう。確かに大学では自分の将来のために資格をとったり、さまざまなスキルを身に
つけることができます。それらを当面の自己目標にするというのもあるけれで、もっと
広い意味で「人生の目標を探す」というのもいいんじゃないでしょうか。すると、こん
なことも考えられるようになる。「大学の講義は何故聴かなくてはならないのか？」と
少々退屈になっていたら、その講義は資格試験には役に立たないが、自己の人生に無意
味と言い切れるのかと問い直してみるのです。どんな経験も本人の受け取り方次第で、
その意味や価値は大きく異なってくるものです。心のゆとりをもって今この時を楽しむ
気持ちで大きく構えるというのはどうでしょうか。

　戒律にしろ、教訓にしろ、生きるための心構えを示す言葉を初めから知っている人間
はひとりもいません。教わったり、学んだりして手に入れるのです。それを手に入れる
のはその人の経験の中でのことですから、家庭や学校や、もっと広く言えば「世の中」
でそれを手に入れるのです。いずれにしても、人はそれを人から学ぶ

4 4 4 4 4

ということです。
そういう機会に恵まれなかったと嘆く必要はありません。気持ちがあれば、いつでも学
べるし道は開けるというものです。それに、皆さんは、犯罪が罰せられることも、タバ
コやドラッグが体によくないことも、継続が力となることも、礼儀が社会生活に不可欠
のことも、権利と義務や自己責任といった言葉の意味も、これまでの歳月の中で、すで
に大体は知っているのではないでしょうか。
　だから、大学生としての心得をこれ以上懇切丁寧に解説するつもりはありません。大

4

学生活は自主性
4 4 4 4 4 4 4

・自発性
4 4 4

、そして何より自由を本質とするものだから
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、それは自分で発
4 4 4 4 4 4 4

見すべきなのです
4 4 4 4 4 4 4 4

。敢えて言うなら、自己責任という言葉をよくよく考えながら、前向
きに積極的に大学生活をエンジョイしてほしい。そしてちょっと冒険してほしいのです。
　それともうひとつ、教育は今日まで蓄えてきた経験を整理してそれを後進の者に伝え
る行為だと思います。もっと厳密に言うと、蓄積してきた人類の経験知に何か発展的で
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創造的な付加価値をつけて次の世代に伝授する行為です。そう考えると、私たち全員に
教育を受ける権利だけではなく、後進の者および社会に知を伝える役割、つまりは教育
を担う面があると考えるべきではないでしょうか。その意味で現在を生きる者は、大学
で学んでいる君たちも含めて、全てが次世代への伝達者、教育者であるという思いを何
処かに秘めていてほしい。我々は皆学び

4 4 4 4 4 4

、そして伝える者なのです
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。そういう意識をい
つも自覚しているのは難しいし、伝える役目が皆さんに巡ってくるのはもう少し先のこ
とかもしれないけれど、どこかに記憶しておいてほしいのです。そして、どうか大学生
活を楽しんでください。
 （岡島秀隆）　
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4

■　■　■　■

 　大学生活を健康に過ごすために正しい知識を身につけることは重要です。とくに、喫
煙、飲酒、薬物について知っておくことは、これらの悪影響から自分の身を守るために
必要です。喫煙や飲酒は、発達段階にある身体に悪影響を与えることから、未成年者で
は法律で禁止されています。また、薬物乱用は非常に有害で危険な行為であり、法律で
厳しく取り締まられています。

　喫煙は身体に様々な悪影響を与えますが、いったんタバコを吸い始めてしまうとなか
なかやめられなくなります。これは、タバコの煙の成分に含まれるニコチンによるもの
で、喫煙の本質は「ニコチン依存症」であるといわれています。いったん依存に陥って
から禁煙することは容易でない場合も多いので、正しい知識を身につけて吸い始めない
ことが大切です。

⑴　喫煙の状況
　2018年の国民健康・栄養調査では20歳以上の喫煙率は男性29.0％、女性8.1％でした。
男性では低下傾向を示していますが、いまだに先進諸国の中では高率であり、女性では
横ばい傾向が続いています。

⑵　喫煙の健康への影響
　国立がんセンターの調査では、全死因のうち喫煙が原因と割り当てられる部分は男性
で27.8％（そのうち禁煙した人は5.9％）、女性で6.8％（そのうち禁煙した人は1.8％）
と推計されています。また、壮年期死亡の 分の から 分の が喫煙に関連している
との報告もあり、喫煙は死因の大きな要因であることが明らかにされています。
　タバコの煙にはわかっているだけで5000種以上の化学物質が含まれ、そのうち200種
類以上は有害であることがわかっています。代表的な有害物質として、三大有害物質と
呼ばれるニコチン、一酸化炭素、タールのほか、カドミウム、ヒ素、アンモニア、シア
ン化物などがあります。ニコチンは本来、体の中にある物質ですが、喫煙により外から
大量に入ると脳に過剰なニコチン受容体ができて、依存症を引き起こします。喫煙後
30分程度で血中ニコチン濃度が低下してくるとイライラするため、またタバコが吸い
たくなるという悪循環に陥ります。また、ニコチンには血管収縮作用があり、血圧を上
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げます。狭心症、心筋梗塞といった虚血性心疾患も起こしやすくなります。タールには
多種類の発がん物質が含まれ、多くのがんの危険性を高めます。とくに喉頭がん（32.5

倍）、肺がん（4.5倍）で高率です。肺がんの危険性は、一日の喫煙本数が多いほど、喫
煙年数が長いほど、喫煙開始年齢が低いほど高くなります。一酸化炭素は、血管内皮を
傷害して動脈硬化を促進させます。また、血液が酸素を運ぶ働きを妨害するので脳のは
たらきや全身持久力などの運動能力を低下させます。
　他にも喫煙は、脳卒中、胃十二指腸潰瘍、歯周病、慢性閉塞性肺疾患など多くの病気
の危険性を増大させます。慢性閉塞性肺疾患（COPD）は長期間タバコを吸い続けてき
た人が罹患しやすくなる病気です。世界でも死亡の原因として多く、進行すると肺胞が
壊され呼吸困難や心不全を引き起こします。妊婦が喫煙した場合には、低出生体重児、
早産、妊娠合併症の危険性が高くなります。
　タバコの煙のうち、フィルターを通して喫煙者自身が吸い込む「主流煙」よりも火の
ついた部分から立ち上る「副流煙」のほうが発がん性のあるホルムアルデヒドやジメチ
ルニトロソアミンなどの有害物質を多く含みます。非喫煙者が煙を吸う「受動喫煙」に
より、肺がん、虚血性心疾患などの危険性が高くなります。

⑶　分煙対策
　受動喫煙によって喫煙者のみでなく周囲の人々の健康にも悪影響があるため、多数の
者が利用する施設では、受動喫煙防止のための必要な措置を講じるよう努めることが健
康増進法（2003年）によって規定されました。しかし、努力義務であったため、分煙
が進んでいない実態も明らかにされていました。
　2018年に健康増進法の一部を改正する法律が成立し、望まない受動喫煙をなくすた
めの取り組みとして新たなルールが作られました。この法律により、学校、児童福祉施
設、病院、行政機関などは原則「敷地内禁煙」（屋外の受動喫煙を防止する必要な措置
が取られた場所に設置した専用喫煙室でのみ喫煙可）、それ以外の飲食店やオフィス、
交通機関など、多数の者が利用する施設でも原則「屋内禁煙」（設置した専用喫煙室で
のみ喫煙可）となりました。ただし、小規模の飲食店やオフィスでは喫煙可能な場所で
ある旨を掲示すれば喫煙可能とする例外規定が設けられています。
　法律が改正されても日本の受動喫煙への意識や対策は先進諸国の中で今だに遅れてい
ます。今後の状況をふまえて、さらなる見直しの議論も必要と思われます。

⑷　禁煙支援
　最近の国民健康・栄養調査では、喫煙者の 割程度はタバコをやめたいと考えている
ことが示されています。禁煙の難しさはニコチン依存によるものですが、その程度は人
により異なります。依存度の低い人は自力で禁煙することもできますが、依存度の高い
人はニコチン代替療法や禁煙外来などのサポートを利用するのもよいでしょう。禁煙に
より様々な病気のリスクが低下するなど、多くのメリットがあることをよく理解し、納
得して禁煙を行うことが大切です。

　アルコールには飲める、飲めないという体質があります。飲める人にとって適量のア
ルコールは気分をリラックスさせストレスの解消にもなりますが、急性アルコール中毒
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や多量の飲酒習慣による健康被害の問題も深刻であり、飲み方には注意が必要です。正
しい知識を持ち、アルコールと上手に付き合っていくことが大切です。

⑴　アルコールの吸収と代謝
　アルコールは胃や小腸で吸収されます。血中に入ったアルコールの一部は呼気や尿か
ら体外に排出されますが、ほとんどは肝臓で代謝されます。アルコールは肝臓でアルコー
ル脱水素酵素によりアセトアルデヒドになり、さらにアセトアルデヒド脱水素酵素によ
り酢酸に分解され、最終的に水と二酸化炭素になって排泄されます。代謝の過程ででき
るアセトアルデヒドも有害な物質で、頭痛、吐き気、動悸、顔面紅潮などを引き起こし、
悪酔いの原因になります。アセトアルデヒドを分解する酵素の強弱は遺伝子型の違いで
決まり、お酒に強い人、あまり飲めない人、まったく飲めない人に分かれます。日本人
は欧米人に比べてお酒に弱い人が多く、人口の4-5割は分解する酵素の活性が低いこと
が分かっています。アルコールの代謝には個人差があるため、自分の体質にあった付き
合い方が必要です。

⑵　アルコールの身体への影響
　アルコールには中枢神経抑制作用があり、脳の働きを麻痺させます。日本酒 合程度
で大脳新皮質の働きが低下し、感情が出やすくなったり判断力が低下してきます。 合
程度では、気が大きくなったり、立てばふらつくようになります。血中アルコール濃度
がさらに高くなると、嘔吐したり、まともに立てなくなります。脳の麻痺が進むと刺激
に反応しない昏睡状態に陥り、吐いたものによる窒息や呼吸中枢の麻痺による呼吸停止
で死に至ります。大量のアルコールを短時間に摂取するイッキ飲みでは血中アルコール
濃度が急激に上昇するため、危険な急性アルコール中毒に陥ります。アルコールの無理
強いやイッキ飲みは命の危険につながります。急性アルコール中毒で病院に運ばれる人
はお酒を飲みなれていない20代で最も多くなっています。
　長期にわたり過度の飲酒を続けると、全身の臓器に負担がかかり、胃潰瘍や肝硬変な
どを引き起こします。アルコールにより脳が萎縮したり、脳卒中、高血圧、がんなどの
病気のリスクも上がります。妊娠中の飲酒により胎児の知能・発育障害や奇形が増える
ことも知られています。また、アルコールはニコチンと同様に依存性があります。大量
飲酒を続けるとアルコール依存症になり、飲酒を自分でコントロールすることができな
くなり、飲酒を中止すると不眠、手足の震え、幻覚、妄想などの離脱症状が現れます。
未成年者の飲酒は依存症に陥りやすく、性腺機能障害、成長障害になる危険性も高まり
ます。

⑶　適度な飲酒
　大量のアルコールは悪影響をおよぼしますが、飲める体質の人では適量であれば緊張
をほぐす効果もみとめられます。また、適量の飲酒習慣がある人は心筋梗塞の発症が少
ないという報告もあります。適度な飲酒量の目安は、普通の代謝能力をもつ日本人では
日に純アルコールで20g程度です（女性や高齢者ではより少量）。20gの純アルコー

ルとは、ビールなら中瓶 本（500ml）、日本酒なら 合（180ml）程度にあたります。
お酒と上手に付き合うためには、適量を守り飲み過ぎないこと、週 日休肝日を作るこ
と、食事とともにゆっくりと楽しむこと、薬と一緒に飲まないこと（薬の作用を強め、
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重大な副作用が起こることがあります）などを守ることが大切です。

　薬物乱用とは、覚せい剤、有機溶剤などの規制薬物の使用や、本来の目的から逸脱し
て医薬品を使用するという行為です。たとえ 回でも目的からはずれた使用は乱用です。
薬物の恐ろしさはその依存性の強さにあります。薬物の乱用に対する規範意識の低さや
危険性についての認識不足から安易に薬物に手を出して依存状態に陥ってしまうと、薬
を止められなくなり、まともな社会生活を送ることが出来なくなります。薬物の乱用に
よって引き起こされる社会や健康への影響はきわめて深刻です。

⑴　薬物乱用の実態
　わが国で乱用されている代表的な薬物は覚せい剤で、昭和の時代に覚せい剤事犯が多
く検挙された時期がありました。その後、平成 年頃より覚せい剤乱用が全国的に多く
なり、現在も状況は終息に至っていません。近年では覚せい剤や大麻などに化学構造を
似せて合成された物質などを添加した危険ドラッグの乱用による事件も増えており、指
定薬物が大幅に増加しています。外国人事犯や未成年、20代の若者の乱用も多く、懸
念されている状況です。

⑵　薬物の乱用・依存・中毒
　薬物の乱用を繰り返すうちに、自分の意志により薬物をやめようと思ってもやめられ
なくなる依存状態に陥ります。依存は薬物への強い心理的欲求である精神依存から始ま
り、繰り返しの使用で同じ量では薬の効かない「耐性」が生じ、使用量がどんどん増え
るという悪循環に陥ります。身体依存になると、薬が切れると震えや倦怠感などの禁断
症状（離脱症状）をおこし、その苦痛を避けるためにまた薬物を使用してしまいます。
　薬物中毒には急性の作用である「急性中毒」と長期にわたる連用の結果おこる「慢性
中毒」があります。急性中毒では、パニック、意識や知覚の障害、ときには昏睡状態か
ら死に至ることがあります。慢性中毒では、幻覚・妄想状態を中心とする精神病性障害、
認知障害、人格変化などのほか、種々の臓器障害をおこします。薬物の使用をやめた後
も、飲酒やストレスなどの刺激で消失していた症状が突然、再燃することがあり、これ
をフラッシュバックと呼んでいます。
　薬物乱用は、健康への影響のみならず、個人の社会生活や家族などの関係者、社会に
も様々な問題を生じさせます。幻覚、妄想などの精神障害に陥り、殺人、強盗などの凶
悪な犯罪や重大な交通事故を引き起こすこともあります。暴力、離婚などの家族問題、
失業などの職業生活の破綻にもつながります。また、薬物の密売による不法収益は暴力
団などの資金源になり、社会全体に悪影響を及ぼします。

⑶　おもな依存性薬物とその特徴
　薬物の脳への作用は、興奮作用（脳を刺激して興奮させる）、幻覚作用（実際にはな
いものが見えたり、ない音が聞こえたりする）、抑制作用（脳を麻痺させ気分を静めたり、
眠らせたりする）があります。
　覚せい剤は、強力に中枢神経を興奮し、気分を高揚させ、強い精神依存を形成します。
薬が切れると、倦怠感、虚脱感、憂鬱な気分に襲われます。この気分から逃れるため使
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用を繰り返し、常用するようになり、被害妄想、迫害妄想、幻聴、などの精神障害が高
頻度で出現します。
　シンナー、トルエンなどの有機溶剤は脳の働きを麻痺させます。情緒不安定、無気力
になったり、幻覚や妄想があらわれ、大量摂取では呼吸困難に陥り死に至ります。慢性
中毒では歯の腐食や大脳の萎縮が見られます。入手しやすく低年齢での乱用が多く、心
身の発達に深刻な障害を与えます。
　大麻には抑制作用があり、記憶や学習能力が低下し、知覚を変化させます。急性のパ
ニック障害や幻覚、妄想といった精神障害もおこします。しばしば慢性化し社会生活に
適応できなくなります。
　麻薬にはモルヒネ、コカイン、MDMA、LSDなどがあります。MDMAは錠剤型の合
成麻薬で、興奮作用と幻覚作用を併せ持ち、脳や神経の破壊、精神錯乱、心臓や肝臓の
機能障害を起こし、急性中毒で死亡する例もあります。LSDは強力な幻覚作用をもち、
ごく少量でも正常な感覚を失わせます。
　医薬品である睡眠薬、抗不安薬などは抑制作用があり、薬物の入手と継続が容易なた
め、依存から抜け出すことが難しいこともあります。
　危険ドラッグは、勝手に合法と称していても原料に何が含まれているか不明なものが
多く、覚せい剤や麻薬と同じかそれ以上の恐ろしさを持つものもあります。危険ドラッ
グの使用で、意識障害、精神錯乱などをおこしたり、他人を巻き込んだ交通事故、呼吸
困難による死亡例なども報告されています。

⑷　薬物への対応・対策
　覚せい剤を使用するとやせる、疲れがとれる、といった耳障りのよい誘いの手口があ
ります。しかし、実際には一時的に食欲がなくなるだけで、その後で異常に食欲が強く
なったり、頭が冴えて疲れがとれるように感じても脳は正常に働かなくなったりします。
覚せい剤を「エス」、「スピード」、MDMAを「エクスタシー」、「バツ」など、薬物が別
の名前で呼ばれたり、危険ドラッグが「ハーブ」、「お香」、「アロマ」などと称して販売
されていることもあり、注意が必要です。
　薬物乱用の動機の多くは、好奇心や周りから誘われたというものですが、そうした理
由の裏に本人もはっきりと自覚していない問題があることも少なくありません。自分の
気持ちと人生を大切にし、誘惑に負けないで断る勇気を持ちましょう。危険な場所には
近づかず、危険を感じたら立ち去り、絶対に手を出さないという意識が重要です。不安
なことがあれば、地域の精神福祉保健センターなどの薬物についての相談窓口で相談し
ましょう。繰り返しの使用で依存状態になった場合、専門の医療施設や相談機関、リハ
ビリ施設などで治療や支援を受けることが必要です。依存状態から回復するにはかなり
時間がかかります。

　最近、うつ病や躁うつ病に罹る人が増えていると言われています。実際、うつ状態を
呈する社会人だけでなく、大学生や小学生までも増加しており、低年齢化の一途を辿っ
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ています。
　厚生労働省が全国の医療施設に対して 年ごとに行っている「患者調査」の結果では、
「気分障害」（うつ病、躁うつ病、気分変調症等）の総患者数は、1999年には44.1万人
でしたが、 年後の2005年には92.4万人となり、 倍以上に増加しています。21世紀
に入ってストレスをまともに受けやすい、あるいはストレスに対し上手に対処できない
社会構造や人間関係、個々人のあり方が浮き彫りになってきています。
　ここでは、今現在のあなた自身のストレス度はどの程度なのかを把握し、簡単な対策
方法と本学での相談窓口および利用方法の紹介をします。

　「ライフイベント・スケール」によるストレス度チェック
　以下の質問を読み、過去一年間にあなたが体験した事柄に○印をつけ、文末の数
字を合計して下さい。
　⑴　家族の誰かが亡くなった （77）
　⑵　親友が亡くなった （68）
　⑶　病気や怪我をした （65）
　⑷　休みの過ごし方（時間の使い方）　が変わった （57）
　⑸　家族の誰かが大病したり、生活の習慣を変えた （56）
　⑹　家族の経済状態が急に良くなったり悪くなった （53）
　⑺　転校した （50）
　⑻　家族が増えた（兄弟が生まれたり、祖父母との同居）　 （50）
　⑼　入学した （50）
　⑽　価値観が最近大きく変わった （50）
　⑾　学校や部活で責任ある立場になった （40）
　⑿　個人的な生活パターンが変わった （45）
　⒀　学校の先生とトラブルを起こしたり、うまくいかなくなった （44）
　⒁　学校に行きながら同時にアルバイトをした （43）
　⒂　転居したり、住居が変わった （42）
　⒃　大きな目標を達成した（試験、部活など） （49）
　⒄　アルバイト先の上司とトラブルがあった （38）
　⒅　睡眠のパターンが大きく変化した （34）
　⒆　休みの間に旅行した （33）
　⒇　食事のパターン（量や時間）　が大きく変化した （30）
　21　家族の人数が減った（兄弟の結婚や父親の単身赴任など）　 （26）
　22　ちょっとした違法行為（飲酒、信号無視など）をした （22）

　さて、皆さんはいくつ○がついたでしょう？　右端の数値の合計はいくつになったで
しょうか？　この数値（ライフイベント・スケール得点）の全合計得点は1022点です。
この点数はライフチェンジ・ユニットと呼ばれ、この 年間の生活変化に慣れるのにど
れ位努力を要したかを示しています。ストレスの受け止め方は個々人によって異なりま
すが、おおよその目安は以下の通りです。
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　 300点以上 多大な生活上の変化 健康を害する可能性大
　250～299点 要注意の生活上の変化 病気に対する抵抗力の減少
　200～249点 中程度の生活上の変化 うつ状態をきたす可能性あり
　150～199点 わずかな生活上の変化 時々気分がめいる程度
　 ～149点 ちょっとした生活上の変化 健康の維持に問題なし

川瀬正裕他編『新・自分さがしの心理学』ナカニシヤ出版（2006）　

　あなたのストレスの状態は如何でしたでしょうか？　ストレスの受け取り方、感じ方
は人それぞれ異なります。あなたは、どのような種類のストレスに影響を受けやすいで
しょうか？
　次に、ストレスに対処する方法としてどのような方法があるかについて考えてみま
しょう。あなたが日頃対処している方法は、次のうちどれでしょうか？　以下の質問に
対して、当てはまるものに〇をつけてください。

　⑴　信頼できる人に相談する。
　⑵　それを人に話し気持ちをわかってもらう。
　⑶　友人に助言を求めたり、助けてもらう。
　⑷　人から問題解決の手掛かりを求める。
　⑸　気分転換のため軽い運動をする。
　⑹　見通しを得るためにしばらく離れてみる。
　⑺　それをやり終えた時、自分に何かご褒美をあげる。
　⑻　それはあまり心配するほどのものではないと決める。
　⑼　自分の不快な気分や怒りを人に知ってもらう。
　⑽　いろいろ考え、その状況の見方や自分の考えを変えてみる。
　⑾　新しいことに取り組む前に、見通しや計画を立ててみる。
　⑿　仕事が多すぎたり忙しすぎたりすれば、それを人に伝える。

 川瀬正裕他編『新・自分さがしの心理学』ナカニシヤ出版（2006）　

　あなたがストレスを感じた時、積極的で効果的な対処行動（ストレスコーピング）が
出来ていますか？　上記の質問に つ以上○がつけば、あなたはストレスに対して効果
的な対処行動がとれることを示しています。あなたなりの対処方法をみつけ、ストレス
をため込まない生活を心がけましょう。

学生相談センターの利用について
　本学では教職員一丸となって、皆さんが有意義で充実した学生生活を送れるよう支援
しています。その一環として、教養部では、アドバイザー制度を整え、教養セミナーⅠ・
Ⅱの担当者がみなさんのアドバイザーとなり、大学生活をサポートします（ 、 年生）。
さらに、学生の皆さんに対するメンタルヘルス・ケアを目的に、健康管理棟 階（教学
センター前）に「学生相談センター」を開設しています。
　学生相談センターでは、学業や学生生活だけでなく人間関係のトラブル、自分自身の
将来や性格、心配事や気分の変化、セクハラや悪質商法などなど、あらゆる相談に応じ
ています。相談内容に何の制限もありません。臨床心理士や専門教員等が相談（カウン
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セリング）にのり、学生自身が問題解決の糸口を見つけられるよう話し合います。原則
として個人の秘密は厳守します。
　2010年度の相談件数は、138人・延べ1920回で、相談内容の領域別割合の上位は、心
理・性格が17.8％、学業16.8％、精神保健13.2％、対人関係11.7％、学生生活11.1％で
した。
　臨床心理士による学生相談は、月曜日から金曜日の 時30分から17時30分まで行っ
ています。
　相談の予約・申し込みは、以下の方法がありますので、あなたの都合のよい手段・方
法を用い、気軽に利用してください。
　①学生相談センター窓口で予約
　②学生相談センターへメール（sodan@dpc.agu.ac.jp）
　③電話（学生相談センター0561‒73‒1111内線1318）
　④手紙（〒470‒0195　愛知県日進市岩崎町阿良池12　学生相談センター宛）
　なお、学生相談センター内にコミュニケーション・スペースとして、本や雑誌を読ん
だりランチを食べたり出来る空間を月曜日から金曜日までの毎日 時30分から17時30

分まで開放しています。コミュニケーション・スペースは、本学学生であれば誰でも利
用できます。利用の際には学生相談センターのカウンセラーに一声かけ、他の利用者に
迷惑にならないよう最低限のルールを守って自由に活用して下さい。
　さらに、月曜日から金曜日のオフィスアワーの時間にて、各学部・教養部の教員が交
代で「なんでも相談」を行っています。
　詳細については、学生相談室のホームページ（http://www.agu.ac.jp/~gakuseka/soudan/

soudan.html）をご覧ください。

　大学に入学したばかりの皆さんにとって、就職活動などはきっと 年先にすぎないこ
とだと思っているでしょう。ですから、 年生になってきちんと就職を決めるためには、
入学早々から頑張らなくてはなりませんよ、と言われようものなら、何をそんな気の早
いことと受け流してしまうことでしょう。
　ですが、それは事実なのです。というのは現在、バブル期超えとも言われる新卒の売
り手市場であるとはいえ、大企業では依然として就職難が続いているからです。2019

年 月に卒業した大学生・大学院生に対する全国の民間企業の大卒求人倍率は .88倍
ですが、従業員規模が 千人以上の大企業の大卒求人倍率は0.37倍にすぎないのです。
要するに、大卒求人の大半は300人未満の中小企業からであって、その求人倍率は9.91

倍にもなります（リクルートワークス）。
　無論のこと、中小企業のなかにも優良企業はあります。ただ優良な中小企業は、大企
業と同様に、待遇がよく、福利厚生がしっかり整っていて、安定度が高いことから、志
望者も必然的に多くなります。また同様の理由から、公務員人気も依然として高いまま
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です。就職氷河期のころよりも志望者は減少しているとはいえ、それでもまだ公務員試
験の倍率は数倍もあります。
　皆さんの多くは漠然とながらも、卒業後には大企業か優良な中小企業、あるいは官公
庁に就職したいと望んでいるのではないでしょうか。ただ大企業、優良な中小企業、官
公庁といっても、業種や職種は様々です。やはり自分に合った業種や職種を選ばなけれ
ば、せっかく就職できたとしても長続きしません。そこで自己分析や業界研究が必要に
なってきます。その際、皆さんはキャリア・デザイン関連の授業を受講するとよいでしょ
う（名城公園キャンパスの学部ではキャリア教育科目に、日進キャンパスの学部ではグ
レーゾーンや自由選択科目に属しています）。

　皆さんは 年生のうちから、入社試験や公務員試験に当たって必要とされる基礎学力
をつちかうようにして下さい。もっとも日々の授業をしっかりと受けて、 年生修了ま
でに卒業に必要な単位の過半を取得することが大前提です。大学の授業をそっちのけに
して、予備校に通うことを推奨しているわけではありません。
　就職に際しては、民間企業であれ、官公庁であれ、一定レベルの学力が要求されます。
民間企業の場合には、SPIと呼ばれる試験が課されます。SPIでは、主として国語や数
学などが出題されます。また英語能力も要求されており、特に TOEICが重視されてい
ます。一方、官公庁の場合には、より深い学力が要求されており、文系・理系の科目を
ほぼ網羅している教養試験問題のほか、場合によっては法律系科目の専門試験問題を解
かなければなりません。
　これらの勉強に当たっては、エクステンションセンターの講座を受講することをお勧
めします。どのような講座を受講すべきかについては、エクステンションセンターのス
タッフに直接相談するとよいでしょう。また教養部が開講している「数的処理」「判断
推理」「英語なんでも学習室」といった補習もお勧めです（詳しくは教養部のホームペー
ジを参照のこと）。

　さて、皆さんに求められるのは、基礎学力だけではありません。学生時代を通して何
かに全力でチャレンジしてみて下さい。これは、就職面接の際にアピールするためだけ
ではなく、たった一度きりの青春を輝かせるためにも、ぜひ実行していただきたいこと
です。何にチャレンジするかは、人それぞれであり、部活・サークル、アルバイト、留
学など色々あるでしょう。
　キャリアセンターによれば、肝心なことは、①どんなことにチャレンジしたのか　②
苦労や困難をどうやって乗り越えたのか　③具体的にどんなことを達成したのか　④
トータルに見てどのような強みをつちかったのか　という以上の四点を、就職面接でき
ちんとアピールできるかどうかということです。一番まずいのはボーっとして、これと
いって何もしないまま無為に大学生活を送ることです。
　もっとも、ボーっと大学生活を送っていても、面接対策さえしっかり行えば、大丈夫
だと思い込んでいる人もいるかもしれません。ですが、企業や官公庁の面接官は強者ぞ
ろいですので、うわべだけ取りつくろっても、すぐに見破られてしまいます。学生時代
に全力で何かにチャレンジした人でないと、面接官を感心させられるような話などでき
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ないのです。

　昨今、企業が採用に当たって重視するキーワードは、①自律性、②グローバル性、③
ビジネス感覚、④自己の客観視、と言えるでしょう（『週刊文春』の記事を一部修正）。
　①の自律性とは、マニュアルに頼るのではなく、自分で考え、自分で行動できること
です。皆さんが学生時代を通して、何かに全力でチャレンジすれば、自分で考え、自分
で行動するという習慣がおのずと身につくでしょう。
　なお、大学教員は研究に際して、自分で考え、自分で行動することを自らに課さなけ
ればなりません。すなわち自ら問題意識をもって、課題を設定し、先行研究を参照した
り、資料を発掘したり、実験データを取得したりして、解決に導くのです。皆さんも授
業を通して、ぜひとも大学教員の研究のプロセスの一端に触れてみて下さい。社会に出
ても役に立つでしょう。
　近年、ビジネス界では①の自律性がとりわけ重視されるようになってきました。人工
知能などの次世代型テクノロジーの急速な発達によって、企業は常にチャレンジを繰り
返さないと、淘汰されてしまいかねない状況に追いこまれてしまったからです。日本の
基幹産業の自動車業界ですら、自動運転車や電気自動車の出現といった「100年に 度
の激変期」に直面して、大きな危機にさらされています。もはやかつてのマニュアルや
経験則が通用しない状況が増えてきたことから、上司の指示を待っているだけではやっ
ていけなくなりました。そこで自分で考えて、自分で行動できる人材、換言すれば、自
ら問題意識をもって、課題を設定し、それを解決するためにフット・ワークよくあれこ
れと模索できる人材が求められるようになったのです。

　②のグローバル性とは、TOEICで高スコアを取るだけでなく、外国人とコミュニケー
ションを深められることです。教養部には多くのネイティブ・スピーカーの教員がいま
すので、イングリッシュ・ラウンジを利用するなどして、片言の英語でよいので、コミュ
ニケーションをとってみて下さい。また本学にはアジアから多くの留学生が学びに来て
います。留学生にも積極的に声をかけてみてはいかがでしょうか。
　また、外国人とコミュニケーションを深めるためには、英語の能力だけでなく、日本
や外国に関する様々な知識も欠かせません。教養部はそうした知識をつちかうことがで
きる科目を多数開講していますので、ぜひ受講してみて下さい。
　近年、ビジネス界では①の自律性とともに、②のグローバル性もとりわけ重視される
ようになってきました。例えば、グーグルなどの世界的な IT企業は、文字通り世界中
から優秀な人材を集めています。様々なバックグラウンドをもった人材がチームをつく
り、コミュニケーションを深めることで、新たなビジネスの発想を生み出すことができ
るからです。世界的な企業を目指す日本企業も、外国人の採用に積極的になっています。
ビジネス界のグローバル化に反比例するかのように、米国や日本でも近年、排外的な風
潮が高まっていますが、皆さんにはぜひともグローバル性を備えてほしいものです。

　③のビジネス感覚とは、経営者の視点に立つことです。アルバイトをする際に、単に
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アルバイト料が手に入ればよいという考えを捨てて、時に経営者の視点に立ち、どうす
ればアルバイト先の全体の収益が上がるのかなどと考える習慣をつけるとよいでしょ
う。
　④の自己の客観視とは、自己分析を通して得られるものです。自己分析とは、生い立
ちから現在に至るまでの体験、特に集団のなかでの立ち位置や役割を振り返ることに
よって、自分の適性を見出し、自分に合った業種や職種を見つけるヒントを得て、将来
の自分をイメージする作業のことです。もっとも高校までの体験はあくまでも副次的な
ものにすぎず、大学時代の体験こそが重要なのです。部活であれ、アルバイトであれ、
何かに全力でチャレンジするという体験を経ることで、自分の適性、ひいては自分に合っ
た業種や職種も見えてくるでしょう。
　なお、自己分析に当たっては、前述したようにキャリア・デザイン関連の授業を受講
するとよいでしょう。また友人から率直かつ客観的に自分という人間を分析してもらう
のもよいでしょう。そのためにも、学生時代のあいだに何でも率直に話し合える一生の
友人をぜひつくって下さい。

　最後に、皆さんの就職を直接サポートするのはキャリアセンターです。ぜひ 年生の
うちから、キャリアセンターのホームページを常にチェックし、様々な有益な情報を見
逃さないようにして下さい。また教養部のランチ・セミナーでも、時々 ・ 年生を対
象にした就職ガイダンスが行われたりしますので、ぜひ参加してみて下さい。
　なお、 年生、 年生になったら、事情の許す限り、ぜひインターンシップに参加し
ましょう。インターンシップとは、在学中に就業体験をする制度のことです。 ・ 年
生を対象に、正規の授業として行われます。キャリアセンターによれば、インターンシッ
プのメリットとは、①企業や役所など、実際の現場での体験を通して、働くとはどうい
うことなのかを身をもって学べる、②インターンシップの体験は、将来に対する目的の
明確化につながる、③めざす職業を意識することによって、その後の学習を効果的に進
めることができる、というものです。
　皆さんが充実した学生生活を送り、卒業時には興味がわき、誇りのもてる仕事に就く、
これこそが我々教職員一同の願いです。就職の悩みなどがある場合には、遠慮なく教職
員に相談して下さい。

 ※キャリアセンターのホームページ：http://cc-syus.agu.ac.jp/

 ※教養部のホームページ：http://kyouyou.agu.ac.jp/
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1

──講義を聞く目的

■　■　■　■　■　■　■

　高校の授業と大学の講義との違いはどこにあるのでしょうか。
　高校の授業を思い出してみてください。どんな授業でしたか？　どの科目にも教科書
があり、同じ科目であればどの教員も同じ内容を教え、そして、どのクラスも同じ問題
で試験を受ける、きっとそのような授業だったと思います。では、今、皆さんが受けて
いる大学の講義はどうでしょうか。教科書がない授業もあるでしょう。同じ名称の科目
でも教員が異なれば内容が異なるでしょう。きっと試験問題も異なるはずです。なぜ、
このような違いが生じるのでしょうか。
　その原因は、両者の目的の違いにあります。高校の授業は、「すでに明らかにされた
ことを正確に理解し記憶すること」を目的としています。ですから、どの授業にも教科
書（すでに明らかにされたことの集大成）があり、それに従ってどの教員も同じ内容を
教えます。これに対して、大学の講義は、第 章第 節にあるように、単に知識を吸収
するのではなく、得た知識を活用してきちんと論理的に考える力を身につけることを目
的としています。従って、教員の説明することを単に覚えるだけではなく、「なぜそう
なるのか」「このことは何を意味するのか」「このように判断することは間違っているの
ではないか」などということが論理的にきちんと考えられるようにならなければならな
いのです。講義で扱われるテーマには、すでに明らかにされたものだけではなく、今ま
さに、多くの人々がその解明に取り組んでいる（言い換えれば、まだ答の出ていない）テー
マも多々取り上げられます。ですから、教科書を使用しない（できない）場合も多いで
すし、また、教科書を使用したとしても、教員がその教科書と異なる意見を述べること
も多いのです。
　みなさんは、こうした講義を通して、論理的に考えること、自分なりの意見を創り上
げること、そして、さらに自分なりの新しいものを生み出すこと、を学ばなければなり
ません。そして、自分なりのものを生み出すためのこの学びは、当然のことながら自発
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的・能動的なものでなければならないのです。
　では、この自発的・能動的な学びはどこから生まれてくるのでしょうか。実は、その
源は、その人の教養にあります。「教養」はよく耳にすることばですが、それがどうい
うものであるのか、また、教養と講義とがどういう関係にあるのか、わからない人もい
ると思います。そこで、次に、講義を聞く目的を教養という観点から考えてみましょう。

　大学では、「自ら学ぶ」ことが重要だとよくいわれます。また「教養を豊かにする」
ことが必要だともいわれます。これはどういうことを言おうとしているのでしょうか？
　わたしたちは、自然や社会や文化の中で生きています。その広がりは無限ですから、
それらのすべてを理解することは到底できません。わたしたちは、それらを、自分の理
解できる範囲内において「自分を取り巻く自然・社会・文化は……というものだ」と自
分なりに解釈して毎日を生きています。つまり、自分なりの小宇宙を組み立て、その小
宇宙を通して世界を解釈しながら生きているのです。自分をとりまく無限の世界を理解
するための自分なりの縮図モデルであるこの小宇宙こそ、実は、一般的に教養と呼ばれ
ているものに他なりません。ここで重要なことは、教養は、様々な知識を保持している
ことと同義ではないということです。たしかに、様々な知識は教養の必要条件のひとつ
ではありますが、それだけでは十分ではありません。なぜなら、教養は単なる知識の集
合体ではなく、ひとつの論理によって様々な知識が結びついている構造体だからです。
従って、知識を保持しているだけでは教養とは言えないのです。
　さて、このように私たちは自分なりの小宇宙＝教養を通して周りの世界を解釈してい
ますが、その解釈がいつも実際の世界と合致するとは限りません。自分の解釈では説明
できない事柄があったり、自分の知らない世界があったりすることは極めて多く、その
たびに、わたしたちは、自分の小宇宙には欠けている点がいくつもあることに気づかさ
れます。わたしたちが持っている小宇宙は決して完全なものではありませんから、わた
したちは、その小宇宙を日々更新していかなければなりません。この、自分の小宇宙を
更新する営みこそが、教養を豊かにするということであり、学ぶという行為なのです。
学ぶという行為は、決して他人に委託したり、依存したりして行うことはできません。
なぜなら、みなさんの小宇宙は、みなさんひとりひとりの独自のものだからです。みな
さんが自分の小宇宙をよりよくするためには、みなさん自身がその更新作業を行う、つ
まり「自ら学ぶ」しかないのです。

　さて、小宇宙を日々更新する手段には様々なものがありますが、その中の一つが大学
教育であり、さらにその中の一つが講義です。様々な知識を受け取ることだけが講義を
聞く目的だ、と思っている人がいますが、そうではありません。自分の小宇宙の構造を
より確固たるものにするための新たな視点を得ることもまた、その重要な目的の一つな
のです。前述したように、小宇宙は単なる知識のかたまりではなく構造体ですから、小
宇宙をよりよいものにするためには、あらたな知識を付け加えるだけではなく、論理的
な思考によって新しい視点を導入し、小宇宙の構造そのものも更新しなければならない
のです。こうした新しい視点は、自分自身ではなかなか思いつかないものですが、講義
では、自分の知らなかった世界、思いつかなかった解釈、自分とは異なる価値観、など



41なぜ講義を受けるのか

の新しい視点が次々に提示されます。これらの世界や解釈や価値観はみなさんの小宇宙
を豊かにするうえできっと役立つことが多いでしょう。ときには、それらの中には自分
の意見（小宇宙の構造）と合わないものがあるかもしれません。しかし、それはそれで
よいのです。講義する教員には、その教員独自の小宇宙がありますから、それがみなさ
んの小宇宙の構造と合わなくても不思議ではありません。ただし、ここで重要なことは、
合わないという事実は認めた上で、みなさんは、それがなぜ自分のものと合わないのか
を論理的に説明しようとしてほしい、ということです。問題となっている点に関わる自
分の小宇宙の構造がしっかりできていれば、教員が提示する視点のどこがどのように自
分の小宇宙と異なるかが説明できるはずです。つまり、たとえ自分の小宇宙に合わない
視点であっても、それに触発されて自分自身の小宇宙を見つめ直すことができれば、そ
れはそれで自分の小宇宙をより確固たるものにするために役立つのであり、決して排除
すべきものではないということです。「なんとなく合わない」という気分の問題ですま
さず、きちんと考えることが重要です。
　みなさんが自分の小宇宙を大切に思うならば、講義を聴く際には、その内容が自分の
小宇宙のどのあたりにどのように関係するのか、という積極的な問題意識をもって臨む
ことになるはずです。それこそが自ら学ぶことであり、そうして得た新しい視点がみな
さんの教養を豊かにすることになるのです。
　大学の講義は、みなさんが自分の小宇宙＝教養を創り上げていく上で不可欠なもので
す。その特性をよく理解し、能動的に受講してください。
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■　■　■　■　■　■　■

　大学の授業には次の 種類があります。
　　①講義──教員の解説を聴講する科目
　　②演習──各自に与えられた課題を達成する科目
　　③実技──体を動かすことによって技能を習得する科目
　　④実習──実地の環境下で学習する科目
　これらのうち、演習・実技・実習科目においては、何をやるべきかが教員から具体的
に示され、それを達成するための具体的方法・手順も指導されますから、自分独自のや
り方で好きなように取り組むということはほとんどありません。教員の指導に従い、目
標を達成するよう努力してください。
　これらに対し、大学の授業の大部分を占める講義科目は、教員の解説を聞くという単
純な授業形式ですし、通常は講義の聞き方を指導されることもありません。従って、各
自でその取り組みかたを工夫しなければ、受動的になってしまったり、貴重な情報が素
通りしてしまったりする危険性が高いのです。
　講義を能動的に聞き取るためには、以下の諸点に気をつけることが必要です。後述の
「メモ・カード・ノートをとる技術」と合わせて、よく身につけてください。

　講義に臨む前に、前回までの内容をノート等によって確認し、これから自分が受講す
る講義ではどのような方向に解説が進んでいきそうかを予測しておきます。何の準備も
なく、いきなりあるテーマを提示されるのと、提示されそうなテーマを予想しておくの
とでは、その理解度はかなり違ってきます。
　講義が始まったら、常に、今、何が問題となっているのかを注意深く聞きながら、ノー
トをとります（ノートの取り方は45‒48頁で詳述）。講義は基本的に「○○とは何か？
→その説明」「なぜ○○なのか？→それは……だからだ」というように、「わからないこ
と→その答え」というパターンの連続で進んでいきますから、何が問題となっているの
かをまず押さえることが必要です。「わからないこと→その答え」をひとつのユニット（構



43講義をよりよく聞き取る技術

成単位）として聞き、講義をそのユニットの連続としてとらえてゆけば、講義の流れを
つかみやすくなるでしょう。

　ひとつひとつのユニットには、その答えを示すまでの間に、様々な論理的説明がなさ
れます。この論理の流れを押さえるには、教員の発する接続表現が重要な手がかりとな
ります。その主なものをあげれば次のようです。
　「従って」────論理の次の段階への発展あるいは結論を示す
　「しかし」────先ほどまでの論理への反論があることを示す
　「なぜならば」──ある主張を裏付ける理由を示す
　「つまり」────ある主張のもつ意味・本質を説明する
　「ようするに」──論理のまとめ・結論を示す
　「また」─────並列的な事項がさらに提示される
　「次に」─────論理が次のユニットに移動する
　これらの接続表現が使用された場合、まず、押さえておかなければならないのは、「従っ
て」「つまり」「ようするに」です。なぜなら、これらの表現は、問題の答えにつながっ
ていく、ユニットの背骨となる重要な接続表現だからです。このユニットの答えは、こ
れらの表現の後に示されているはずです。そして、その答えに至る論理の途中に、ある
論理展開への反論「しかし」や、理由付け「なぜならば」が挿入されているのです。「ま
た」は何かの並列ですから、何の並列であるかをすぐに確認しておきましょう。「次に」
が発せられた時には、そこから別のユニットに入ることを示していますから、論理の流
れをいったん終了させ、その直前までを一つのユニットとしてとらえます。

　教員の説明は、ある結論にたどり着くように予め計画されたものですから、講義を漫
然と聞いていると自動的にその結論に導かれ、その論理が自分にとって納得できるもの
であったかどうかが判断できないうちに「まぁ、そんなものかな」という感想とともに
授業が終わってしまいます。そうならないためには、論理の展開を注意深く追いつづけ、
それらの論理構造が自分の小宇宙の構造（小宇宙については40頁参照）と合致してい
るかどうかを確認しながら聞くことが必要です。講義内容全般が自分の小宇宙にとって
納得できる内容であればそれに越したことはありませんが、何か少しでもひっかかるも
のがあれば、それを見過ごさないで、ノートに書き留めるなどしておきましょう。もし
それが講義の論理展開に関わるものであった場合には、講義中にその説明がなされるか
どうかを注意深く聞きとり、その説明がなされなかった場合には、講義中あるいは講義
後に教員に質問して解決しておきましょう。それは教員も気づいていない新しい視点で
あるかも知れませんし、あるいはみなさんの理解が足りないことを示しているのかもし
れません。いずれにしても、その疑問が解決できれば、なんらかの発展があるわけです
から、決してそうした疑問を放置することのないようにしましょう。

　講義を聞いていない人、サボる人の中には、「講義なんか聞かなくても、あとで何か
関係ありそうな本を読めば大体わかるからいい。」と豪語する人がいます。しかし、残
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念ながら、それは誤りです。みなさんは、なぜ講義という授業形式が存在しているのか
考えたことがありますか。これほどの情報化社会になっても、なぜ講義という情報伝達
形式が生き続けているのか考えたことがありますか。なぜでしょうか。それは、講義で
伝達される知識や考え方は、単なる知識や考え方ではなく、その分野における標準的な
もの、換言すれば、その分野においてその知識や考え方をもっていればまず基本的なこ
とは間違いがない、という保証付のものであるからです。講義では様々なテーマが当た
り前のように示されますが、それは決して当たり前ではありません。その分野を理解す
るためには必ず理解しておかなければならない標準的なテーマが選ばれているのです。
そのテーマを解決するための方法論、読むべき参考文献も同様です。何が問題とするに
足るテーマであるのか、何がその問題の本質か、どういう方法でその問題を解決するか、
どういう資料にあたればよいか、……これらのことは少々本を読んだぐらいでは到底わ
かりません。また、がんばっていろいろ調べて自分なりになんらかの判断を下したとし
ても、その判断が正しいかどうかを保証してくれるものは何もありません。「何か本さ
え読めばいい」と思っている人は、試しに、教員の指導を全く受けずに図書館に行って
あるテーマについて調べてみてください。膨大な本があって、どの本を参考にすればよ
いかわからないでしょう。また、適当と思われる本を探し当てても、その内容のどこが
「勘

かんどころ

所」なのかはわからないでしょう。さらに「勘所」でありそうな箇所をなんとかみ
つけて、それに対する結論を出しても、その結論が「いい」結論なのか「くだらない」
結論なのかは、自分では判断がつかないでしょう。教員は、長年の研究活動によって、
そのテーマを考える際の、その時点での標準的な対処方法（何が問題となりうるか、何
を調べればよいか、どうアプローチすればよいか、）を身につけ、それをみなさんに提
示しています。この情報を聞き流すのは単に損だというだけではなく、自分の小宇宙の
作り方を誤ってしまうことにもなりかねません。
　講義における真に有益な情報とは、以上のような、自分ひとりでは決して得ることの
できない情報なのです。こうした情報を聞き漏らしてはいけません。

　講義が終了したら、何が得られたかを振り返ってみましょう。新しい知識、驚いたこ
と、疑問に思ったこと、もっと詳しく知りたいと思ったこと……なんでもよいですから、
講義前の自分と講義後の自分をちょっとだけ比べてみてください。そして、何か新しい
ことが一つでも付け加わっていたら、忘れないようにそのことをノートに記録して次の
ステップに活かしてください。

　メモやカードは、いずれはきちんとしたノートやレポートなどに吸収されていく一過
性の媒体ですが、媒体自体は一過性のものであっても、その内容は重要な資料となるも
のですから、資料として活用できるように記すことが重要です。
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　メモは、何か思いついたことをその場で急いで記録するものですから、特に定まった
書式はありませんが、そのときの思いつきが後できちんと再現できるように、できるだ
け詳しく記すことが重要です。メモは「走り書き」「断片的」というイメージでとらえ
られていますが、決してそうではありません。せっかくいいことを思いついても、詳し
く記すのが面倒になって、例えば「○○の反論についてもっとよく考える」などと曖昧
に書いていると、後で見直しても何のことかわからず、役に立ちません。「○○につい
ては……という反論があるが、△△という例があるので完全な反論とはいえない」など
と具体的に書くことが必要です。思いついた年月日も必ず記録しておきましょう。記憶
が曖昧になったときに、日付がその内容を思い出す手がかりになる場合があります。
　カードは通常、データを処理する際に使用するものですが、最近では高性能のパソコ
ンが普及しており、従来の、紙製のカードに変わって「電子的データベース」を利用す
るようになっています。検索・並べ替えという作業をとってみても、「電子的データベー
ス」のほうがはるかに高速かつ正確です。入力作業はやや面倒ですが、入力後の処理作
業の能率性は紙カードとは比較になりませんから、データを処理する場合には「電子的
データベース」を利用するのが賢明です。「電子的データベース」の利用方法については、
各ソフトごとに異なりますから、その解説書を読んでください。
　さて、メモ・カード・ノートの中でみなさんが最もよく利用するのはノートです。従っ
て、以下、ノートの取り方について詳述します。
　授業を受ける際にはノートを取る、これは当然のことです。しかし、ノートを取るの
は授業に限ったことではありません。会議に出席したときも、だれかに質問するときも、
何かを調査するときも、みなさんはノートをとらなければなりません。なぜなら人間は
忘れる動物だからです。その時はどんなに印象深かったことでも、時が経てば必ず忘れ
ます。しかも最も重要な細部から忘れていきます。ですから、自分の記憶力を過信しな
いで、必ずノートをとりましょう。
　さて、授業においてノートをとる目的は次の つです。
　　 ．後で読み返して授業内容を再現するため
　　 ．授業の論理の流れを理解するため
　　 ．再現された授業内容に独自の補足事項を記して、理解を深めるため
　これらの三つの目的が達成できるノートであれば、板書を全部写していなくても、蛍
光ペンなど使っていなくても、自分にしか読めない汚い字であってもいっこうにかまい
ません。
　以下、これらの目的を達成するための具体的な方法を説明します。

　授業内容を再現するために必要なこと

　ひとつひとつのページがバラバラになるルーズリーフの場合はもちろんのこと、冊子
形式のノートであっても必ずページ番号を打ちます。このページ番号は、授業を時系列
的に再現（実際に行われたとおりの順番に再現）するために不可欠ですし、また、ある
記述の所在箇所を記す場合に必要となります。

　毎回、ノートをとるたびにその日の日付を記します。通常は月日しか記さないことが
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多いのですが、長年保存しておく可能性があるものには必ず年も記します。年の記録は
長時間経過した後に再読する場合に大変役立ちます。

　ノートは論理の大きな流れをつかみながらとっていきます。まず第一に、最初のユニッ
ト（ユニットについては42‒43頁参照）で提示されたテーマを記します。教科書を使用
する授業であれば、教科書のページ数も記します。続いて、43頁で述べた接続表現に
注意して、何がそのユニットの背骨なのかを探りながら、要点を記録していきます。こ
の際、背骨と思われる要点は行頭から、付属的な説明と思われるものは何字か下げて、
それぞれ記録するようにすれば、背骨となる論理の流れをつかみやすくなります。前回
までの授業内容に関係する解説があった場合には、その当該箇所のノートや教科書の
ページ数を確認し、「ノート○○ページ参照」「教科書○○ページ参照」などと記してお
きます。「次に」とか「ところで」のように、大きくテーマが変わって次のユニットに
移動することを示す表現が出たら、行間を空け、次のユニットのテーマを記します。こ
の際、前のユニットの結論は何だったのかがよくわかるように、その結論の箇所に印を
つけたり、線で囲むなどしておきます。
　ノートするときはできるだけ行間を空け、左右の空間も十分にとりましょう。板書の
追記をしたり、自分の思いついたことを書き留めたりするときにこの空間が役立ちます。

　授業で配付された資料には必ず「科目名」「配布年月日」を記入します。複数の資料
が配付された場合には、例えば「資料 / 」「資料 / 」「資料 / 」と通し番号を記
入し、ノートには「配付資料 / ～ / あり」と記しておきます。「 / 」は、「 枚
あるうちの 枚目」を示します。単に「資料 」「資料 」「資料 」と記したのでは、
その日配付された資料が全部で何枚あったのかわからなくなりますが、「 / 」のよう
に記しておけばそれが防げます。これらの資料による説明をノートした部分に「資料

/ 参照」などと記しておくと再現性がより高まります。なお、配付資料は必ずファ
イルに保存しておきましょう。ノートに挟んだままでは、順序が混乱したり紛失したり
する危険性があります。

　論理の流れを理解するために必要なこと
　授業の論理の流れをきちんと把握するためには、その論理の流れを追いながらノート
することが必要です。意外に知られていないことですが、論理の流れを追いながらきち
んとノートをとると、ただ聞いているだけのときに比べ、論理の流れがよく把握できる
のです。忙しくノートをとりながら聞くよりも、ノートをとらずに、聞くことに集中し
ていた方が、よりよく論理の流れを把握できるように思えますが、事実は逆なのです。
前項 ）で述べた方法に従い、一つ一つの解説を論理の流れの中で位置づけながらノー
トをとっていくと、教員の説明を構造的・立体的にとらえることができるようになり、
自然に説明の内容がよく理解できるようになっていきます。教員の説明を単に聞いてい
るだけ、あるいは、論理の流れを追わずに板書を単に書き写しているだけではこのよう
にはなりません。授業の内容をよく理解するためにもきちんとしたノートをとる必要が
あるのです。
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　後で補足するために必要なこと

　前述のとおり、ノートは十分に余白をとります。この余白は、授業中に何かを追記す
る際にも役立ちますが、授業後、ノート内容を再読して補足事項を書き込むときにも役
立ちます。

　見開き ページのうち、左ページ（縦書きなら右ページ）のみを使用してノートをと
り、もう一方のページは余白にしておきます。この空きページは、ノート内容を再読す
る際に、要点を整理したり、補足事項を書き込んだり、参考資料を貼り付けたりするこ
とに使用します。一つのページの裏表を使用する方法もありますが、一目で見渡すこと
ができるほうが便利なので、左右の見開きで利用する方がよいでしょう。

　ノートには、ノートブック（冊子）形式のものとルーズリーフ形式のものがあります。
両者の長所短所は対照的です。
　　　ノートブック形式の長短
　　　（長所）  ページを紛失することがなく保存性に優れている。表紙の付いた冊子形

式なので科目ごとに整理しやすい。
　　　（短所）  後からページを付加することができない。使用しない白紙のページ部分

も常に持ち運ぶことになる。
　　　ルーズリーフ形式の長短
　　　（長所）  後からページを付加することができる。必要部分だけを持ち運ぶことが

できる。
　　　（短所）  あるページを紛失して記録内容が脱落することがある。科目ごとに独立

した形式ではまとめにくい。
　どちらの方式も一長一短があるので、自分の使いやすい形式、授業に適した形式を選
べばよいでしょう。

　以上、授業を聞いてノートをとり、教示されたことを理解するための目的や方法を解
説しました。ここで示した方法を、みなさんは大変面倒なものに思うかもしれません。
実際に行おうとすると、最初のうちはなかなかうまくいかず、うんざりするかもしれま
せん。しかし、どんなに面倒でも、ここで述べたことは「知的生産物を受け取り、それ
を自分の中に取り込む」ためには必ずおこなわなければならないことなのです。授業は
テレビ番組とは違います。ただ漫然と眺めているだけで、授業内容が自動的に頭の中に
入ってくるわけではありません。授業は、決して受け身ですませられる情報伝達形式で
はないのです。論理の流れを追いながら、自分の小宇宙に引きつけて考え続けるという
ありかたからすれば、読書のような積極的な情報収集活動といってよいでしょう。
　みなさんは今は学生ですが、いずれは一般社会にでて、様々な仕事をすることになる
でしょう。以上に述べたことは、実は、授業に限らずみなさんの仕事においても絶対に
必要なことなのです。仕事においては、以上のことができるかどうかを授業以上にはる
かに厳しく問われるといってもいいでしょう。授業では「わかりません」「忘れました」
「別に何も思いません」ですませることができたとしても、仕事ではそれは許されません。
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何かの説明会議に出席した際、ノートをとらずに漫然と聞いていて、後で会議に出てい
なかった人から会議内容について質問されると「わかりません」と答える、顧客との打
ち合わせに出かけて、ノートをとらずに話をして、後で内容を聞かれて「忘れました」
と答える、異なる意見がたたかわされている会議の場で、意見を求められて、何も判断
できず「別に何も思いません」と答える、これでは無能と言われてもしょうがありませ
ん。ノートをとらない、という行為は、一般社会では「話を聞く気がない」「相手の論
理を理解しようとしていない」「自分の中にその情報を組み込もうとしていない」こと
を意味します。ですから、重要な会議に臨むとき、目上の人に質問に行くとき、ノート
をとらなければ、それだけで不信感をもたれてしまうのです。
　こうした技術は一朝一夕のうちにはとても身につきません。毎日毎日、少しずつ体得
していくほかはないのです。「会社に就職したらやる」では遅いのです。今のうちから
訓練し、自分の小宇宙を少しずつ豊かにしていってください。
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3

──茶の間の情報源

■　■　■　■　■　■　■

　 国語辞典は、「日本語の語彙を一定の順序に配列し、それらの語義・用法などを日本
語で解説した書物」（『大辞林』）です。この「一定の順序」というのはほとんどの場合
五十音順ですから、具体的な引き方については説明する必要はないでしょう（ただ、辞
書を購入したらまずその辞書の使い方を説明した凡例に目を通すことを勧めます）。こ
こではどのような時に国語辞典を使うのかを簡単に見ていきたいと思います。

　本を読んでいる時（言葉の意味を調べる）
　皆さんは普段本を読んでいる時に、分からない言葉にぶつかったとして、いちいち国
語辞典を引くでしょうか。英語ならその単語の意味が分からなければ先へ進めない場合
がありますから、英和辞典を引かざるを得ません。ですが、日本語の場合は前後の関係、
文脈から適当に判断して、読み進めて行く人が多いのではないでしょうか。
　確かに普段読んでいる本なら、辞書を引かずにすませ、言葉の意味があいまいなまま
でもそれほど問題は起きないかもしれません。しかし、これから学生生活の中で自分の
専攻に関わる専門書や文献を読まなければなりません。その際、分からない言葉が出て
きてそのままにしておいていいでしょうか。それではその本、文献が理解できないとい
うことにもなりかねません。
　このような場合は、やはり面倒ではあってもこまめに辞書を引いて、意味を確認して
行く必要があるでしょう。それによって著者の言おうとしているところを確実に理解す
るようにしてください。
　辞書の編者が最も力を入れ、そのスペースの最も多くを占めているのが、この語義の
解説ですから、言葉の意味を調べるためにどしどし辞書を引いてほしいものです。

　文章を書いている時（漢字或いは言葉の用法を調べる）
　ある調査によれば、国語辞典の利用法として「漢字を確かめる」ために使うという人
が一番多いという結果が出ています。文章を書いていて、どのような漢字を使ったらい
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いか分からない時、或いは言葉の使い方に迷った時に国語辞典を引くというのも重要な
利用法と言っていいでしょう。
　皆さんも文章を書く時、言葉の用法や漢字の使い方を調べるために、こまめに国語辞
典を引きましょう。その際、語釈をよく読むことを忘れてはいけません。また、掲載さ
れている例文も参考にするといいでしょう。辞書によってはよく似た意味の言葉「類義
語」も一緒に載せて、それらの微妙な違いを説明してくれるものもあります。また、最
近は「類語辞典」も何種類か出ていますから、これらも参考にするとよいと思われます。

　どのような国語辞典があるのか
　大型のものとしては小学館から出版された『日本国語大辞典』全14巻があります。
最近この辞典から項目を精選して 冊にした『精選版 日本国語大辞典』も出版されて
いますが、これらはいずれもかなり大型のものですから、図書館などで利用する程度で
よいかと思います。
　実際によく利用するのは 冊本の辞典ということになるでしょう。最もポピュラーな
ものとしては『広辞苑』（岩波書店）がよく挙げられますが、その他にも『大辞林』（三
省堂）、『大辞泉』（小学館）、『学研国語大辞典』（学習研究社）などがあります。
　小型国語辞典には『新明解国語辞典』（三省堂）、『岩波国語辞典』（岩波書店）、『明鏡
国語辞典』（大修館書店）、『新潮現代国語辞典』（新潮社）などがあり、実用的にはこの
サイズの辞典が便利かと思います。辞書は使ってこそ価値があります。このサイズの辞
典を手元に置いて頻繁に引く習慣をつけましょう。書店で実際に何冊か手にとってみて
幾つか単語を引き、その語釈を比較して、気に入ったものを購入するといいでしょう。
　また、 類語辞典としては最近『類語大辞典』（講談社）、『三省堂類語新辞典』（三省堂）
などが出版されています。

　辞典と事典
　「辞典」の他に「 事典」というものもありますが、この両者はどう違うのでしょうか。
「事典」は「事物や事柄を表す言葉を集めて一定の順序に配列し、解説を施した書物」（『大
辞林』）で、代表的なものとしては「百科事典」が挙げられます。「辞典」が言葉の意味
に重点を置くのに対して、「事典」は言葉の表す事物や事柄の説明に重点があります。
上に挙げた『広辞苑』や『大辞林』といった大きめの辞典にはいわゆる百科項目という
事物や事柄についての項目が設けられていますが、言葉の意味ではなく、事物や事柄に
ついて調べる場合には百科事典や専門の事典に当たるほうがいいでしょう。何でも国語
辞典で済ませようとしてはいけません。

　漢和辞典の引き方
　 漢和辞典は漢字、或いは漢語の読み方、意味を調べるための辞典です。実際のところ
漢和辞典を利用する人は現在ではあまり多くないのではないでしょうか。そこで、ここ
では主に漢和辞典の引き方について簡単に説明しましょう。
　漢和辞典を開いてみると分かりますが、漢和辞典の漢字の配列は国語辞典のような読
み方の順ではありません。漢和辞典独特の配列法で並べられています。漢字をいくつか
のグループ（「 部首」という）に分け、それが画数順に並べられ、その部首の中でそれ
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ぞれの漢字がまた画数順に配列されています。したがっ
て、ある漢字を調べようとする場合当該の漢字を直接に
は引けませんので、巻頭或いは巻末にある索引を利用し
なければなりません。
　漢和辞典の 索引には何種類かあります。通常、
　　部首索引　音訓索引　総画索引
の 種類の索引が付いています。その中で漢和辞典が部
首による配列を採用している点から見ても、その索引と
して最も基本的なものは「部首索引」と言ってよいかと
思います。まず部首を調べ、部首を探し出してから、画
数でもって目的の漢字を調べるものです。
　それでは『角川大字源』で漢字の「漢」という字を引
いてみましょう。部首は「さんずい」ですから、「部首
索引」で 画のところを見ます。そうすると、「さんずい」（部首名は水部）があり、
977頁とあります。そこで、977頁のところを見ます。すると、977から978頁にかけて
画数別に「水部」（さんずい）を部首とする漢字が並んでいます。この場合の画数とい
うのは部首を除いた画数ですから、「漢」の場合は、「さんずい」を除いた部分を数え、
10画ということになります。10画のところを見ると、 番目に確かに「漢」があります。
さらに頁の上部に「水部～画」とありますから、「水部10画」とある頁を見ていけば「漢」
が見つけられます。この辞典では1062頁に「漢」がありました。
　とても面倒に感じられるかもしれませんが、漢和辞典は基本的にはこのように引いて
いくものなのです。
　ここで、ついでに「漢」という項目にどのようなことが書かれているか見てみましょ
う。まず、 音（音読み）があります。現代中国語音も付されています。ついで、 読み（訓
読み）があり、「字義」があります。「 字義」は漢和辞典の中心と言ってよいところで、「漢」
という字の持つ意味がいくつかに分類され、説明されています。続いて、「 解字」とい
う字の構造を説明する項目などもあり、そのほか、人名に使用する場合の読み方なども
記されています。そして、「漢」という字の説明の後に「漢」という字で始まる言葉「漢
語」が並べられています。漢和辞典は通常このような構成になっているのです。
　今説明した「部首索引」のほか、もし音読み或いは訓読みが分かれば、「音訓索引」
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を利用するのが便利でしょう。また、部首が何か分からないし、読み方も分からないと
いった場合は「総画索引」で調べるしかありません。ただ、画数の多い字では一体何画
になるか判断に苦しむことも少なくなく、目的の字が探し出せないこともありますから、
注意してください。とにかく色々な方法で調べてみるしかないでしょう。
　現在漢文を読む機会は非常に少ないと思います。しかし、漢文を読まないとしても日
本語には多くの漢字や漢語が使われています。ぜひ漢和辞典を引いてその意味を確認す
るとともに、漢字の世界を覗いてみてください。

　どのような漢和辞典があるのか
　現在日本で出版されている漢和辞典で最も大型のものは『大漢和辞典』全13巻（大
修館書店）（後に索引と補巻が出て、現在全15巻）です。複数冊の漢和辞典としてはそ
の他にこの『大漢和辞典』を元にして編集された『広漢和辞典』（全 巻）がありますが、
これらは図書館などで利用すればいいでしょう。
　 冊本としては、大型のものとして『角川大字源』（角川書店）と『大漢語林』（大修館
書店）があり、実用的な携帯することもできる小型辞典としては、『角川新字源』（角川
書店）、『新漢語林』（大修館書店）『漢字源』（学習研究社）といったところがよく使われ
ているようです。検索のしやすさ、見やすさなどを自分で確かめて選んでみてください。

　最近の大学新入生の中には、 英和辞典の使い方に習熟していないために、英語の授業
の予習ができない学生が増加する傾向があります。そこで、英和辞典の使い方について、
いくつかのポイントに分けて説明します。それを元に、英和辞典を使って英語の授業の
予習をして下さい。多くの学生たちが電子辞書を使っているようですので、電子辞書の
使い方についても適宜説明します。

　英和辞典を使うのにまず慣れましょう
　「習うより慣れよ」という言葉があります。最初の内は英和辞典を使うことに慣れま
しょう。

　文脈（context）という概念に注意を向けます（英和辞典を使う際、このポイント
が最も重要です）

　英語の単語は同一の単語でも使われている場面、状況が異なれば当然意味が異なって
きます。しかし辞書を使い慣れないうちは、辞書の中でも一番先に記述されている意味
を選び取るという間違いを犯しやすいのです。その間違いを避けるためには、自分が調
べたい単語を辞書で調べる前に、その単語がどのような状況で使われているかをまず把
握します。どういう状況（言い換えれば文脈ということですが）で使われているかを考
えるためには、未知の単語あるいは意味の分からない単語に遭遇したとき直ぐに辞書を
使うのではなく、 行から10行くらい英文を読んで下さい。そうすれば、状況が把握
できて、意味の分からなかった英単語の意味もおよそ見当を付けることができます。そ
こで、実際に英和辞典を使って調べて下さい。意味の見当が付かない場合でも、その単
語が使われている状況が分かっていれば、辞書で正しい意味を探すのは簡単です。
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　品詞の見分け方
　英語の 品詞は、同一の単語でも文の中での位置、すなわち、語順（word order）に応
じて変わってきます。ですから、常日頃から SVOCを中心とする英語の文構造を把握
できるよう練習しつつ、品詞を見分ける際に word orderに注意します。

　例文の見方
　英語の動詞の中には S＋V＋O＋to不定詞、S＋V＋O＋原形不定詞、S＋V＋to不定詞、
S＋V＋動名詞等、様々な文構造を取るものがあります。このポイントを無視して、強
引に日本語にしようとしても、正しい意味を取ることはできません。ですから、その動
詞が本文の中でどのような構造で使われているかを観察して、辞書で同じ構造で示して
ある項目を探し、次に、例文を見て、どのように意味を取るのかを調べて下さい。この
場合、電子辞書を使っている人は、「例文・解説」キーで例文を表示させて調べます。
この他に例文を参考とすべき場合として、動詞と前置詞の組み合わせ、形容詞と前置詞
の組み合わせ、太字で別立てしてあるもの以外の成句を探す場合などです。また、電子
辞書を使っている場合に英語の熟語を調べる時には、「成句・熟語」キーを押すと表示
されます。

　発音記号にも注意しましょう
　辞書の発音記号にも注意を向けましょう。もしも発音の分からない発音記号に遭遇し
た場合には、遠慮なく教授者に尋ねて下さい。

　最近はコンパクトな 電子辞書がよく使われています。複数の辞書が収録され、中には
外国語の音声を聴くことができるものもあり、電子辞書の種類は増える一方です。高校
時代にすでに購入している人もいるかもしれません。
　電子辞書の長所はやはりコンパクトで携帯に適していることでしょう。あのように小
型でありながら、国語辞典、漢和辞典、英和辞典、和英辞典など何冊もの辞書を収めて
おり、中には百科事典を収録しているものまであります。紙の辞書ならば、『広辞苑』
や漢和辞典、英和・和英辞典を常時携帯することなどとても無理ですが、電子辞書なら
ばそれが可能です。複数の辞書をコンパクトにまとめ、携帯できる。これは電子辞書の
大きな長所と言っていいでしょう。
　さらに複数の辞書が入っていることから、複数辞書検索、つまり、一つの単語につい
て国語辞典ばかりでなく、漢和辞典、和英辞典なども同時に検索することができるよう
になっているものもあります。その他、語釈の中で疑問に感じた言葉について、ジャン
プ機能を用いて簡単に検索して調べることができます。また、漢和辞典の場合、部分読
み索引など紙の辞典にはあまり見られない索引も付いており、引きやすくなっています。
電子辞書は携帯性ばかりでなく、使用面においても紙の辞書にない利点を備えていると
言えます。
　以上、電子辞書の長所だけを挙げてきましたが、それでは短所はないのでしょうか。
よく言われるものとしては画面が小さいため、語釈などを一度に見渡すことができない、
といった点が挙げられます。例えば、英文を読む際、単語を調べる時、先に英和辞典の
説明で述べたように常にその文脈の中で訳語を決定しなければなりません。したがって、
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最初に出てくる語釈だけでなく、複数の語釈に目を通す必要があります。その際、画面
に表示される部分が少ないことは少々問題があると言っていいでしょう（こまめにスク
ロールすれば問題は緩和されますが）。また、紙の辞書ならば、隣の単語も同時に見渡
すことができますが、電子辞書では入力した単語しか表示されません。この点も電子辞
書の欠点と言えば言えるかもしれません。
　確かに欠点がないとは言えませんが、辞書は使ってこそ価値があります。小型の電子
辞書を常にカバンに忍ばせ、分からない言葉に出合ったら、すぐ辞書を引く。そのよう
な習慣を身に付けてほしいと思います。そのような点からも電子辞書はきわめて有用な
ものであると言えるでしょう。

　大学生活とインターネットは切り離せません。
　例えば授業で「COP10」がテーマとなり、次の週までに調べておくことが必要となる
とか、レポート提出が求められた場合、基本的には書籍情報によるのが本当ですが、簡
単なことなら、インターネットですぐに調べられます。
　それには、インターネットの 検索エンジンと呼ばれるものを使います。いろいろあり
ますが、現在では、Google（グーグル）が一番人気があるようです。
　百聞は一見にしかず、早速 検索してみましょう。具体的な操作は、情報科学関連の授
業などで覚えるか、市販のマニュアル本で確認してください。大事なことは「キーワー
ド」です。
　まずは、「COP」をキーワードに検索してみます。Googleのホームページを開いて、
文字を入力できる欄に単語を入れればよいのです。ホームページはこんな感じになって
います。

　検索してみると、次のような情報が表示されます。

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
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＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

　これはインターネット上の情報への入り口を案内したものです。実際にはもっとたく
さん表示されますが、ここでは便宜的に一部のみ抜き出しました。
　実は、「COP」というキーワードで検索すると、なんと5700万件の情報が取り出せます。
驚くのは、それだけの情報を検索するのにかかった時間で、なんと0.24秒です！
　ただし、逆にこれでは情報が多すぎて、求める情報がどこにあるのか探すのが大変で
す。それで、今度は「条件検索」をしてみます。「COP　名古屋」の つの単語をキーワー
ドにするのです（間に一文字スペースを入れる）。

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

　するとこんな情報が得られることが分かりました。どうしよう。ここには簡単な紹介
しかされていませんが、求められているレポートなどに必要な情報がありそうなホーム
ページが見つかりそうですね。
　実は今回も 万件の情報がありましたが、大事なものは上位にくるようになっている
ので、とりあえずは最初に表示されたホームページから数件を参照していけば、大体の
ことは分かります。
　ここではこれ以上の操作はしませんが、大体の雰囲気は分かってもらえたと思います。
インターネットでの 情報収集の技術なくしては、大学生活は始まりません。この本の次
の章に「情報処理教育センターの利用法」がありますので、その部分も参照しながら、
少しでも早く情報探索術を自分のものにしてください。
　さて、インターネットで情報収集をする際に大事なことを述べておきます。それは「コ
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ピー＆ペースト」ということです。パソコンの操作に慣れている人なら、インターネッ
ト上の情報は、「範囲指定」「コピー」「貼り付け」という一連の操作を行うと、いとも
簡単にその情報がそのままデータとして利用できることを知っていると思います。
　これは大変便利なテクニックで、文字列であろうと、表データであろうと、あるいは
画像であろうとクリック一つで自分の文書に利用できることになります。
　しかし、ここで気をつけないといけないことが二つあります。
　一つはインターネット上の「情報」にも「著作権」があるということです。私的な文
書に利用するなら多分問題はないと思われますが、印刷して多数の人に配布するとか、
あるいは自分のホームページにそのまま利用するときには細心の注意が必要となりま
す。
　もう一つ、大学生活で一番問題となるのが、レポート作成の際にこの「コピー＆ペー
スト」を利用することです。出典を示さないままにこのテクニックを使うと、極めて安
易にレポートが作成できますが、これは重大な「ルール違反」です。
　「コピー＆ペースト」はインターネットでの情報収集、レポート作成において大変便
利なテクニックですが、安易な利用をしないことを心掛けましょう。

　『情報セキュリティ』というと、何を思い浮かべるでしょうか。例えば、映画やテレ
ビドラマで描かれる国家機密をめぐるスパイの暗躍・諜報員の活躍。「もしかしたら現
実にもいるのかもしれないけど、自分とはかけ離れた世界の話だなあ。」そうかもしれ
ません。では、時折ニュースになる、企業が保有する個人情報の漏洩事件、はどうでしょ
う。「ああ、なるほど。それは困るな。漏れないようにしっかり守ってくれないと。」も
ちろん、そうですね。「でも、そういう企業・会社がすべきことでしょ。」それはその通
りです。「自分の情報が漏らされちゃ困るけど、自分には何もできないし、何かする必
要もないのでしょ。」いいえ、違います！　いつの間にか自分のお金が勝手に使われて
いたら大変ですよね。見ず知らずの人が、自分の顔や名前ばかりでなく、好きなものま
で知っていたら嫌ですよね。あるいは、言った憶えのないこと・やった憶えのないこと
が、自分の言ったこと・やっとことになってしまっていたら怖いですよね。情報社会、
ネットワーク社会と言われる現在、我々はコンピュータやスマートフォン・携帯電話を
通じて、インターネット等のコンピュータ・ネットワークを日常的に利用しています。
そこで、そのようなことが起こらないように、自分自身でセキュリティを確保し、自分
を守る必要があるのです。そして、自分を守るだけではありません。何もしないでいた
ならば、自分が困るだけではなく、犯罪の手助けをして、世界中の多くの人に迷惑をか
ける可能性もあるのです。
　ここでは、「個人情報が漏れるのを防ぐ」ことを中心に、危険性とその対策について
述べていきます。

　まずは、もちろん、名前。そして、住所、電話番号、メールアドレス。さらに、性別、
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年令、生年月日。それらが個人情報にあたるのはわかりますね。学校名（社会人ならば
職業）、趣味、特技、資格、などのように、履歴書に書くようなものも個人情報です。
そして、漏れてしまったら怖いのが、銀行預金の口座番号、暗証番号、クレジットカー
ド番号です。お金を勝手に使われてしまう危険性があります。勝手に使われてしまう、
という意味では、今では色々なところで登録することの多い、ユーザー名とパスワード。
これも個人情報です。Facebookや LINEなどの SNS（ソーシャル・ネットワーキング・
サービス）、Twitterや Instagramなどのコミュニティ・サービスを利用している人も多
いでしょう。オンラインゲームやネットショッピングを利用する際にも、ユーザー名と
パスワードを使うことがあると思います。その情報が漏れてしまったら、勝手に利用さ
れてしまいます。あるいは、憶えのない発言・行為があなた自身のものとして社会に受
け入れられてしまうのです。場合によっては、お金を取られるよりも怖いことです。さ
らに詳しい個人情報になると、メッセージ・メールの履歴（やりとりの相手や内容）、
閲覧したサイト（ホームページ）の履歴、ネットショッピングでの買い物の内容、など
など利用・悪用されうる情報はいくらでもあります。そしてそれらは、ネットワークを
通じて簡単に漏れてしまうのです。また、個人情報とは、自分自身の情報だけではあり
ません。家族や友人・知人の情報も含まれます。親の職業、友人のメールアドレス、そ
ういった情報も守る必要があります。もちろん、自分のためだけではありません。あな
たが漏らしたことで、友人に迷惑が掛かるかもしれないのです。そうなったならば、そ
れはあなたの責任です。

　とにかく、むやみに情報を表に出さないことです。表に出す、とはどういうことでしょ
う。例えば、前述の各種コミュニティ・サービスを利用する場合には、個人情報を登録
します。自分の発言や写真などをアップします。それらの情報は、会員制や登録制のコ
ミュニティだとしても、そのメンバーの間では表に出ていることになります。オープン
に表に出してこそのコミュニティ、という面がもちろんあります。しかし、例えば写真
1枚だけでも非常に多くの情報が含まれています。顔はもちろんのこと、背景に写った
建物で場所が特定できたり、写真データからは撮影日時が読み取れたりします。スマー
トフォンのカメラの性能が向上したこともあり、写った指から指紋が読み取れたりもし
ます。公開範囲の制限設定なども活用し、必要以上の情報を表に出さないように気を付
けましょう。また、ホームページなどで、懸賞やアンケートという形で個人情報を入力
させるものもよくあります。それらの中には、情報収集だけが目的のものもあります。
実施している会社や組織を確認し、得体の知れない相手に情報を与えることは避けま
しょう。ネットショッピングでは手軽で便利に買い物ができます。ネットオークション
では欲しいものを安く手に入れることもできます。しかし、どちらも利用のためには個
人情報を入力する必要があります。運営している会社や取引する相手を確かめるように
しましょう。また、ネットショッピングやネットオークションでは、情報ではなくお金
を奪い取ろうとする詐欺行為も横行しています。注意しましょう。そして、自分自身の
情報だけでなく、家族や友人・知人の情報も、むやみにあるいは勝手に表に出さないよ
うに注意しましょう。
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　コンピュータ・ウィルスというものが原因で、知らないうちに個人情報が漏れてしま
うこともあります。また、コンピュータ・ウィルスのせいで、コンピュータが使えなく
なったり、記録・保存しておいた情報が消されてしまったり、はたまた、自分のコン
ピュータが他人に勝手に使われてしまうこと（不正利用）もあり、非常にやっかいな代
物です。大いに気をつけなければなりません。
　コンピュータ・ウィルスはプログラム（コンピュータに対する命令の集まり）です。
人間や動物などに病気を起こさせる原因の一つとして知られているウィルス（ごく小さ
な有機体）にその振る舞いが似ているため、その名が付けられました。その振る舞いと
は、次のようなものです。

⑴　発病
　プログラムやデータのファイルを破壊したり、ソフトウェア設計者の意図しない動作
をしたりして、コンピュータを正常に利用できなくする。

⑵　伝染
　自らをコピーし、他のシステム（コンピュータ）に伝染する。

⑶　潜伏
　すぐに発病するのではなく、特定の日時になるまで、あるいは設定された時間・回数
の処理が行われるまで、症状を出さない。

　ウィルスがコンピュータに進入することを、感染と呼んでいます（人間に移るわけで
はありませんよ。それは勘違いしないでください）。感染して、発病してしまったコン
ピュータは、全く利用できなくなる場合もありますし、利用者の意図しない動作をする
場合もあります。しかも、利用者の知らないところで動作する場合もあるのです。さら
に、他のコンピュータに伝染して、感染が広まってしまうところが、病原体としてのウィ
ルスに似てやっかいなところです。特に、現在は多くのコンピュータがネットワークに
よりつながっていますし、記憶媒体（SDメモリーカードや USBフラッシュメモリー）
が小型化・低価格化し普及が広まっていますから、進入・感染経路が増え、危険性が高
まっています。
　コンピュータ・ウィルスはプログラムですので、プログラマー、つまり人が意図して
作ったものです。かつては、自分のプログラミング能力の誇示が目的だったり、単なる
悪戯心だったり、愉快犯であったりしましたが、近年は犯罪を目的としたものが増えて
います。したがって、感染・伝染への対策を講じないことは、犯罪に加担することにも
なるのです。そして、犯罪を目的としたものは、あからさまに異常な動作を見せるので
はなく、いわば裏で悪さをする場合も多く、感染に気付きにくいことも特徴です。
　さて、そのような脅威を持つコンピュータ・ウィルスへの対策にはどんなものがある
でしょう。
　第一に、『怪しいものには手を出さない。近づかない。』ことです。電子メールの添付
ファイルにウィルスが含まれていることがよくあります。知らない人から送られてきた
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メールは怪しいです。その添付ファイルを開いてはいけません。ホームページにも注意
しましょう。ダウンロードしたファイルにウィルスが含まれていることもあります。さ
らに、閲覧するだけでウィルスに感染させるような悪意のあるホームページもあります。
見極めは難しいですが、甘い誘いに乗って、うっかりクリックしてしまうことを避けま
しょう。
　第二に、利用しているソフトウェアを最新の状態に保つことです。Microsoft Windows

やMac OSに代表される OSと呼ばれる基本ソフトウェアにしろ、ホームページを閲覧
するためのWebブラウザやワープロなどの様々な応用（アプリケーション）ソフトウェ
アにしろ、欠陥や弱点（バグ、セキュリティ・ホール、脆弱性）を持っていることがあ
ります。その欠陥・弱点に乗じて感染するコンピュータ・ウィルスもあるので、そのま
ま放っておくと危険です。ソフトウェアの開発者は、欠陥や弱点が見つかった場合、そ
れをなくす修正プログラムを我々利用者に提供してくれます。それを利用しましょう。
ソフトウェアの更新あるいはアップデートと呼ばれています（ソフトウェアの機能を増
やしたり、使いやすくしたりするような更新もありますが、それに関しては有料の場合
があります）。ただし、更新の際にメッセージが表示されたり、クリックを促されたり
することも多く、初心者にはわかりづらいこともあります。
　第三に、ウィルス対策ソフトを導入しましょう。ウィルス対策ソフトとは、アンチウィ
ルスソフトやワクチンソフトとも呼ばれ、コンピュータ・ウィルスに感染してしまった
ファイルあるいはコンピュータを修復したり、ウィルスの進入・感染を防いだりという
機能を持ったソフトウェアです。お金が掛かったり、導入（インストール）するのに多
少の手間が掛かったりはしますが、それによって安全が確保され、安心が得られるので
す。自分のコンピュータを守るだけでなく、他の人に迷惑をかけることも防げるのです。
お金と手間を惜しんではいけません。
　ウィルス対策ソフトにも多くの種類（製品）があり、機能や価格も様々です。初心者
にとっては、自分に合ったソフトウェアを選ぶのも難しいでしょうし、導入の際も手間
取ってしまうかもしれません。前述のソフトウェアの更新についても同様ですが、身近
な知識のある人に相談しましょう。もし、身近にいなければ、大学のネットワークセン
ターや情報処理教育センターに相談してみましょう。
　なお、ウィルスも日々新しいものが登場しています。それに対応するために、対策ソ
フトウェアも『ウィルス定義』なるものを更新する必要があります。前述のソフトウェ
アの更新と同様に、小まめに更新するようにしましょう。
　最近は、無料のウィルス対策ソフトに見せかけて、ウィルスに感染させる悪質な手口
もありますので、注意してください。「あなたのコンピュータはウィルスに感染してい
ます。」といったメッセージを表示して、クリックを促しますが、決してクリックして
はいけません。

　コンピュータ・ウィルスではないけれども、知らないうちにネットワークを通じて個
人情報を外部に漏らしてしまうスパイウェアと呼ばれるものがあります。コンピュータ
が特におかしな動作をするわけでもなく、気付かないことが多いので、これも大いに注
意する必要があります。
　スパイウェアは、コンピュータに記憶（記録）された個人情報やホームページ閲覧履
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歴などを収集し、外部の特定の相手に送信するソフトウェアです。したがって、外部へ
の勝手な情報送信を止めれば、情報漏洩は防げることになります。ただ、我々が利用し
ているソフトウェアには、利用状況などの情報を自動的に製作者（会社）に送信してい
るものもあります。それにより、便利に使えている場合もあるのです。例えば、前項で
述べたソフトウェアやウィルス定義の更新を自動化することができます（最初からそう
なっていることも多いです）が、それは情報の送信を許しているからこそ可能になって
います。Webブラウザなどのソフトウェアの設定により、スパイウェアによる脅威を
ある程度回避することができますが、それはソフトウェアを便利に使用することと相反
する場合もあるのです。知識の豊富な人に相談するなり、自分で調べるなりして、理解
した上で設定を変えた方が良いでしょう。
　それ以外のスパイウェアへの対策は、前述のコンピュータ・ウィルスへの対策と同様
になります。ただし、ウィルス対策ソフトだけでは不十分ですので、さらに専用の対策
ソフトウェアを導入する必要があります。
　ウィルスやスパイウェアなど、悪意のあるソフトウェアのことをマルウェアと呼んで
います。マルウェアへの対策を中心に様々な機能を集めた「統合セキュリティ対策ソフ
ト」というものがありますので、それを利用するのが得策です。

　常に持ち歩いているものの一つにスマートフォン・携帯電話があります。それらはい
わば小さなコンピュータです。機能が豊富になり、制御しているソフトウェアが複雑化
している分、つけ込まれる弱点も増えてしまっているのが現状です。当然ながら、マル
ウェアも存在するので、前述の対策を講じる必要があります。スマートフォン・携帯電
話には、アドレス帳やメッセージのやり取りなど、重要な情報が記憶されています。自
分の情報ばかりでなく、友人・知人の情報も満載です。最近では、代金の支払いなど、
お金の代わりにも使えるようになってきています。それだけに、スマートフォン・携帯
電話に関しても情報セキュリティの確保が重要です。常に持ち歩くだけに、紛失や盗難
の危険性も高いです。その際、他人には利用できないように、パスワードによるロック
機能、あるいはリモートロックサービスの利用を検討しましょう。また、使わなくなっ
て捨てる場合には、中に記憶された様々な情報を消去することを忘れないようにしてく
ださい。
　携帯電話会社等が対策を講じているにもかかわらず、迷惑メール（スパムメール）が
後を絶たないのも問題です。後述のワンクリック詐欺にも利用されています。携帯メー
ルのアドレスも、むやみに外に出さないように注意しましょう。
　迷惑メールに困ってアドレスを変えることもあるでしょう。ただ、それを友人に知ら
せるために、一斉送信を使う時には注意が必要です。宛先（To）欄に複数のアドレスを
並べて入力したり、Cc（カーボンコピー）を用いたりすると、その入力したアドレス
全てが送信相手全員に伝わります。友人とはいえ、個人情報であるメールアドレスを他
の人たちに勝手に教えてしまうことになるのです。Bcc（ブラインドカーボンコピー）
欄にアドレスを入力するようにしてください。



61個人でできる情報収集

⑴　フィッシング詐欺
　送信者を詐称した電子メールを送りつけたり、偽の電子メールから偽のホームページ
を閲覧させたりするなどの方法で、クレジットカード番号、ユーザー名、パスワードと
いった重要な個人情報を盗み出す行為のことです。もっともらしい文面であったり、緊
急を装う文面であったり、また偽のホームページが本物と区別できないほどよくできて
いたり、手口が巧妙になってきています。基本のところで述べたように、むやみに個人
情報を入力して送らないことが大事です。

⑵　ワンクリック詐欺
　電子メールなどにリンク情報を入れ、それをクリックさせて特定のWebサイト（ホー
ムページ）に誘い出し、そのサイトを閲覧した人に対して、脅迫めいた手口で料金の振
り込みを迫るような行為のことです。いかにも正当な契約手続きが完了しているかのよ
うに見せかけて、利用料を請求します。「お支払い頂けない場合には、自宅にまで伺い
ます」といった脅し文句が使われることもあります。まずは、怪しいリンクをクリック
しないことですが、ついクリックしてしまった場合でも、それで契約完了にはなりませ
ん。また、ホームページを見ただけで個人を特定はできませんので、脅し文句にだまさ
れてはいけません。問い合わせのために、表示された電話番号に電話をしたり、電子メー
ルを送ったりすることは、逆に個人情報を与えてしまうことになるのでやめましょう。

　他にもいろいろな脅威があります。そして、また新たなものが登場したり、手口がよ
り巧妙になったりしています。対策とのいたちごっこになっているとも言えるでしょう。
とにかく、そういった脅威が存在することを知り、それに備えなければいけないことを
自覚してください。
　ここで述べたことを含めて、脅威を知り、その対策を知るために、以下のWebサイ
トなどを参照してください。

総務省「国民のための情報セキュリティサイト」
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/security/

官民連携マルウェア対策プロジェクト「ACTIVE」
http://www.active.go.jp/

情報処理推進機構「情報セキュリティ」
http://www.ipa.go.jp/security/personal/

　電子情報が錯綜する情報社会においては、情報の信憑性が大きな問題になることがあ
ります。電子情報の中には情報の加工や改変が簡単にできることを逆用して、意図的に
相手をだまそうとしたり、根拠の乏しい憶測をあたかも事実のように流布させたりする
ものがあります。こうした無責任な情報が今日もどこかで作成され、公表され続けてい
ることはとても残念なことです。そこで、ネット社会の新たなルール作りや倫理観の確
立が求められていますが、一方でそれらがどれほどの効果をもたらすかはわからないと



62 第２章　情報を収集し自分の考えを表明する

いうのが本当のところです。
　それでは、情報社会の中で「よい情報」を獲得するためにはどうしたらよいのでしよ
うか。ここで言う「よい情報」とは「善良（悪意がなく誠実なこと）かつ妥当（万人に
許容されること）で、優れて有用な情報」とでも言えるものですが、私たちはそうした
情報を手に入れるために、できるだけ多くの情報源を検索してそれらを十分に比較・分
析してみる必要があります。ひとつの言葉の意味を調べる時に複数の辞典を引いてみた
り、類義語に当たったりするようにです。便利さが際立つ情報社会ですが、堅実な積み
重ねの上にこそ、よい情報の獲得が可能になることを自覚しておくべきでしよう。
　最後に、ここまで危険性ばかりを述べてきたようですが、情報社会には多様な可能性
が潜在していることも忘れてはなりません。たとえば、情報の捉え方にはさまざまな側
面があります。ある情報がまったくの虚構から生じたイリュージョンであっても、私た
ちを感動させたり、豊かなインスピレーションを与えてくれたり、楽しい気持ちにさせ
てくれるのであれば、それはよい情報といえるかもしれません。虚構と現実の違いを明
確にしたり、情報ソースの信憑性を問わなければならない局面もありますが、現実に縛
られない広大な電子情報の世界は「新しいコミュニケーションの可能性」を限りなく拡
充し、私たちの価値観をも変容させて、偏見のない世界を構築する力も秘めています。
もちろん、「楽しければいい」といった短絡的な価値観は、それが独断に陥ったときに
は周りに多大の迷惑をおよぼすことがあります。しかし、「他者への配慮（思いやり）」
や「相互の信頼関係」を保持できるならば、これからの情報社会には私たちの想像を超
えた未来が期待できるかもしれません。
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▲図書館情報センター（エントランス）

大学での情報収集

4

──大学は情報の宝庫

■　■　■　■　■　■　■

　かつて大学は総合レジャーセンターなどと揶
や

揄
ゆ

されたこともありま
したが、本来の大学は学術研究や教育の最高機関ですから、どんな国、
どんな地域においても最も高度で多様な情報が集まる場所といえるで
しょう。
　そして、それぞれの大学には図書館や情報センターがあって、大学
という組織の中心施設となっていますし、さらに言えば、大学という
学術の府の理念的中枢を担っているといっても過言ではありません。
　一方、立派な図書館があるということはその大学の最も誇れることです。もっとも立
派な図書館というものは一朝一夕にできるものではありません。多くの人々が長い時間
をかけて収集整理した情報が図書館の財産となってゆくわけで、今日もそうした努力は
続けられているのです。
　現在、本学の図書館情報センターには開架図書約13万冊、閉架図書約58万冊など膨
大な図書・資料が所蔵されています。また、「歯学・薬学図書館情報センター」「短期大
学部図書館」などの関連機関を合わせると、さらに多様かつ膨大な情報が蓄積されてい
ます。

　現在の施設利用資格は拡大傾向にあって、基本的にできるだけ多くの人が利用できる
ようになっています。大学という教育機関の持つ知的財産の公開と社会への還元という
視点も踏まえて利用資格を設定しています。
　本学の学生（大学院生を含む）・教職員はもとより、開放講座受講生、公開講座・エ
クステンションセンター受講生、司書・司書補講習生や愛知学院大学短期大学部生・愛
知高校生・愛知中学生など同じ学校法人に属する教育機関の学生および教職員、さらに
卒業生・元教職員にも利用資格があります。
　また、一般開放による申込者（現在、日進市・長久手市・名古屋市名東区に在住・在
勤・在学中の高校生以上の人）や CAN私立大学コンソーシアム加盟館教職員・学生と
その他図書館情報センター長が許可した人には利用資格が与えられます。
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* CAN私立大学コンソーシアム：中部大学・愛知学院大学・南山大学の図書館で結成された
図書館活動のコンソーシアム（連合組織）です。各図書館が共通の目的や利益を達成する
ために共同の活動を拡充しようとしています。CAN加盟大学の学生・大学院生・教職員な
どは相互に図書館施設や所蔵図書・資料を利用することができます。

　入館に先立って
〈情報センター主催のオリエンテーション〉
　図書館情報センターでは、担当教員の申し出に応じて授業時間内オリエンテーション
を逐次受け付けています。また、個人で応募できる館内オリエンテーションも準備して
いますので、入学後の早い時期に問い合わせて参加してみるのもよいでしょう。
　館内の閲覧室では配架図書を自由に閲覧できますが、書庫内にはさらに多くの図書・
資料が収蔵されています。それらは検索端末で所蔵されていることを確認してから、所
定の閲覧手続きをすれば閲覧や貸出ができます（貴重図書や一部の禁帯出図書はセン
ター長の許可が必要です）。しかし、直接書庫内に入って図書・資料を探したい場合は、
書庫オリエンテーション（ 年生以上対象）を受講すると書庫への入庫許可証を発行し
てもらえます。
〈ライブラリーカード（LIBRARY CARD）の交付〉
　図書館情報センターに入館し、貸出などのサービスを受けるためには、ライブラリー
カードが必要です。本学学部生・大学院生・留学生別科生・開放講座聴講生などは学生
証（聴講生証）がそのままライブラリーカードとして使用できます。教職員や短期大学
部生・歯科技工専門学校生・愛知高校生などの利用者は、センター新館 階のインフォ
メーションカウンターに申し出てください。
〈Web Campusの利用〉
　 階の情報検索コーナーを利用するには、Web Campusのユーザー名とパスワードが
あれば検索端末からログインできます。Web Campusのパスワードがわからないときは
教務課窓口などに問い合わせてください。
　上記方法で利用できない場合は、センターのティーチングアシスタント（TA）に尋
ねてください。利用資格のある方には、仮パスワードの発行が可能です。

　館内に入ってみよう
〈１階〉
　エントランス奥にある情報検索コーナーとブラウジングコーナー、展示室が特色のフ
ロアです。事務室もあります。
・入退館ゲート／エントランスをぬけて入館ゲートの装置に学生証またはライブラリー
カードを通すと入館バーが開きます。

・インフォメーションカウンター／ゲートの左手にはインフォメーションカウンターが
あります。ここでは図書の貸出・返却やライブラリーカードの交付・更新、館内の
説明など、総合案内を行っていますので、わからないことがあるときは尋ねてみま
しょう。

　　この階にある新聞閲覧コーナーでは配架されている各紙の過去 ヶ月分の新聞の閲
覧申し込みも行えます。
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・情報検索コーナー／42台の情報端末が設置され、各種のデータベースやWord・Excel

などの PC基本ソフトが利用可能です。ティーチングアシスタントが常駐してサポー
トに当たっています。

・ブラウジングコーナー／軽雑誌を中心に約200タイトルが準備されています。図書・
資料の検索端末も近くに設置されていますし、くつろげるソファーシートでゆっく
り雑誌を読むことができます（貸出はできません）。

　　このコーナーには、愛知学院大学発行の紀要類が揃えられた書架もありますから、
所属学部の先生方の研究論文なども見ることができます。

・閲覧室／226席（個人学習ブース 席）があり、自由に利用できます。授業の予習や
復習などに活用してください。開架図書コーナーには、文庫本コーナーや教職課程
関係・資格関係資料のコーナーなどがあり、検索端末（ 台）、コピー機（カード式
台、コイン式 台）も完備しています。

・展示室／大学所蔵の貴重図書の特別展示などが行われています。自由に入室して鑑賞
できます。

〈２階〉
　開架図書と閲覧席、検索端末が最も充実したフロアです。メインカウンターの背後に
は書庫への入り口があります。
・開架図書コーナー／文学、芸術・美術、歴史・哲学・宗教、産業、経済、教育などの
諸分野の書籍を自由に閲覧できます。郷土資料・安江文庫・枠谷文庫の書架、司書・
司書補講習資料や地図類も閲覧できます。コピー機（カード式 台、コイン式 台）
もあります。

・参考図書コーナー／各種辞書・事典類、白書・年鑑などが揃っています。また、書誌・
目録類が約8000冊閲覧できます。

・閲覧席／このフロア全体で646席（個人学習ブース42席）あり、自由に利用できます。
車椅子用の席もあります。

・メインカウンターと検索端末（OPAC）／メインカウンターは図書の貸出・返却、予
約や CAN受付、さらに図書資料に関する案内や問い合わせ業務などを行っています。
また、書庫への入庫手続きなどもこちらに申し出てください。

　　メインカウンター前には14台（ 階には他 台あり）の検索端末が配備されたセ
クションがあり、図書資料の検索が可能です。

　　開架コーナーには見当たらない図書・資料の閲覧や館内の資料を貸出したい場合
は、まず検索端末で検索して所在を確かめます。必要な図書を見つけ、その図書の
請求番号の掲載されている詳細画面をプリントアウトした用紙に学籍番号・氏名を
記入したものをメインカウンターに提出して、所定の手続きをしてください。開架
コーナーの図書は現物を直接カウンターに持参し手続きをします。

* 検索端末（OPAC）とは、オンライン目録（Online Public Access Catalog）を使って図書検索
のできるコンピュータ端末のことです。著者名、書名、分類、件名、出版社名、出版年な
どから検索が可能です。検索画面には「簡易検索」と「複合検索」がありますので、適宜
使用してください。最初はとりあえず簡易検索画面で検索語欄を「フリーワード」にしてキー
ワードを下欄に入力してみましょう。該当資料がなかなか見つからないこともありますが、
いろいろ工夫してみてください。どうしてもわからない場合はあきらめずにカウンターの
専門家に尋ねるのもよいでしょう。
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▲視聴覚学習センター（ブース室）

第２章　情報を収集し自分の考えを表明する

　OPACには情報処理教育センターの学内 PCなどからもアクセスが可能です。また、
学内外のインターネット環境から愛知学院大学ホームページのトップにある図書館情報
センターのバナーをクリックして入り、利用することができます。
　現在すべての和洋図書、中国図書、逐次刊行物を検索できます。ただし、漢籍（明代
以前の中国図書）についてはカード目録の検索になりますし、他に冊子目録による検索
が必要な場合もあります。

* このフロアには館内にあるカード式コピー機のコピーカード販売機があります（メインカ
ウンター正面右）。コピーカードが必要な場合はここで購入してください。

〈３階〉
　このフロアは視聴覚学習センターと雑誌室・閲覧室があります。
・視聴覚学習センター（AVセンター）／DVD、ビデオ、LD、CD、マイクロフィルム
などの各種視聴覚資料と最新の AV機器が備えてあります。

　　個人やグループで資料を利用するときは、①配架棚から直接パッケージを取り、②
学生証もしくはライブラリーカードを添えて、AVカウンターに申し出てください。

　　センターには閉架資料もありますが、その場合は先ず①カウンター前の検索端末を
使って資料を確定し、②検索画面上に請求番号の見える詳細画面をプリントアウト
し、③その印刷物と学生証またはライブラリーカードを添えて AVカウンターに提出
して手続きを行います。

　　閲覧するには個人・グループブース室を使用します。ブース室には34の個人ブー
ス席と つのグループブースがあります。個人ブースには備え付けのヘッドフォン
がありますので、それを利用します。グループで閲覧するときはAVカウンターでヘッ
ドフォンを受け取って使用してください。

　　現在このフロアの管理下には、ビデオテープ約11000タイトル、DVD約1600タイ
トル、CD約1400タイトル、カセットテープ約3000タイトルを始めとして多様な視
聴覚資料が所蔵されていますので、大いに活用してください。

　　さらに、ここには防音設備のある 室の個人学習室と小グループ室、多目的ホール
といった施設も用意されています。AV機器を使うゼミや講義などに利用できます。

*  このフロアにはマイクロリーダープリンター室があり、収蔵されて
いるマイクロフィルム資料を閲覧・複写することができます。AVカ
ウンターで利用申し込みなどの手続きをしてください。

* 階フロアには 台の検索端末と 台のコピー機があります。
* 視聴覚資料の貸出はできません。
* 持込資料の利用はできません。
* 学生証がない場合は利用できません。

・ 閲覧室には合計255席（個人学習ブース13席）が準備されてお
り、自由に使用することができます。開架図書コーナーでは主
に法律関係の書籍が自由に閲覧できます。使用頻度の高い製本
雑誌や判例集・法令集も閲覧できます（貸出不可）。

・雑誌室には学術雑誌を中心に未製本雑誌が配架されており閲覧可能です。ここには現
在約500タイトルの和雑誌と約700タイトルの洋雑誌があります。また、東海地区の
国公立・私立大学の学術紀要を中心に約500タイトルが見られる大学紀要コーナーも
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併設されています。

　開館時間・閉館日
　〈開館時間〉平　日：9:00～20:00（一般開放による利用者は17:00まで）
　　　　　　　* ただし、視聴覚学習センターは18:30まで

　　　　　　 土曜日：9:00～13:00

　　　　　　　【休暇期間中は別に定める】
　〈閉館日〉　日曜日、国民の祝日・休日
　　　　　　　本学創立記念日：10月15日
　　　　　　　本学が独自に定める休日： 月13，14，15日
　　　　　　　年末・年始の休日：12月27日～ 月 日
　　　　　　　大学入学共通テスト試験日
　　　　　　　【臨時休館の場合は掲示板、図書館情報センターHPなどで告知する】

　貸出冊数・期間

利用者区分 貸出限度冊数 貸出図書利用期間

教 職 員
〔国内留学者を含む〕 50冊 180日間

開 架 図 書…30日間
製 本 雑 誌… 日間
未製本雑誌… 日間

大 学 院 生
研 究 生
〔大院聴講生等含む〕

15冊 60日間
開 架 図 書…30日間
製 本 雑 誌… 日間
未製本雑誌… 日間

学 部 学 生
留 学 生 別 科
開 放 講 座
〔学部履修生等含む〕

冊 30日間 製 本 雑 誌… 日間
未製本雑誌…貸出不可

公 開 講 座
エクステンションセンター
受 講 生

冊 30日間 製 本 雑 誌… 日間
未製本雑誌…貸出不可

司 書・司 書 補
受 講 生 冊 30日間 製 本 雑 誌…貸出不可

未製本雑誌…貸出不可

一 般 開 放 利 用 者
卒業生／教職員 OB 冊 14日間 製本雑誌……貸出不可

未製本雑誌…貸出不可

　外部データベースの検索
　図書館情報センターの情報網を経由して、学術雑誌などの論文の抄録や全文を探して
閲覧したり、入手したりすることが可能です。
　 階の情報検索コーナー端末や大学内の LAN接続端末からもインターネットに接続
して情報収集することができますが、図書館情報センターHPに各種の学術論文情報検
索サイトがまとめられていますから、それを活用することをお奨めします。
　その方法は、
　①先ず図書館情報センターのトップページにアクセスしてください。
　②「文献・情報検索」の項目にカーソルを置くと複数の文字列が表示されます。
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　③その中から「データベース」の文字列をクリックすると各種の論文情報検索サイト
の紹介画面が現れます。

さまざまのデータベースが利用できますので、試してみてください。

* データベースの利用は、大学内の LAN接続端末からのみ可能です（OPAC専用端末は不可）

　図書館情報センターにない資料の利用方法
　図書館情報センターおよび本学研究所などに所蔵されていない資料を他機関が所蔵し
ていることがあります。そうした資料を利用するためには、主に つの方法があります。
　①文献複写依頼──文献のコピーを送ってもらう（有料）
　②書籍貸出依頼──資料を借り受ける（有料、ただし CAN加盟大学は無料）
　③紹介状発行──資料を利用するための紹介状を発行してもらい、直接所蔵機関に赴く。
　いずれも場合も本学の図書館情報センターから依頼申請を行わなければなりません。
　先ず、収録雑誌、巻数、ページ数、出版社など手に入れたい文献資料の情報を収集し
ます。
　その後、館内 階のメインカウンターにある文献複写・書籍貸出申込書に必要事項を
記入して提出します（パスワード登録後、Webでの申し込みも可能）。
　紹介状を必要とする場合は、閲覧したい資料の正確な書誌事項を調べ、訪問したい機
関を決めた上で、同じくメインカウンターに申し出てください。

* 資料によってはコピーや借受ができないものがあります。
* 借受資料は館内で利用します（館外には持ち出せません）。

　資料の入手・借受、紹介状発行までの流れは愛知学院大学の「ライブラリーガイド（図
書館案内）」などに掲載されていますが、館内のカウンターに問い合わせるのもよいで
しょう。

　CAN私立大学コンソーシアム加盟大学の相互利用サービス
　CAN加盟大学の学生・大学院生、聴講生、研究生、研究員、留学生別科生、開放講
座受講生、科目等履修生および専任教職員はそれぞれの図書館を紹介状なしに訪れて利
用することができます。
①直接他大学図書館を利用する場合
　所属大学の学生証、身分証明証を訪問した大学の図書館窓口に呈示して利用者登録を
済ませます。各大学の利用規則を遵守して貸出などのサービスを受けます。
* 貸出図書の返却は所属大学でも可能です。
* 貸出の延長は 回に限り、予約が入っていない場合に、受付館の窓口で行えます。

②所属大学図書館を窓口として他大学の資料を借りる場合
　本学の場合、情報端末から図書館情報センターHPにアクセスし、「CAN私立大学コ
ンソーシアム」ページに入ります。次に各加盟機関の文字列をクリックして各図書館の
所蔵を調べます。所属する大学図書館にその資料がないことを確認してから、 階のメ
インカウンターに申し出ることで資料の取り寄せ手続きができます。

* 取り寄せた資料は館外貸出ができます。
* 資料の取り寄せに費用はかかりません。
*  貸出の延長は 回に限り、予約が入っていない場合に、所属する大学図書館の窓口で行えま
す。
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　〈留意点〉
・本学の利用者は、図書館情報センターの貸出冊数とは別に、中部大学・南山大学の資
料をそれぞれ 冊 週間まで借りることができます。

・他大学の図書館を利用するときは、必ず開館スケジュール、利用条件などを確認して
ください。

⑻　ラーニング・コモンズ
　センターに新設されたこの施設のコンセプトは「学びの交流」です。ゼミやサークル
などで学生どうし、あるいは先生や LAを交えたグループ学習やミーティングが可能で
す。従来の静粛な学習環境とは異なるアグレッシブな創造空間として、センターの新た
な顔といえます。こんなことができます。
・図書館資料や個人の PCを持ち込んで、グループ学習、自主学習が可能です。
・プロジェクターやホワイトボードなどの機材を利用してグループ討論やプレゼンテー
ションの練習などをすることができます。

・PCや小型プロジェクターなど借り出し機器も充実しています。
・SAなど学習支援の人的サービスを受けることができます。
・オープンテラスではペットボトル自販機なども設置されており、飲食が可能です。
・ディスカッションや自由な会話ができます。
・印刷用プリンターを使用して学習成果や収集データのアウトプットも可能です。
・携帯電話は専用コーナーで通話可能です。

〈利用時間〉図書館情報センターに準じます。
〈利用席数〉  グループワークエリア（64席）、スタディーエリア（37席）、プロジェクト

ステージ（22席）、プリントコーナー（10席）、プロジェクトルーム（32席）
など、最大201席

〈利用申込・問合せ〉ラーニング・コモンズ受付カウンター（内線5015）

＊詳細は図書館情報センターHPにも掲載されていますので、参照してください。

◎図書館情報センターを利用するにあたって
　図書館は多くの利用者が共同で使用する施設です。
　全ての利用者には館内の雰囲気を保持する責任があります。
　お互いにルールを守って快適な環境の中で学びたいものです。

）  図書館にはさまざまなコーナーがあります。その特性を理解し節度ある行動を
しましょう。

）飲食は指定された場所で行いましょう。
）自分の手荷物は自分で管理しましょう。
）携帯電話の使用は決められた場所で行いましょう。
）清潔で快適な環境を皆で協力して守りましょう。
）学生証は必ず携帯しましょう（他の人に貸与しないようにしましょう）。
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）  問題が生じた場合や質問したい内容があるときは、遠慮なく館内スタッフに申
し出ましょう。

OPAC 
(館内蔵書検索) 

OPAC（館内蔵書検索） 
CAN and インターネット検索 

（他大学・機関蔵書） 

　教養部には、視聴覚教材を利用して外国語を履修するための  L.L.センター（外国語
視聴覚教育センター）が、 号館の 階に設置されています。
　センター内の つの教室（4101教室と4102教室）では、英語や第二外国語の一部の
クラス、選択科目の授業が機器を用いて行なわれています。皆さんの中には、自分の授
業の教室がL.L.センターに指定されており、すでに訪れた方もいるでしょう。でもL.L.セ
ンターは、授業を行うためだけの施設ではありません。英語、ドイツ語、フランス語、
中国語、韓国語など外国語に興味のある学生の皆さんがいつでも自習できるように、
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L.L.センターには豊富な視聴覚教材と自習室が用意されています。
　ここでは、L.L.センターを皆さんに利用していただくために、その活用方法について
簡単に説明しましょう。

　L.L.センター内には、開館時間中、学生の皆さんに自由に利用していただける PC自
習室があります。外国語を学習するといっても、皆さんにとって最も身近で、関心の高
い外国語は、なんといっても英語でしょう。L.L.センターには英語を学ぶための豊富な
資料や充実したソフトが用意されており、英語力のレベルアップを考えている人は、
PC自習室を使わない手はありません。
　PC自習室にはパソコンが用意されています。その中には TOEIC対策用ソフトが組み
込まれており、文法やリスニング形式の問題を満遍なく大量に学べる
ようになっています。ところで、皆さんは TOEICを知っていますか。
　 TOEICというのは、Test of English for International Communicationの
略で、英語による国際コミュニケーション能力を測定するためのテス
トシステムです。これは、アメリカでの公的テスト、例えば、TOEFL

（米国留学英語学力試験）などを実施している米国の公共教育機関で
ある ETS（Educational Testing Service）によって開発されました。
　今日の国際化した社会にあっては、学生の皆さんが就職活動をする
際に、TOEICのハイスコア（600点以上）を自己の客観的な英語運用
能力として履歴書に記入することが有利になってきています。TOEIC

が重視されるのは就職活動をする際ばかりではなく、企業入社後にお
いてもそうなのです。例えば「トヨタ自動車」を始めとして、昇進・昇級に TOEICス
コアを必須とする制度を導入する日本企業が増える傾向にあります。これは、日本企業
の活動がグローバル化し、その結果、英語によるコミュニケーション能力が業務遂行上
で必須となりつつある現実を反映しているためと考えられます。
　そこで皆さんにお勧めしたいのです。L.L.センターの自習室で TOEICの学習をして
みませんか、と。
　L.L.センターでは、皆さんの TOEICの学習を支援すべく20台のパソコンを PC自習
室に設置し、各種の TOEIC関連学習ソフトを用意しております。そのソフトの一部を
紹介しますと、TOEIC 470点コース第 回～第 回、TOEIC 600点コース第 回～第
回、TOEIC 730点コース第 回～第 回、TOEICテスト完全攻略200問 セット、
TOEICテストリスニング完全攻略100問 セット、などです。皆さんの実力を養成する
のに十分なソフト量だと言えるでしょう。
　また、パソコンによる学習の利点の一部を説明しますと、問題に対して解答した直後
にその解答が正解か否かをパソコンが判定してくれ、マウスのクリック一つでその問題
の解説画面を呼び出すことができることです。つまり、解答直後に解説を見て、問題の
ポイントが学習できるわけです。その上、コンピュータ操作も実に簡単で、使うのはマ
ウスだけです。またパソコン操作をする上で困った場合でも安心です。常駐している
ティーチング・アシスタントが皆さんを支援します。ですから、気兼ねなくL.L.センター
に足を運んで下さい。
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　L.L.センターには、VHS形式の映画390本、LD形式の映画141本、DVD形式の映画
201本の計732本の映画が所蔵されています。これらの映画は、全て L.L.センター内に
ある自習室（VHSプレーヤー 台、LDプレーヤー 台、DVDプレーヤー 台を設置）
で鑑賞することができます。
　所蔵映画は全て外国映画でアメリカ映画が中心となっていますが、ドイツ映画やフラ
ンス映画、中国映画や韓国映画なども揃えています。映画はストーリーや映像を楽しむ
のは勿論のことですが、意識次第で言語学習に大いに役立てることもできます。特に最
近の DVD形式の作品は、字幕を英語、あるいはフランス語、ドイツ語にして音声を日
本語にすれば（注：できないものもあります）、プロの翻訳家はどのような訳をしてい
るのか、良い面や悪い面を含めて参考にすることができます。さらには本を通じての学
習ではなかなかわかりづらい、言葉のニュアンスや使い方、身体を使った表現方法（顔
の表情や手の仕草など）を知る手掛りにもなります。
　L.L.センターの映画ライブラリーを、是非一度訪れてみませんか？　数々の名作映画
だけでなく、皆さんがまだ知らなかった、思いもよらない素敵な作品との出会いがある
かもしれません。

　愛知学院大学に入学された皆さんは、必修科目としてドイツ語・フランス語・中国
語・韓国語の中から第二外国語をひとつ選び、文化事情科目とあわせて履修します。そ
の過程で、自分は英語だけでなくフランス語の力も身につけたいとか、自分は英語より
も中国語を話せるようになりたいといった夢が膨らんでくる人もいるでしょう。
　そうした学生の皆さんにとっては、各国語の 検定試験も、自分の実力を伸ばし、試す
絶好の機会です。学習計画の中に組み込んで、挑戦してみるのも一手でしょう。L.L.セ
ンターでは各国語の検定試験の資料や過去の問題集などを取り揃え、貸し出しもしてい
ますので、関心のある方は気軽に声をかけてみてください。参考までに、代表的な検定
試験を以下に列挙しておきます。

①ドイツ語技能検定試験（独検）
　ドイツ語学文学振興会が主催して、春と秋の年 回実施されます。検定基準は 級～
級で、例えば 級の基準は「基礎的なドイツ語を理解し、初歩的な文法規則を使って

日常生活に必要な表現や文が運用できる（ドイツ語授業を約60時間受講しているか、
これと同じ程度の学習経験のある人）」というものです。合格者には試験結果通知票と
ともに合格証書が郵送され、各級の成績優秀者には賞状と副賞の授与もあります。

②実用フランス語技能検定試験（仏検）
　フランス語教育振興協会が主催するフランス語の検定試験です。検定基準は、 級～
級まであり、一番簡単な 級の基準は「初歩的な日常フランス語を理解し、読み、聞

き、書くことができる。標準学習時間：50時間以上」となっています。検定は年 回、
春季と秋季に行われ、毎年 万人を超える人が受験しています。
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③中国語検定試験（中検）
　中国語検定試験は、日本中国語検定協会の実施する中国語の能力検定で、毎年 月、
11月、 月の第 日曜日に実施されます。認定基準は準 級～ 級で、準 級の基準
は「中国語学習の準備完了。学習時間60～120時間」となっています。またこの他にも
スコア式ビジネス中検があり、これは 月と 月の年 回実施され、合否判定をせず、
得点証明書が発行されます。

④ハングル能力検定試験
　ハングル能力検定協会が実施する韓国語の検定試験。検定基準は 級～ 級まであり、
一番簡単な 級は「60分授業を40時間受講した程度。韓国・朝鮮語を習い始めた初歩
の段階。ハングルの母音と子音を正確に区別でき、約450語の単語や限られた文型を用
いて作られた文を、読んだり聞いたりすることができる」レベルとなっています。

　L.L.センターの開館日・開館時間は、以下のとおりです。PC自習室を利用したり、
映画を鑑賞したりする際には、事務室に申し出てください。事務室には職員とTA（ティー
チング・アシスタント）が常駐し、皆さんに気軽に利用していただけるよう、サポート
を心がけています。是非一度、訪れてみてください。

　　開 館 日：月曜日～金曜日（年末・年始などの休学日を除く）
　　開館時間： 時20分～17時

　愛知学院大学には、学生の皆さんが自由にコンピュータを使える「 情報処理教育セン
ター」が設置されています。
　英語名は Education Center for Information Processingですので、頭文字を取った「ECIP」
が略称となっており、「エシップ」あるいはもう少し英語風に「イーシップ」と呼ばれ
ています。
　教室はいろいろなところにありますが、中心は 号館 階です。事務室や一般利用室
があります。
　「情報科学」「情報処理概論」など、学部によって名称は異なりますが、コンピュータ
を使いこなすための授業科目を取る場合には、ここが活動の中心となります。
　授業以外でも、大学生活を豊かにするためには、コンピュータの利用は欠かせません。
新学期が始まったら、すぐにでも訪れてみてください。

　情報処理教育センターには、現在、コンピュータを備えた教室が16教室（コンピュー
タの総数878台）と学生卓に情報コンセントを用意した教室が 教室あります。
　情報処理教育センターのネットワークは、愛知学院大学全体のネットワークに接続さ
れ、もちろん、学外のインターネットにも繋がり、大学院生や聴講生も含め、学生の皆
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さんが、授業の空き時間にレポートを作成したり、インターネットの閲覧や電子メール
による 情報収集や情報交換などに利用できるようにしています。プリンタも接続されて
いますので、そのまま印刷することもできます。

　教室の多くは、情報教育の授業に使用されますが、少なくとも 教室は常時自由に学
生の皆さんがパソコンを使えるようになっています。
　情報処理教育センターには、コンピュータやネットワークに詳しい学生が ティーチン
グ・アシスタント（普通 TAと呼ばれています）として勤務しており、一般学生の皆さ
んの質問に答える等、利用上の手助けをしています。どんなに初歩的なことでもいいで
すので、何でも聞いてみてください。親切に教えてくれますよ。

　授業時間や空き時間にコンピュータを利用するためには、事前に「コンピュータ利用」
の登録申請をして、情報処理教育センターのアカウント（個々人の本人確認のこと）を
取得する必要があります。
　ただし、ノートパソコンを持っていて、ネットワーク接続をする予定がない方や、各
教室に設置されたコンピュータを使わない方は申請する必要はありません。

　 利用登録の申請は「第 クライアント室」（ 号館 階。通称1C教室）の受付係が受
け付けています。申請用紙は第 クライアント室の受付にあります。申請には「学生証」
が必要です。
　所定の「登録申請書」を受理すると、係がアカウントを与え、「利用登録証」と「仮
パスワード」を交付します。その 日後からコンピュータが使えます。

　この利用登録証と パスワードがあれば、いつでも情報処理教育センターが利用できま
す。
　一般利用室で、空いているコンピュータに学籍番号とパスワードを入力すると、その
瞬間から、そのコンピュータはあなた専用のものとなります。
　例えば、レポート作成をする場合、自分専用のフォルダ（データやファイルを格納し
ておく場所）がありますので、そこにファイルを保存しておけば、いつでもまた続きを
書くことができます。言うまでもなく、他の人はこのフォルダを見ることは一切できま
せんので、安心です。
　また、情報処理教育センターに利用登録すると、専用の電子メールのアドレスが発行
されます。携帯メールを利用している人も多いでしょうが、パソコンを利用した電子メー
ルは、利用法がはるかに広いです。せいぜい利用してください。

　「学ぶ」とはどういうことなのでしょうか？　このことをもう一度思い起こして下さ
い。受身ではいけません。大学は自分の力で道を切り開いていくところです。自分の興
味・関心をしっかり自覚した上で、自分の力を伸ばしていくことが大切になってきます。
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そして、自分がどんな分野で社会貢献ができるかを見極めていくことができるようにな
ります。大学生活は自由であると同時に、自立と責任が伴うものです。学習計画を立案・
実行し、意欲的な学生生活を送り、主体的に学ぶ喜びを味わってほしいと願っています。
大学では様々な授業が提供されています。教養部開講の授業を見てみると、その多様性
に驚くことでしょう！　自然科学、社会科学、人文科学、スポーツ科学、語学など、面
白そうな科目が目白押しです。それだけ各分野の専門家が教養部には揃っているという
ことになります。跳ね返り係数 eに関する質問は物理の先生に聞けばいいし、酸性雨の
ことは生物の先生が質問に答えてくれます。また英語の手紙の添削は英語の外国人教員
が引き受けてくれます。勉強に関することであれば、どんなことでも質問に来て下さい！
　何かを「学ぶ」時、自分で何かを発見し、自分で理解・納得できる間は興味を持ち続
けることができます。継続することで、理解が広がりと深みを増してさらなる興味を喚
起することができます。しかし、続けることはなかなか難しいものです。学習支援室に
は教員が待機しています。授業で行き詰ったとき、分からないことがあったときなど、
自由に気軽に相談してください。話を聞くと、ヒントが得られるのではないでしょうか。
学習支援室では、教養部教員が一丸となって、学生の自律的学習への取組をサポートし
ます。

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

利用できる人：全学部全学科の学生

場所： 号館 階（246教室の東隣）
　教養セミナーや語学など教養教育科目が多い 号館の教室に隣接しています。

時間：9:00～17:30（土・日・祝日を除く）
担当教員：教養部教員が、半期ごとに時間帯を決めて月曜日から金曜日の午後に担当し
ています。気軽に質問、相談をしてください。

担当教員予定表（別紙）

◇ 具体的な活用方法
　○ 何かの事情で成績がふるわず、そのことで悩んでいる
　○ 履修や単位について聞きたいことがある
　○ 自分に合った資格が取りたい
　○ 大学院に進学したい
　○ 留学するにはどうしたらいいのか？
　○ 公務員になりたい
　○ 英会話を始めたい
　○ 卒業できるのかな
　○ 学力を伸ばしたい、基礎学力に自信がない
　○ 各種検定試験の受験対策指導をしてほしい
　○ どんな科目を履修したらいいのか分からない
　○ 授業内容が分からない
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　○ 英語の文献について調べたい
　○ レポートの書き方が分からない
　○ 授業で分からないことがある
　○ もっと専門知識を増やしたい
　○ 何から手を付けていいのか勉強の仕方が分からない

◇ 自習室として
 学習支援室を自習室としても利用できます。昼休みなどの空き時間を有効活用して
ください。

◇ 参考図書
 充分とは言えませんが、TOEICや SPIなど資格試験の問題集が置いてありますので、
利用してください。

◇ SPI・公務員試験説明会
 　SPI（Synthetic Personality Inventory）は、能力適正テストと性格適正テストを一つ
に組み込んだ総合適性検査です。就職試験として採用される場合が多いので、早め
の準備が必要となります。学習支援室では、キャリアセンターに協力していただいて、
SPI説明会を随時開きますので、ぜひ参加してください。また公務員試験・教職・
TOEICなどに関する説明会も開催します。説明会に関する情報は大学のホームペー
ジ及び、掲示板で見ることができます。

◇ 「英語何でも学習室」・「数的処理の学習室」
 　英語・数的処理に自主的に取り組みたい人は積極的に参加してください。個別指
導を原則とします。

 　英　　語：毎週木曜日　 時限　（教室：2202）
 　数的処理：毎週火曜日　 時限　（教室：2202）
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5

■　■　■　■　■　■　■

　レポートは、調査結果を報告するタイプと、自分の意見を述べるタイプとの つにわ
かれます。以下、それぞれのタイプのレポートを作成する際のポイントを説明します。

　「○○について調べよ」というテーマのレポートがこれに該当します。このタイプの
レポートは自分の意見を述べるのが目的ではなく、○○とはどういうものか、を述べる
ことが目的ですから、その対象についていかに上手に調べるかがそのレポートの良否を
左右することになります。このタイプのレポートは、標準的な内容を調べた上で、さら
に特殊な視点からの説明を加えるなどの工夫をすればよりよいものになります。本章各
節の説明を参考にして、辞書・インターネット・図書館・LL教室・情報処理教育セン
ター・学習支援室などを活用し、十分に調査した上で作成する必要があります。なお、
この調査を行なう際には、あるひとつのメディアの情報によるのではなく、必ず複数メ
ディアの情報によるようにしましょう。なぜならば、同じ対象であっても、分野によっ
てそれを扱う視点や重要性や評価が異なることが多いからです。複数のメディアにおけ
る情報を収集することにより、その調査対象のもつ多面性を述べることができ、その本
質についてより深い説明をすることができます。

　このタイプのレポートは、テーマが与えられるタイプと与えられないタイプに二大別
されます。
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　テーマが与えられるタイプ
　このタイプは、さらに「討論型」と「謎解き型」にわかれます。

　このタイプのレポートは「○○というテーマについて、自分の考えを述べよ」「○○
というテーマについて、賛成か反対か述べよ」などのように、あるテーマについての自
分の意見（立場）を説明することを求められるものです。どんな意見を述べてもかまい
ませんが、その意見がいかに妥当であるか、他の意見をいかに論破できたか、を読者（教
員）に納得させることがポイントとなります。説得力のない意見は「感想」とみなされ、
評価が低くなる可能性があります。

　このタイプのレポートは、「……とは何か」「なぜ……なのか」という「解決すべき謎」
が与えられ、その答えを述べることを求められるものです。このタイプのレポートにお
いては、結論そのものもさることながら、その結論にいたる論理的筋道がいかに整合的
であるかが重要なポイントとなります。従って、問題の本質をいかに的確にとらえるか、
根拠をきちんと示せるか、論理は飛躍していないか、予想される反論に対する再反論は
説得力があるか、などが注意すべき点となります。

　テーマが与えられず、自分で自由に設定するタイプ
　「テーマは決めないので、自分でテーマを決めて自由に論じなさい」というレポート
課題を与えられて、「楽勝‼ 」と喜んだことはありませんか。そして、「自由に」書いた
結果、評価が低く、ちょっと「ムカついた」ことはありませんか。
　このタイプのレポートは、一見、簡単そうに見えるのですが、実は最も難しいのです。
その理由は、自分でテーマを設定しなければならない点にあります。みなさんはふだん、
教員からさまざまな問題を出され、それに対する答えを考えさせられています。答を考
えることはそれなりに難しいことですが、実は、問題を立てること自体も難しいことな
のです。なぜなら、結論の出ない問題も、結論に意味のない問題も、ともに問題とは言
えないからです。調べたり考えたりすれば、何らかの意味のある結論が出る問題でなけ
れば問題とは呼びません。従って、このタイプのレポートを作成する際には、いかに適
切なテーマを設定するかがポイントとなります。「人間とは何か」という、とてもすぐ
には結論が出ないテーマでもだめですし、「1201教室には蛍光灯が何本あるか」という、
その結論にまったく意味のないテーマでもだめなのです。このタイプのレポートに対処
するためには、日頃から、様々な事柄に興味を持ち、それらに対する自分なりの考えを
もっていなければなりません。

　この項では、「自分の意見を述べるタイプ」のレポートをどのようにして作成するか
を説明します。
　説明に入る前にひとつ注意してほしいことがあります。それは、作成されたレポート
の論理展開の流れと、そのレポートを作成する過程における考え方の流れとは異なる、
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ということです。作成されたレポートは、問題提起→論証→結論という整然とした流れ
になっているので、そのレポートを作成する過程においてもそうした整然とした流れで
考えているのだろうと思われがちですが、実際はそうではなく、問題提起→仮の結論→
論証の試み→結論の修正→論証の試み→結論の修正→……最終的結論、という流れで考
えていることのほうが多いのです。
　みなさんはレポートをどのように作成するかを知る必要があるわけですから、この項
では、できあがったレポートの構成を分析して説明するのではなく、レポートを実際に
作成するときの流れに即して、その作成方法を説明します。なお、この説明はワープロ
を使用してレポートを書くことを前提としています。

　論ずべきテーマが教員から与えられている場合には、もちろんそのテーマが、提起す
る問題となります。テーマが与えられていない場合には、自分で提起することになりま
す。この場合、もっとも書きやすいのは、「謎解き型」で書くことです。「討論型」の方
が「自由に」意見が言いやすく簡単そうだ、と思っている人が多いのですが、それは誤
解です。確かに「自由に」意見を述べることができるかもしれませんが、自分が自由に
意見を述べることができる、ということは、他人もまた自由に意見を述べることができ
るのだということに気づかなければいけません。つまり、そのテーマについては、自分
の意見以外に多様な意見が存在する可能性が強いわけであり、そうした状況において、
読者（教員）に自分の意見に納得してもらうためには、多様な反論を退けるだけの論理
が必要となり、かなりの説得力が要求されます。これに対し、「謎解き型」は、テーマ
が具体的で、論ずる範囲が限定されていますから、多様な意見が入る余地はなく、むし
ろ論じやすいのです。

　提起すべき問題が定まったら、その問題に対する自分なりの仮の結論を出します。「○
○とは何か？→たぶん……じゃないかな」「なぜ○○なのか？→たぶん……だからじゃ
ないかな」という程度のものでよいでしょう。ただ、仮の結論とは言うものの、いずれ
はきちんとした結論につながっていくものですから、荒

こう

唐
とう

無
む

稽
けい

なものではいけません。
仮のものではあっても、いざ考えるとなるとかなり難しいものですが、これを思いつか
ないと先へは進めません。

　さて、苦労の末に何らかの仮の結論を思いついたとしましょう。次のステップは、そ
の結論を支持する根拠やそれを否定する反論を考えることです。
　結論を支持する根拠を、思いつく限り書き出します。どんな些細な根拠であってもか
まいませんから、すべて書き出します。
　次に、予想される反論を考え、すべて書き出します。せっかく思いついた結論を自分
で攻撃するのは嫌なものですが、論証を確かなものにするためにはこの作業が欠かせま
せん。時には、反論の方が優勢になる場合もあります。その場合は、思い切って結論を
変更することも必要です。せっかく思いついた結論だから、と最初の結論にしがみつい
ていると、論証が進むにつれてどんどん論理が破

は

綻
たん

していきます。結論を変えた方が論
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理の流れがうまくいくのならば、結論を変えなければなりません。
　この過程では、考えがあちこちに飛んだり、まったく別の視点を思いついたりして、
とてもまとまった文章にはなりません。でも、それでよいのです。最初から、きちんと
した構成で文章を書こうとせず、とにかく、思いついたことをどんどん書いていきましょ
う。
　参考にした資料があれば、その要点を書き、その要点についての自分の意見を記して
おきます。この場合、資料の名称等をきちんと記録しておきましょう。インターネット
の記事であれば、プリントアウトあるいはブックマークをするなどして、URLを保存
しておき、後でその記事を確実に見ることができるようにしておくことも必要です。
　この過程に入ると、文章を書いていないときでも、何か論証に関わることを思いつく
場合があります。思いつきは、そのテーマについて考えているときだけではなく、なん
の脈絡もないときにふと訪れるものです。あるテーマについて常に考え続けていると、
別のことをしているときでも、そのテーマは頭の片隅にひそんでいるらしく、突然、い
い思いつきがひらめくことがあります。何かを思いついたら、その場ですぐにメモしな
ければなりません。後でメモしようとすると必ず忘れます。すぐにその場で、何らかの
手段でメモしましょう。なお、メモは抽象的に書かないで、できるだけ具体的に書かな
ければなりません。抽象的に書いたのでは、後で読み返したときに何のことかわかりま
せん。（45頁参照）

　上記の過程で考えを煮詰めていくと、結論が当初のものとは変わってくる場合があり
ます。時には結論がまったく反対のものになってしまうこともありますが、そこまでで
はなくとも、結論を部分的に修正しなければならないことはよくあります。場合によっ
ては、別々のことのように思えていた現象が、同じ事柄の別の面の現れであることに気
づくこともあります。結論はできるかぎり一元的（ひとつの原理で様々な現象が説明で
きる）なほうがよいですから、複雑な結論になった場合は、もっとすっきりしたものに
ならないかよく考えてみましょう。

　こうした検討を何度も重ねていくうちに、次第に自分が何を言いたかったのかがわ
かってきます。最初の仮の結論では「たぶん……じゃないかな」という程度のものでし
たが、この段階まで来ると、「……であることはほぼまちがいない」というところまで
来ているはずです。ここまで来たら、いよいよきちんとした文章に仕上げていきます。
逆にいえば、この段階まで来ていなければ仕上げに入ってはいけない、ということです。
結論を吟味するのが苦痛になって、考えがまとまらないまま無理に文章に仕上げようと
すると、さまざまな考えに振り回されるだけになり、「～～の場合は○○と思えるが、
……の場合は△△のように思える。つまり、このテーマに関してはいろいろな考え方が
あるということがわかったわけであり、奥深さを感じて大変興味深かった。今後、この
テーマについてもっと深く考えていきたい。」などという「ありがちな」結び（結論と
は言わない）になってしまうのです。「今後、このテーマについてもっと深く考えてい
きたい」と書いていますが、そう書いているだけで実際には考えたためしがないし、第
一、「深く考える」必要があるのは、レポートを書いた後ではなく、書く前です。
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　さて、いよいよ仕上げに入ります。苦労して考えたことをすべて書きたいと思うかも
しれませんが、レポートは他人に読んでもらうものですから、いかに苦労して考え抜い
たとしても、その過程をそのまま書いてはいけません。何事もなかったかのように、問
題提起→論証→結論、の順序で整然と書き進めます。
　この過程において、さまざまな思いつきを整理していきます。
　思いつきを
　 ）結論に関わる思いつき
　 ）根拠となる思いつき
　 ）反論となる思いつき
　 ）再反論となる思いつき
　 ）参考・補足的な思いつき
　 ）今回のテーマでは使用しない思いつき
のように分類し、文章の中に組み込んだり除外したりしていきます。いろいろ思いつく
と、それらを全部文章に盛り込みたくなるものですが、思いつきの内容は多岐にわたっ
ているため、論理の流れからして、そのすべてを今回のレポートに利用できるわけでは
ありません。今回の論旨に必要ないものは、どんどん除外していきます。ただ、これら
の思いつきは、後日、別の局面で役立つかもしれないので、消去せずに、「思いつきノー
ト」などのファイルを作って保存しておきます。
　文章の構成は次のようです。
　まず最初に問題を提起します。教員からテーマが指定されていた場合には、そのテー
マを記します。自分でテーマを設定した場合には、その設定理由を簡単に書きます。
　次に、論証過程に入ります。この時、最初から結論（あるいはその概略）を記す方が
書きやすいでしょう。「○○については、……と考えられる。以下その理由を記す。」な
どのように書くわけです。レポートは小説ではありませんから、結論を最後まで隠す必
要はありませんし、ドラマチックに盛り上げる必要もありません。最初に結論を書いた
ほうが、読者（教員）にとっても見通しがつき、理解しやすいのです。
　結論の根拠となる事柄を記した後、想定される反論を記し、それに再反論を加えます。
「……については～～という反論が想定されるが、それは反論とはならない。なぜなら
ば……からである。」のように反論をひとつひとつ消して行きます。
　こうして、自分の論拠を述べ、反論を消去した後、結論を述べます。結論は「以上の
考察により、次の結論を得た。 …… ……」のように箇条書きで書く方が読者にはわ
かりやすいでしょう。逆に言えば、箇条書きにできないような結論では、まだ十分に練
られていない、ということです。

　引用文の出典や、補足的な説明、などを記す場合には、それらをそのまま本文中には
書かず、それらを記すべき箇所に「注 」「注 」……のように注の通し番号だけを記
しておき、レポートの最後、結論を記した後に、まとめて「注」として列挙します。詳
しくは次項を参照してください。
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　文章を執筆するにあたって絶対に行ってはならないことは、盗作や剽
ひょうせつ

窃です。盗作
とは他人の著作物の全部あるいは一部を自分の作品として発表すること（酷似したもの
を発表することも含む）であり、剽窃とは、他人の著作物の論旨の全部あるいは一部を
その出所を記さないで自分の著作物の中に取り込み、あたかも自分の独創であるかのよ
うに装うこと、です。書籍だけではなく、インターネット上の著作物でも同様です。
　他の文献の文章あるいはその論旨を自分の文章中において紹介したい場合には、引用
文献あるいは参考文献として明示します。
　引用とは、他の著作物から文章の一部を抜粋し、自分の文章の中にそのまま記すこと
です。この際、引用した文章であることが明確にわかるように、引用文は「　　」など
でくくって示し、さらに、その引用した文章がどの著作物からの引用であるか（できれ
ばその頁数も）を具体的に示さなければなりません。通常は、引用した文章の末尾に「注
」などと、注の通し番号を付し、レポート末尾の注を列挙する部分において、その出

所を示します。
　参考文献とは、その文献の論旨の全部あるいは一部が自分の論旨に影響を与えている
文献です。具体的にある箇所を引用するのではないため、引用文献とは区別しますが、
自分の論旨が影響を受けている点では引用と同様ですから、その文献名・著者名等を明
記しなければなりません。参考文献は、通常、注を列挙した後にまとめて「参考文献」
として掲げます。なお、自分の著作の論旨に参考文献と同様のものが含まれている場合
には、その論旨は参考文献の著者のオリジナルであるとみなされます。
　引用文献や参考文献の名称等は次のように記します。
　論文名は「　　」で、書籍名・雑誌名・紀要名は『　　』でくくって示します。いず
れの場合も、著者名・編者名は最初に記すことが多いようです。書籍・雑誌・紀要の発
行時期は年月だけを記し、日は記しません。なお、学問の世界で「雑誌」と称するもの
は、論文が掲載されている学術雑誌です。また、「紀要」とは、各大学・研究機関等が
定期的に発行している学術雑誌です。紀要に掲載された論文を記す例をあげておきます。
　（例）稲  垣正巳「『タンタンの冒険』について──不死身の身体から生身の身体へ

──」（愛知学院大学教養教育研究会『愛知学院大学教養部紀要』第54巻第
号。2006年 月。15‒32）

　これは、稲垣正巳氏が著した論文「『タンタンの冒険』について──不死身の身体か
ら生身の身体へ──」が、2006年 月に愛知学院大学教養教育研究会が発行した『愛
知学院大学教養部紀要』の第54巻第 号の15頁～32頁に掲載されていることを示して
いる例です。

　完成した文章はすぐに提出せず、一定期間手元において、何度も読み直して十分に推
敲します。文章を書き終わった瞬間には「結構うまく書けた」と思うものですが、何日
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か経過してから読み直すと、色々と書き直すべき点がみつかるものです。ですから、執
筆計画には文章を読み直す時間も含めておかなければなりません。
　読み直す際のチェック項目は次のようです。
（論理展開に関わるチェック項目）
　・提起された問題と結論がきちんと対応しているか
　・論証過程の論理に飛躍や不足はないか
　・反論はきちんと論破できているか
　・接続詞は適切か
（表現に関わるチェック項目）
　・主語と述語は対応しているか
　・冗長な言い回しはないか
　・読んですぐにわからないところはないか
　・「です・ます」調と「である」調が混在していないか
　・誤字脱字はないか
　・引用文献の書誌情報（書名・執筆者名・発行年月など）は正確か

　推敲の際には、これらのチェック項目に留意し、「他人の目」になって読むことが必
要です。自分の文章は自分の思考の流れと一致していますので、普通にさらっと読んだ
だけでは、なにもひっかかる点を感じず、スルスルと読めてしまいます。時には「我な
がら名文」と思うことさえあります。しかし、それでは推敲したことにはなりません。
一文一文、目を皿のようにして読み、日をおいて何度もチェックします。
　なお、レポートは、あくまでも、あるテーマについての結論を述べるものですから、「授
業への謝辞・感想」「執筆の苦労話」「うまく執筆できなかったことへの言い訳」「執筆
にあたっての感想」「単位の懇願」等は無関係なことであり、決して書いてはいけません。
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6

──アサーション assertion（自己表現）

■　■　■　■　■　■　■

　具体的なコツを説明する前に、まず、討論や口頭発表のもつ特質について説明します。　
文章や映像も討論や口頭発表と同様、自分の意見を表現する手段のひとつなのですが、
両者には異なる点があります。その異なる点とは何でしょうか。
　それは、文章や映像が視覚によって受容されるのに対し、討論や口頭発表は聴覚によっ
て受容される、ということです。視覚で受容される情報は、文字・図・色彩等によって
構成されており、それらの情報量はかなり多いのですが、聴覚で受容する情報は音声に
限られており、その情報量は極めて少ないのです。また、文章は何度でも同じ箇所を読
み直すことができるという高い再現性を有していますが、討論や口頭発表の音声は発せ
られた瞬間に消滅してしまうため、再現性はまったくありません。討論や口頭発表を行
う際には、以上の特質をよく理解していなければなりません。

　討論は、複数のパネリスト（討論に参加している人）が一つのテーマについて様々な
意見を述べ合い、一定の結論を得ることを目指す発表形式です。予め決められた結論と
いうものはありませんから、どのような意見が出て、どのような結論に至るかは実際に
行ってみなければわかりません。
　しかし、まったく何の用意もなく、いきなり討論に参加してはいけません。他のパネ
リストの意見を聞きながらその場で自分の意見をまとめようと思っていると、他のパネ
リストの意見に振り回されて、自分の結論が右往左往してしまい、生産的な意見を提示
することなく終わってしまいます。
　ですから、たとえ討論であっても、参加する前に予め自分なりのおおまかな結論を持っ
ておくことが必要です。討論に参加する前であっても、そのテーマやパネリストの顔ぶ
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れはわかっているはずですから、他のパネリストの業績・従来の主張等を調べておき、
彼らがその討論のテーマについてどんな意見を述べそうか、ある程度予測をたてておく
のです。そうすれば、討論の場で今まで考えたこともなかったことについて急に意見を
求められて困る、ということもなくなり、自分なりの意見を提示することができるので
す。その討論がパネリストにとっても聴衆にとっても生産的なものになるためには、以
上のような事前の準備が必要です。

　当日は、他のパネリストの意見を聞き取りながら、必要に応じて自分の意見を提示す
ることになります。このとき注意すべきことは、討論は聴覚で受容される情報である、
ということです。前述の通り、聴覚は情報量の少ない感覚ですから、自分の意見を聴覚
だけでよりよく理解してもらうためにはそれなりの工夫が必要となります。以下にその
工夫を列挙しておきます。
　 ）自分の意見がまとまってから発言する。
　 ）同意見か異なる意見かがはっきりわかるようにいう。
　 ）だらだら話さない。
　 ）文を短く切る。
　 ）聞くだけでわかる単語を使う。同音異義語や難解な術語に注意する。
　 ）自分の意見の論点が複数ある場合には個条書きでいう。
　 ）他のパネリストの論点を確認するときも箇条書きでいう。

　口頭発表も討論同様、聴覚で受容される情報ですが、討論とは異なり、視覚資料であ
るハンドアウト（発表の内容を記した資料、レジメともいう）を作成・配布するのが普
通ですので、討論に比べれば理解してもらうための情報量が多くなります。
　また、口頭発表は討論とは異なり、予めテーマも結論もわかっているわけですから、
入念な準備をすることが可能ですし、また、そうしなければなりません。

　ハンドアウト作成上の注意点
　ハンドアウトの内容量は、発表を聞きながらでも読み切れる量を上限とします。読み
切れない量の資料を示し、その資料を論証に用いたのでは、聴衆は論理展開が理解でき
ません。論理展開の要所要所で使用する資料は一目でわかる程度の量に留めることが必
要です。
　また、聴衆は、発表を聴きながらその論理の流れを頭の中で立体的に組み立てていま
すから、ハンドアウトはその組み立てを補助するように、立体的に構成されていなけれ
ばなりません。つまり、大きな論理の流れ（主流）とその流れを補足する論理（傍流）
が明確に分けてある内容でなければならないということです。活字の大きさ・フォント
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を工夫したり、行頭を下げるなどして、視覚的に立体感を強調することが重要です。こ
れをしておかないと、たとえ、ハンドアウトやパワーポイントなどの視覚資料を使用し
たとしても、資料のどの部分も同じ重要度に見えてしまいます。その結果、発表全体が
平板になり、良く言えば「淡々と」悪く言えば「だらだらと」続き、聴衆は飽きてしま
います。

　原稿作成上の注意
　発表内容を予め文章にしておき、発表当日それを早口で読み上げる人がいますが、こ
れではまったく理解できません。口頭発表は聴覚情報ですから、視覚情報である文章を
そのまま聞いても理解できないのです。また、ハンドアウトにその文章が全文掲載され
ていたとしても、限られた時間内にそれを読み取ることは極めて困難ですから、やはり
理解できません。従って、発表原稿は、聴衆が普通の速度で聴いて十分わかる程度の量
と内容でなければならないのです。また、実例を挙げて説明する場合には、その説明時
間も考慮して作成することが必要です。前項「討論のコツ」の「 　当日の注意点」に
示した ）～ ）を参考にして作成しましょう。

　想定問答集の作成
　口頭発表によっては、発表後、質疑応答の時間が設けられている場合があります。質
疑応答においては、発表の内容をもう一度質問されるなどということはなく、発表内容
をさらに掘り下げた内容を質問されるのが普通です。従って、その質問に答えるために
は、発表資料とは別に、予想される質問とその答えとを記した想定問答集を作成してお
く必要があります。自分の発表の細部を一つ一つ検討し、論理の流れに関すること、資
料の説明に関すること、従来の説に関すること、などに分類しておきます。

　練　習
　口頭発表では発表時間を厳守しなければなりませんから、ちょうど時間内に発表を終
えることができるよう、何十回も練習します。発表原稿が作成してあっても、それを読
んではいけません。発表原稿といえども文章ですから、それをそのまま読んだのでは聴
覚では理解しにくいのです。発表原稿をすべて頭に入れ、それを通常の丁寧な話し方で
発表しなければなりません。また、質疑応答においても、想定問答集の内容をすべて頭
に入れておき、どんな質問がでても、何も見ないですぐに答えられるようにしておく必
要があります。譜面を見ながら歌う歌手や台本を見ながら演ずる俳優はいません。発表
にあたっては、すべての原稿と想定問答集が頭の中に整理されて入っているのが当たり
前です。

　ここまで事前の準備ができていれば、当日はその準備に従い、大きな声で自信をもっ
て発表するだけです。話の要所要所で声を大きくしたり、間をとったりして、発表の立
体性が際だつように工夫することも必要です。
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7

──ワード・エクセルなど

■　■　■　■　■　■　■

　皆さんがコンピュータを使う場合、一番よく利用するのは、多分インターネットとワー
プロソフトでしょう。あとは表計算ソフトも利用する機会が増えると思います。
　まずワープロですが、本当はいろいろなソフト会社のワープロソフトがあるのですが、
現在日本ではマイクロソフト社の「 ワード（WORD）」がもっとも一般的なようですので、
ここではワードでどんなことができるのかを簡単に説明してみます。

　大学でワードを使う一番の機会は、やはりレポート作成でしょうか。高校時代と違い、
ページ数なども多い本格的なレポートも要求されます。手書きのレポートでもよいので
しょうが、一度ワープロソフトの便利さに慣れると、もう手書きの世界には戻れません。
　普通にワードをレポート作成に利用する場合は、あまり難しいことはありません。た
だ、文字の入力は一般的にはローマ字入力が速いです。皆さんは携帯でメールを書く時
には、「あいうえお」と言った五十音のひらがな入力で書いているでしょうが、コンピュー
タではローマ字入力が普通です。
　慣れるまで少し時間がかかるかも知れません。特に両手の10本の指を使って、なお
かつ手元のキーボードを見ないで文字を入力する「タッチタイピング」はすぐにはでき
ないでしょうが、心配する必要はありません。タッチタイピングを練習するソフトもあ
りますし、最初は 本指でゆっくり入力するのでもかまいません。要するに慣れで、コ
ンピュータを使う機会が増えれば、案外自然に身につくものです。

　普通のレポートを書く場合などは、特に難しいことはありません。自然に書いていけ
ばそれでいいのです。ワープロが便利なのは、訂正がものすごく簡単なところにありま
す。とにかく、文章を書いてみる。その上で、例えば、段落の順序を変えてみる。追加
の文を挿入してみる。余分な箇所を削ってみる。ここでは、具体的な手順は示しません
が、どれも驚くほど簡単な作業で行えます。

　次に、少し「おしゃれな文書」を作ってみる例を紹介してみます。
　文例は「サークルの夏休み旅行」にします。

　単純でよければ、次のようになります。

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊
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　愛知学院大学旅行クラブの皆さんへ
　夏のサークル旅行のご案内

　日程： 月 日 ～ 日
　旅行先：信州八ヶ岳
　費用：交通費込みで20000円
　集合： 日 JR名古屋駅 AM 10:00

　申し込み：幹事の日進一郎・阿良池和子まで

　部員の懇親を深め、夏の思い出を作るために、涼しい信州へ旅行に行きましょう。た
くさんの方の参加をお待ちしています。

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

　もちろんこれで十分なのですが、ワードでできるいろいろな装飾を利用して、もう少
しおしゃれで人目を引く文書にしてみます。

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊　＊

　どうでしょう、文字に装飾を加えたり、写真を配置したりして、参加意欲を掻き立て
るように見えませんか。この教材はカラーではないのですが、実際は文字や写真などが
カラーで配色されており、ごく普通の家庭用のプリンタでもかなりきれいな文書が、基
本さえ覚えれば、誰にも素早く作成できます。
　なお、細かいところでは、「日程」などの文字が「均等割付」を使って縦に見てすっ
きり見えるようにしてありますし、振り仮名も振ってあります。
　本当は、もっとこった文書も作成できるのですが、ここでは、30分程度で誰でも間
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単にできるものを紹介しました。

　　次の操作を覚えましょう（できたらチェック）
　　　□新しい文書を作る □用紙サイズを指定する
　　　□文字をコピーして貼り付ける □文字を移動する
　　　□文書を保存する □文字の大きさを変える
　　　□文字に色をつける □文字を太字にする
　　　□文字を斜体にする、下線をつける □書体を変える
　　　□文字を寄せる □縦書きにする
　　　□用紙の大きさの設定を変更する □写真を好きな位置に配置する

　なんだか難しそうに思えるかもしれませんが、実際は簡単です。ここで、ひとつひと
つの手順を説明することはできませんので、授業なら情報科学など、あるいは市販のマ
ニュアル本を参照して、覚えていってください。
　きっと、楽しみながら、ワードの基本が身につくと思います。

　次は、表計算ソフトの「 エクセル（EXCEL）」です。
　表計算ソフトとは、いろいろな数値データを「セル」と呼ばれる升目に入力して、セ
ル相互の関連を自動的に「計算」するソフトです。
　率直に言って、これはワードほど、普通の感覚で使えるソフトではありません。ただ、
一度慣れるとワード以上に「痒いところに手が届く」便利なソフトです。
　 年生のうちはそれほど使う機会はないかもしれませんが、学年が進んでいくほど、
ワードよりも使用機会が増えると思います。慣れてくると、ワードを使わずにエクセル
だけでも大体の文書作成ができるようになります。

　エクセルは、ワード以上に「奥行きのある」ソフトです。とてものことに、その可能
性の全部を紹介することはできませんが、ここでは「基礎の基礎」を紹介してみます。
　まずは、次の一覧表をみてください。

成績一覧表

国　語 数　学 英　語 社　会 理　科 合　計 平均点

日 進 一 郎 91 38 98 86 66

岩 崎 祐 子 71 88 90 93 79

阿良池和子 89 64 78 81 46

愛 知 純 一 59 93 65 49 96

末 盛 民 子 70 56 94 94 36

平 均 点

　架空の成績一覧表です。この表の、空欄になっているところに数値を入れるのですが、
電卓などを使わなくても、エクセルならすぐに次のようになります。
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成績一覧表

国　語 数　学 英　語 社　会 理　科 合　計 平均点

日 進 一 郎 91 38 98 86 66 379 75.8

岩 崎 祐 子 71 88 90 93 79 421 84.2

阿良池和子 89 64 78 81 46 358 71.6

愛 知 純 一 59 93 65 49 96 362 72.4

末 盛 民 子 70 56 94 94 36 350 70

平 均 点 76 67.8 85 80.6 64.6 374 74.8

　これは、空欄に「数式」と呼ばれる計算式を当てはめているのです。エクセルの機能
としてはもっとも基本的なものです。
　もちろん、ある程度の操作は覚える必要はありますが、決して難しいことではありま
せん。
　あるいはこんなこともできます。

成績一覧表

国　語 数　学 英　語 社　会 理　科 合　計 平均点

岩 崎 祐 子 71 88 90 93 79 421 84.2

日 進 一 郎 91 38 98 86 66 379 75.8

愛 知 純 一 59 93 65 49 96 362 72.4

阿良池和子 89 64 78 81 46 358 71.6

末 盛 民 子 70 56 94 94 36 350 70

平 均 点 76 67.8 85 80.6 64.6 374 74.8

　名前の順番が変わっていますね。成績順に並べ替えたものです。これもエクセルなら、
基本的な操作ですぐにできます。
　上の表は例をあげるために作った架空のものですが、これが人数が100人になっても、
科目数がもっと増えても操作の手軽さは同じことです。

　　次のことができるようになったらチェックして確認していきましょう。
　　　□ 「セル」「行」「列」の意味
　　　□セルに文字や数字を入力したり、訂正したりする。
　　　□行や列の挿入と削除 □連続データの入力
　　　□数式の入力 □数式のコピー
　　　□罫線を引く □文字やセルを装飾する
　　　□データに条件をつけて並べ替える □データに条件をつけて抽出する
　　　□グラフを作る □表やグラフをワードに貼り付ける

　ワードと違って、かならずしも直感的にはできるものではないのですが、これも授業
での説明やマニュアル本を参照すれば、割合簡単に覚えられることばかりです。
　ここではこれ以上は説明しませんが、エクセルの利用法としては、表計算以外にも、
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住所録や時間割表の作成などが考えられます。

　大学生としては、まずはワードの使い方を習得することが大切でしょう。ワードであ
る程度のレベルの文書作成ができるようになったら、次はエクセルに挑戦してみてくだ
さい。授業・情報処理教育センターでの自習、あるいはエクステンション・センターで
の課外学習などを通じて、少なくとも 年生のうちに両方のソフトが使えるようになる
といいでしょう。









95縁と健康を慈しんで

 ── 髙栁裕子
先輩からのアドバイス

■ ■

　2005年の春、心身科学部心理学科に社会人入学をして 年が経ちました。桜の名所
と名高い大学の構内を、やわらかな陽射しを浴び、教室移動や履修登録のために迷いな
がら駆けまわったことを懐かしく思います。
　学部では、教養科目と、各学部・学科の専門領域に特化した専門科目の両方を履修し
ます。幅広い分野で構成されたシラバスから、興味を引かれるものを選択し、講義が始
まってみると専門科目以外の教養科目においても多くの学びがありました。知見を広げ、
関心を深めるために、バランスよく組まれたカリキュラムには脱帽でした。大学進学の
機会を得られなければ、独学ではこのように効率よく学ぶことはできなかったように思
います。「健康」に関心を持つ私は、生物や薬学、「生と死」、に関連した科目を中心に
履修しました。専攻は心理学ですが、心と体が一体であることを何度も確認できたよう
に感じています。
　大学の講義をきっかけとして知識欲はさらに高まり、学外で行われた心理学に関する
講演会や講習会に参加することも多くありました。文献でしか知らなかった先生にお目
にかかれたり、参加者と友人になれたりすることもあり、いつもとは異なる場所で聴く
講義もまた、新鮮で、大変満ち足りた時間を過ごすことができるものです。
　 年生ごろになると時間割の編成にも少々ゆとりを持たせることができ、ボランティ
ア活動や有意義なアルバイトにも挑戦できますし、学生ならではの長期休暇を利用して
遠出をすることもできます。私の場合は、医科大学の付属病院にて交渉したうえで、患
者様とお話や付添介助、遊び相手をするボランティア活動をさせて頂いております。ア
ルバイトでは家庭教師として自分自身が中学生であったころとはひと味もふた味も違う
現代の中学生と関わるなかで多くを学ばせて頂きました。各ご家庭では、保護者の方と
お話しする機会も多く、種々雑多な親子の関係性に触れ、心理学的な観点からも考えさ
せられることは少なくありませんでした。また、長期休暇には、入学前にいた離島を再
び訪れ、新しい視点から現状を把握すると、以前は見えていなかった問題点にも気づき
ました。改めて離島の景色や文化の素晴らしさを再確認すると同時に、離れていたとき
には気付かなかった愛知県の魅力もたくさん発見できたように思います。
　住めば都、という言葉をよく思い浮かべましたが、それはひとえに、よき出会いあっ
てのことなのだと思います。もともと、老若男女、職種などを問わず、新しく人と会う
ことが好きな私でしたが、大学に入学してからはそれに輪がかかっていったものです。
学生である期間は、勉強している内容をきっかけとして、多くの人と出会える可能性が
たくさん得られる時期なのだと思います。全国から集まる同級生をはじめとして、主体
的に取り組む活動ごとに、必ず「縁」はあるものです。単調に見えても本当は刺激に満
ちた毎日をともに過ごす仲間も、考えがまとまらないとき知恵を授かる先生も、日常を
忘れて一緒に楽しみに没頭できる相棒も、ときには苦悩したり落ち込んだりして話を聞
いてもらう親友も、みな「縁」からの授かりものです。大きくとらえれば、見守ったり
支えたりしてくれる親との巡り合わせも「縁」であるといえましょう。
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　学生の期間には、公私ともにさまざまなライフイベントが訪れ、心理面でも学習面で
もぐんぐんと伸びる、まるで成長期のような時期もあれば、どうもついていないと感じ
るような不調な時期も必ずあるものですが、どのような時期であっても一人ということ
はありません。うまく息抜きをすることも含めて、絶えず前に、上に、と心がけていれ
ば、よい「縁」は巡ってくるものなのだと思います。その「縁」に気が付き、大切にで
きるかどうかも自分次第ですから、やはり、心身の健康管理は基本です。ありきたりで
はありますが、不調のときは栄養を摂りしっかり睡眠時間をとることは重要なことだと
日々感じています。
　長いようでとても短い 年間、過ごし方次第でたくさんのものが手に入ります。自身
の人生のサポーターになり得る仲間や指導者との「縁」、健康管理が負担なく織り込ま
れたライフスタイル、もちろんですが本分である知識や技能。それらは間違いなくその
後の暮らしに役立ちますし、心が満たされます。少々のストレスならば打破できる材料
にもなります。彩豊かな大学生活、今だから出来る経験を積極的に、建設的に、そして
健康的に過ごしてみてはいかがでしょうか。
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■ ■ ■

岡田千昭

　阿川弘之著 『雲の墓標』（新潮社）との出会いは高校時代である。当時、私は香川県
立高松高等学校に在学していた。われわれは戦後第一次ベビーブーム世代で数が多かっ
た。御多分に漏れず、高校生活は受験勉強に専念する「灰色の青春」と呼ばれた時代で
あった。その無聊をかこっているときに本書と邂逅したのである。
　さて、『雲の墓標』は、阿川弘之氏が東京大学国文科を繰り上げ卒業して、 海軍予備
学生として海軍に入り、その学徒兵体験をもとにして描いたものである。勿論、兵種は
航空兵である。本書において、阿川氏は主人公として投影した第14期海軍予備学生・
吉野次郎として登場している。日記風に叙述している文体が特色である。すなわち、昭
和18年12月12日（ 学徒出陣をふまえている）からその記述は始まる。日記の最後は、
昭和20年 月29日の 特攻隊の一員に指名されたところで終わる。本書では「眼がさめ
たようなおもいだ。…中略…明日ここを出る。行けばすべてがわかる」でペンを置く。
この後は両親宛遺書、学友鹿島宛遺書が続き、鹿島から吉野の両親宛手紙及び亡き吉野
次郎に捧げる詩で、小説は終了している。本書は戦争小説と銘打っているが、実際は阿
川氏の青春小説である。
　主たる登場人物は吉野次郎、藤倉、坂井、鹿島の 名の京都大学生である。彼らの内、
藤倉と鹿島の二人が一番海軍の気分に対して反逆的で、坂井が最も素直であり、吉野は
その中間という位置づけである。結末は、藤倉が飛行訓練中に殉職し、坂井と吉野は 特
攻出撃で戦死する。鹿島のみが生き残るというストーリーである。その理由は、鹿島は
飛行機乗りにはならず、 震洋（特殊高速魚雷艇）の乗員となったため戦死を免れたので
ある。
　当時の海軍予備学生の教育・訓練は全て江田島の 海軍兵学校を見習ったものである。
その象徴が、就寝前の 学生五訓（ 五省ともいう）の奉唱である。これにより自己の一日
を反省するのである。
　　○ 至誠ニ悖

モト

ルナカリシカ。
　　○ 言行ニハヅルナカリシカ。
　　○ 気力ニ欠クルナカリシカ。
　　○ 努力ニ憾

ウラ

ミナカリシカ。
　　○ 不精ニワタルナカリシカ。
　これをみても分かるように軍人教育は人格形成をも一応は重視しているのである。余
談になるが、野球監督の王貞治氏もこの教え（五省）を実践しているそうである。
　吉野達はこのようにして、猛訓練・猛勉強に明け暮れる生活を送るのであった。吉野
はもともとは教職に就くつもりであったのが、後には、「操縦ときまり、こころから愉
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快をかんじる」程に変化していく。そして、「われわれは負わされた大任を、かならず
立派にはたしてみせる。戦局を悲観的にばかり考える必要はない。13期の 飛行予備学
生が、現在の態勢をささえて頑張る。そしてわれわれ14期がこれをもりかえすのだ」
と決意するようになる。震洋乗り組みの鹿島からは「貴様たちは空から征け。俺は水の
上から征く」との手紙が届く。しかし、戦況は日々悪化していくのみであった。ついに
吉野は、「これからは、ただ、戦って、戦って、行きつくところまで戦い抜いてたおれ
るより仕方がないであろう」と覚悟する。ところで本書は、血なまぐさい戦闘ばかりが
続くのではない。淡いロマンスも登場する。吉野は深井蕗子という水俣の女性にほのか
な慕情を寄せるのであった。
　だが結局、吉野は最後にはそれらを全て断ち切り、昭和20年 月、終戦を間近にひ
かえながら特攻出撃し、散華するのである。出撃に際して、親友・鹿島に宛てた遺書の
冒頭に
　　 雲こそ吾

わ

が墓標
　　 落

らくき

暉よ碑銘をかざれ
の有名な文言が出現するのである。阿川氏の作品は文章全体が短文で構成されている秀
逸な名文である。
　最後に、 愛読書を持つということは、単に 心の糧となるのみならず、困難に遭遇した
ときに 勇気凛々・ 敢闘精神がわいてくることを付記する。

宮内憲一

　振り返って私が最も読書に夢中になったのは高校から大学一・二年の時だった。当時
は手当たり次第の乱読だった。神田の古本屋街を漁って、読んではそれを下取りに出し
ていた。
　 漱石の三部作では一緒に恋愛し、失恋し、宗助の苦しみに人生を少し味わったのを覚
えている。『三四郎』『それから』『門』の三部作は諸君にも是非お勧めしたい。《最近学
生と話していて分かったことだが漱石の作品はすでに古語を含む古典に近い作品だそう
だ。漢字を改め、新仮名遣いにし、注釈のついた読み易い文庫本が出ている》。
　 太宰治を読み進み、『斜陽』『人間失格』を読み終えた時、自分も己の存在の意味が見
いだせず、命を絶つより仕方ないかと思われるくらいの衝撃に襲われた（この二作は 坂
口安吾の『白痴』同様読み方に気をつけて欲しい）。むしろ友との友情や信頼に気づか
せてくれる『走れメロス』や、表現の美しい『富嶽百景』、特に女子学生には『女生徒』
（女性の細やかさや心理描写は、女兄弟のいない私には理想であった）をお薦めしたい。
　ところで私は授業の最初に詩や随筆などを読み、感想をまとめてもらうことを行って
いる。それら教材が、感じ・感動する心を豊かにしたり、疲れたときの癒しになったり、
処世のヒントを与えてくれるからである。長文が得意でない人は詩から入っていっては
どうだろう。 金子みすゞは『わたしと小鳥とすずと』（JULA出版）の中で“みんなちがっ
てみんないい” と詠います。障害者の 原田大助は “僕は僕やから大切にできる。僕は僕
やからがんばれる。僕が僕やから好きになれる”『僕の上の星君の上の星』（樹心社）と
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詠いました。この心は遠く釈尊が “天上天下唯我独尊” と説いています。二・三年前に
は槇原敬之が『世界に一つだけの花』でこの心を歌にしました。みんな違ってみんな良
い、この言葉に接すると疲れた心が癒され、頑張ろうという気になります。
　大学院時代自分を恥じたり行き詰まって相談に行った時、恩師の永津俊治先生は自ら
赤線を入れられた本を下さった。人生訓の書として『菜根譚』（岩波書店）、研究の心掛
けについては『狂ったサル』（サイマル出版会）で、今も座右の書として机において時々
読んでいる。特に前者は様々な訳者によるものが出版されているので自分に合うものを
読まれると良いと思う。人生のヒントを与えてくれる書としては 五木寛之著『大河の一
滴』『人生の目的』『運命の足音』（いずれも幻冬舎）が入手しやすく読みやすい。“ちっ
ぽけな自分の体の中をゆっくりとめぐっている見えない風のようなもの、見えない大き
な流れ、そう言うもの” を感じそこから自分を見つめる五木さんの生き方は教えられる
ことが多い作品です。また少し硬い文章だが 安岡正篤著『活眼活学』（PHP文庫）を勧
める。言葉や漢字の由来や字義を解説し、その中にある本来の有り様を解き明かしてく
れるもので美しい文章で書かれている。宗教者の著書の中から一つをあげると 青山俊董
著『生かされて生かして生きる』（春秋社）を読んで欲しい。著者の短歌・略歴の中に
他の著者の本を引用しながら生きるヒントが述べられている。
　 森鴎外の『高瀬舟』では弟の自殺幇助をせざるを得なかった喜助。 遠藤周作の『沈黙』
では長崎の隠れキリシタンの司祭が信者を助けるために転ぶときの葛藤が描かれてい
る。『夜と霧』（ ．フランクル著・みすず書房）のアウシュビッツ収容所における著者
の心理。『ITと呼ばれた子』（ヴィレッジブックス）での母親からの虐待を生き抜いた
著者の生き様。これらから生命の極限で自分ならどう考えるかという問題も考えてみて
欲しい。
　『蓮の露』（喜多上著・『はちすの露を読む』等）で弟子の 貞心尼が “生き死にの界は
なれて住む身にもさらぬ別れのあるぞ悲しき” と詠めば、死の間際の良寛が “うらを見
せおもてを見せて散るもみぢ”と返す二人の恋愛にも似た呼吸の妙を感じ取って欲しい。
　最後に本ではないが『祈るように語り続けたい』（NHKビデオ・吉永小百合朗読）の
中で読まれている詩を聴き、原爆の恐ろしさと戦争を考えて欲しい。

久馬栄道

　私は2001年度、愛知学院大学の在外研究員という制度によって、イギリスのリーズ
大学に、 年間、滞在する機会に恵まれ、非常に充実した日々を送らさせていただきま
した。
　私の専門は、数学とコンピュータ科学の間の学問なのですが、当然ながら英語には、
苦労させられました。イギリスには多くの日本人が住んでいますが、やはり理系よりは
文系、文系の中でも英語科出身の方が（当たり前ですが）英語は得意のようで、理系中
の理系、数学科出身の私の様な人には、英語は鬼門なんですねえ。
　そうは言っても、イギリスに行く事は決まってましたし、英語が出来ませんでは、ど
うしようもないですから、何とかしなければなりません。そんなわけで、私の個人的英
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語学習体験記を書いてみますが、少しでも本学の学生さんの参考になればと思います。

　イギリスに行く事が決まってから、いちおうは英会話学校で個人レッスンを受け、そ
の場合も、日本に来て間もないカナダ人で、あまり日本人に教える事に慣れていない人
に教師を頼み、実際のネイティブの会話に近い会話の授業を望んだのですが、実際にイ
ギリスに行って会話した経験では、英会話学校のスピードの倍ぐらいのスピードで会話
するので、このスピードに慣れるのに大変でした。
　もちろん、イギリスの大学の人々も、私が遠路はるばる日本から来たお客さんという
ことで、始めはユックリと外国人向けに話してくれるのですが、別の仲間が入って仲間
内の会話になった瞬間に、倍速です。要するに、ゆっくり話している間は、お客さん扱
いなんですね。これでは、本当の議論は出来ません。
　こっちだって、いろいろ議論したいです。特に2001年というのは、労働党のトニー・
ブレア党首が総選挙で大勝利したのに、9.11以降アメリカに従属したがために、支持率
が劇的に降下した年ですから。
　アメリカには日本人として、いろいろ言いたいですからね。特に、ジョージ・ブッシュ
現大統領のような極端な人以外にも、アメリカには未だに、ごくごく一般の人でも、日
本に原爆を落としたのが正しい事だと信じている人が多数存在する、信じられない国で
すから。ですから、それに従属するトニー・ブレアはどうだ、と言いたいわけです。（日
本の小泉はどうだ、と突っ込まれそうですが。）

　ちょっと話はそれますが、『 マルサの女』などの映画で有名な 伊丹十三という監督は、
彼の父親の伊丹万作も、戦前、何百という映画を監督した名監督なんです。ところが今、
彼の映画はたった つしか残っていません。これはアメリカによる日本人民間人の住む
都市の爆撃（ものの本によれば、国際法違反らしいですが）によって、燃えてしまった
結果なんです。
　ちなみに、伊丹十三は外国でもそうとう有名な監督なので、この話をすると、たいて
いのアメリカ人は驚くのですが、まあたいていは驚くだけですね。私としては怒って欲
しいのですが。皆さんもアメリカ人に、この話をしてみてください。今のアメリカもこ
の延長線上なんですかと。

　だいぶ話はそれてしまったのですが、要するに私は、アメリカ人に日本人への原爆投
下はどうだ、と迫るような英会話を、本学の学生さんには身に付けて欲しいのです。
　で、英語学習の効果的な勉強法、それはやっぱり、そんな便利なものはありません。やっ
ぱり英語においても勉強と言うのは、勉強の時間数に比例して身に付く、というのが、
あまりにも当たり前な、私の悪戦苦闘した結果の結論です。
　しかし現在は、インターネットとか、いろいろなメディアがありますので、勉強法そ
のものを工夫して、勉強を楽しくする事は出来ます。

　ひとつは映画の利用です。英語の映画は、日本では日本語の字幕が付きますが、これ
を字幕なしで見るのは、自然な英語を勉強する良い方法です。今では、DVDで字幕を
消せるものもありますが、要するに、紙などで画面の下を見えなくすれば良いのです。
　そもそも、やったことのない人には想像もつかないと思いますが、字幕のない映画を
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いきなり見ても、意外とストーリーはわかることが多いのです。私はイギリスで80本
ぐらい（当然）日本語字幕のない状態で映画を見ましたが、『 ブリジットジョーンズの
日記』のような会話の複雑な恋愛ものでも、なんとかストーリーはわかりました。
　そもそも、会話と言うのは、すべてが解らなくても理解できるものです。表情とかか
ら読めるからです。（だから逆に、表情の読めない電話は、イギリスに住んでいた時に
も苦手でしたが。）
　それで、解っても解らなくても良いので、出演者たちの会話を、なぞって自分で話し
てみましょう。だんだん、自然な会話のテンポが身に付きます。

　私は ロバート・デ・ニーロという俳優が大好きで『 タクシー・ドライバー』のような
シリアスな映画も好きですが、ちょっと肩の力が抜けたロード・ムービーの代表作『 ミッ
ドナイト・ラン』が大好きです。
　この映画の中で「おまえホモか？」という日本語字幕があるのですが、これがどう聞
いても「ユー・パーポ・ミー」とか聞こえて、何の事かわかりませんでした。でも何回
かなぞって言っているうちに
　“You purpose me?”
つまり「おまえ、おれが目的か？」ということで「おまえホモか？」という訳だと言う
ことがわかったのですが、結構苦労しました。

　さて最後になったのですが、日本が世界に誇る偉大なる文化である漫画、これで英語
の勉強が出来るのです。（ちなみに私は、中学 年生の時から「リボン」を愛読してい
ました。昔の「リボン」は、本当にレベルが高かったのですよ。それで、付録を段ボー
ル箱に何箱も持っていたのですが、結婚する時に妻に全部、棄てられてしまいました。）
　日本にいた時から、週刊「モーニング」連載の秋月りす原作の「OL進化論」という
コマ漫画が好きで、この単行本をトイレに置いて気晴らしに見ていたのですが、これ

の英語版がありまして、トイレで英語を勉強するのには、そうとう良かったです。
　詳しくは
　　http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4770040253/

を見てもらうとしても、とにかく傑作です！

　さてイギリスに行くと、どの市にも同じようなチェーン店の大手本屋がありまして、
どこも同じような品揃えなんですが、どこにも必ず日本の漫画コーナーがありまして、
その品揃えの豊富さにはビックリです。
　そんな中でも、私が熱中したのは、あの「うる星やつら」の高橋留美子が「ビッグコ
ミックスピリッツ」に連載していた「めぞん一刻」の英語版なんです。スゴイでしょう！
（何が凄いかわからない人もいるでしょうが……）
　　http://www.amazon.co.jp/gp/richpub/listmania/fullview/R1Z71C6RTXLRE

興味ある人は、上の URLを見て下さいね。

　だいたいは、次のような台詞です。
　　響　子：Execute me… This is maison ikkoku, is’nt it?

　　朱　美：It sure is.
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　　一の瀬：Can we help you?

　　響　子：As of today, I’ll be the manager.

　　　　my name is Kyoko Otonashi.

　だいたい英会話の教科書を見ると、英語で考えよう、というような（私には理解できな
い）御題目が出て来て、そんなことが本当に出来るのかどうか、私には半信半疑でした。
でも、この漫画を読んでいる時には、いきなり頭が英語に直接反応しているのがわかる
のです。あまりの面白さに、いちいち訳しているのが、もったいないからなのですが。

　以上、いろいろ英語についての個人的な体験を書かせてもらったのですが、私は英語
の専門家ではないので、こんなことが学生さんに参考になるのかどうかは私にはわかり
ません。
　ただ私はイギリスに行くに当たって、そうとう悪戦苦闘しました。そもそもが、何か
を得ると言うのは、悪戦苦闘しかないのではないか、要するにスマートに何かを得るな
どと言う、虫の良い話などというのは無いということを言いたいのです。
　本当に何かを得たければ、悩みなさい、苦労しなさい、そんなことができるのは若い
時だけだから、それは良い経験になりますよ。そして、それは決してスマートではない
けれども、スマートではないから経験なんだということが、きっと理解できると思いま
す。

　本学の学生さんと話していると、ツアー旅行で外国に行くということを、良く聞きま
すが、ちょっと私には考えられません。だいたい大学生と言うのは、世界中どこでも、
リュック一つで、世界に飛び出すのが普通だと思っているからです。
　愛知学院の学生さん、就職すれば、そんな、勝手気侭な世界旅行なんか出来ませんよ。
それは今一度、考えてみても良いと思いますが。

1993

山野明男

　経済が高度成長し、主に自動車産業の輸出に支えられているわが国の産業の現状をみ
るとき、農業とくに稲作は、国民から忘れ去られようとしている。こんなとき、発行は
少し前になるが、あえて富山和子著の『 日本の米』を紹介したい。
　著者は、最初に佐賀県にある吉野ヶ里遺跡をとらえ、弥生時代の紀元前 世紀に始ま
り600年続いたこの王国が滅亡した原因を、アオ（淡水）にあるととらえている。アオ
とは、海岸に近い低湿地で満潮時海水に乗って逆流してくる川の水をいう。吉野ヶ里は、
このアオのかんがい技術による稲作の優位性のみにあぐらをかいていたため、水利用の
発達した他地域に負けてしまったと推論する。
　この事例から著者は、ローマ帝国をはじめとする地中海文明の都市や王国の盛衰の歴
史に注目した。国家は、貿易というひとつの技術の優位性のみに頼り、農業を軽視して
食糧も植民地に依存したため、貿易を支えていた海軍力がひとたび衰えると自国の土地
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は疲弊しつくし、農業の担い手もなく国は滅びるしかなかったという。これは、食糧自
給率の著しく低い現在の日本の実情を例えているのではないかと思われる。
　次に、稲作の重要性については、「稲は命の根なり」といい、アダム・スミスの賛辞
を引用している。加えて、稲作に必要な水についての解説がある。そして、わが国の水
田造成と古墳の関係を取り上げ、水田造成の大農業土木事業が稲作を盛んにして国家を
強大にしたという。その結果、日本列島に水田造成に携わった地方豪族の20万基に及
ぶ古墳ができたという。大和政権の班田制は、条里システムによる日本列島の農村計画
であり、歴史の土台作りの大事業であったとしている。
　室町末期から江戸中期は、まさに大土木事業の時代で、大和川や利根川の流路変更の
工事、大干拓地造成などを取り上げ、わが国は治水の歴史であり、絶妙な水のコントロー
ルの上に浮いている島と形容する。これら技術の秘密に和算があり、太閤検地を経験し
て巣立った和算の発達について述べている。このことは、等高線の入った地図を気軽に
持ち歩く日本の庶民の姿は、あの太閤検地に養われ、土地のたたずまいを即座に見て取
る直観力の持ち主の姿であり、80桁まで諳んじてみせる江戸時代の町人の姿であり、
幾何学や三角法を瞬時に暗算し、優美な曲線の建築を曲尺一つでこなす大工たちの姿で
あり、いまなおクイズ好きのテレビの視聴者の姿であり、そしてコンピュータに強い現
代ビジネスマンの群像であったと表現している。
　また、わが国の豊富な森林は米が作ったという。たとえば、涸れ川であったところに
木を植えとうとうと流れる川に変え水田造成した事例を基に、森林の重要性を指摘して
いる。文明国の中で日本人は、木を伐っては植え、緑を絶やさなかったほとんど唯一の
民族である。山を神聖視する考えができており、「山の人」と書けば仙人であり、谷に
降りてくると「俗人」となったとのたとえは面白い。著者は、米が森林を作ったと表現
し、稲作の衰退を憂いている。しかし、国民は森林破壊の問題については納得するが、
それが農業を守れということには繋がっていないと指摘する。最後に、風景を読むと題
して、石垣水田、葦沼の水田造成、浮き田、客土などを取り上げ、農地造成の努力の過
程を示している。
　結論として、日本列島は米作りを基盤にして築き上げてきた土地と人との壮大なネッ
トワークであったという。そのシステムを通して、川も平野も作られ、緑の山々も育て
られ、地下水も川も養われ、土から得たものは土に還元されるという自己完結型の土地
利用が実現された。しかし、自国の土壌を潰すということは、他国の土壌を略奪するこ
とであり、それはとりもなおさず地球環境のさらなる破壊を意味しているという。これ
に対して、自然はどう応え、歴史はどう評定を下すであろうかと結んでいる。
　私は、「日本の干拓地」の研究過程で、いかに米作りの環境と文化が重要であるかを
よく認識（｢わが国における水田農業の優位性」『教養部紀要』53-2，2005）しており、
著者の米を守るという考え方に大いに賛成している。私が、多くの書物を排して、この
21世紀のはじめに『日本の米』の一読をお勧めする所以である。

NY
藤田淳志

　2003年にニューヨークへ行って、最初に見たのがこの『 レント』でした。ニューヨー
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ク、マンハッタンの中心にある劇場街、ブロードウエイでは『レント』のようなミュー
ジカルと、「ストレート・プレイ」と呼ばれるせりふ劇がたくさん上演されています。
ほかにも見たい作品はいくつかあったのですが、とりあえず「簡単そう」「とっつきや
すそう」という理由で『レント』を選んだのです。
　まずはチケットを手に入れなければなりません。もちろん正規の値段（よい席だと
90ドル）で買う方法もありましたが、「ラッシュ・チケット」に挑戦しました。開演の
時間前に劇場の前に並んで自分の名前を書いた紙を係員に渡し、後で名前が呼ばれれ

ばチケットに当選というシステムです。この「ラッシュ」の良いところはまず料金が
20ドルと安いこと、さらに最前列の席で見られることです。平日でしたが倍率は 倍
近くあったと思います。自分の名前が呼ばれたときには（ほかのアメリカ人の若者たち
よりは控えめに）「イエス！」と声を上げました。
　『レント』は2006年にブロードウエイ公演10周年を迎えました。映画化も『ハリー・
ポッター』シリーズのクリス・コロンバス監督と、早々に目をつけて権利を買っていた
有名俳優 ロバート・デ・ニーロ製作でようやく実現しました。ブロードウエイの生の興
奮が伝わってくる映画に仕上がっています。
　さて肝心のストーリーです。マンハッタンのイーストヴィレッジは1990年代初め、
今よりは家賃も安く、貧しい若者たちやホームレスがたくさんいる地域でした。ミュー
ジシャンを目指すロジャーと、映像芸術の道を志すマークの二人の青年は、イーストヴィ
レッジの汚いアパートに暮らしています。しかしレント（家賃）が払えない彼らは追い
出される寸前です。さらにかつて麻薬常習者だったロジャーは当時大流行し、多くの人々
の命を奪ったエイズの原因、HIVウィルスに感染しています。
　ある日ロジャーはミミという魅力的な女性と出会います。「ろうそくに火をつけて」
という曲で演じられる二人の恋の駆け引きは見せ場のひとつです。しかし、SMクラブ
で踊り子として働く勝気な彼女は、ドラッグにおぼれロジャーと同じように HIVに感
染しているのでした。
　物語はこの二人の恋愛を軸に展開していきます。二人の恋はミミの体を弱らせるエイ
ズやロジャーの嫉妬心のため、順調には進みません。またロジャーの友人マークは映像
作家になる大きな夢を追いながら、飛び込んできた低俗なテレビ番組の仕事をお金のた
めに引き受けるべきか悩んでいます。同性愛のカップルの恋愛も描かれます。マークの
元恋人はパフォーマンス・アーティストで今では女性の恋人を見つけています。黒人の
トムはドラッグ・クイーンのエンジェルと出会いますが、彼らの恋にはエイズによる悲
劇が待ち受けています。
　ニューヨーク、イーストヴィレッジに生きる、貧しくても夢を追い求める若者たちの
友情や恋愛が生き生きと描かれます。このストーリーに加え、『レント』がこれだけ多
くの観客をひきつけた理由の一つは曲の親しみやすさです。ロック、R&B、ゴスペル、
ハウスなどさまざまなジャンルを取り込んで、MTV世代のミュージカルとも呼ばれま
した。これら数々の名曲がたくさんの若者たちをとりこにしてきたのです。
　もうひとつ、この『レント』にはドラマチックな物語があります。作者ジョナサン・
ラーソンは物語の主人公たちと同じように、ショービジネスでの成功を夢見る貧しい若
者でした。そしてようやくこのミュージカルの大成功を目にする、まさに本番の前日に、
苦労がたたって大動脈瘤で亡くなってしまったのです。『レント』にはラーソン自身の
運命を予言するかのような歌があります。
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　　One song glory

　　One song before I go

　　Glory

　　One song to leave behind

　　（一曲、栄光の歌を作りたい、一曲、僕が死んでしまう前に
　　後にのこしていくための一曲を）

　ぜひレンタル店で借りるなどしてこの映画版『レント』を見て欲しいと思います。残
念ながら12年のロングランを続けたブロードウェイ版『レント』は2008年に幕を閉じ
ました。しかし『シカゴ』や『オペラ座の怪人』などのように映画化されたミュージカ
ルや、『シュレック』や『ライオンキング』のように映画が元になっているミュージカ
ルは常に上演されています。映画で予習をした上で、生のブロードウェイの迫力を体感
しにニューヨークへ出かけてみることをおすすめします。

DVD：『レント』（2006）ソニー・ピクチャーズエンタテインメント
CD：  『レント』（2006）（映画版オリジナルサウンドトラック）ワーナーミュージック・ジャパン

参考文献
『プッチーニ　ボエーム』
　『レント』の物語はこのオペラの名作を下敷きにしています。主人公の病はエイズではなく
結核、舞台はニューヨークではなくパリです。（音楽之友社、1987）

Without You: A Memoir of Love, Loss and the Musical（英語）
　公開当時の出演者で映画版でもマークを演じたアンソニー・ラップの自伝です。『レント』
が大成功した背景が生き生きと描かれています。（Simon & Schuster, 2006）

People in Trouble（英語）
　実は『レント』のもうひとつのネタ元といわれるのがサラ・シュールマンによるこの小説
です。『レント』では脇役になっているレズビアンのカップルを中心にエイズを取り巻く状
況がより深刻に描かれています。（Plume, 1991）
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▼大学教育において、学生の基礎学力の不足を補うための「リメディアル教育」の必要性が叫ばれて久
しい。本学では、すでに理系学生への物理学・化学・生物学の補習授業などがカリキュラムに取り入れ
られていますが、昨今では全ての学問の基礎となる日本語能力の再教育を求める声が大きくなっていま
す。本来「補修教育」の意味を含み、入学前や卒業前に行われるリメディアル教育の内容は、今や大学
の「初年次教育」で実施されるべき必須内容になっています。
▼本学の初年次教育および教養教育を担う教養部では、新入生に大学教育の特性と意義を理解してもら
うための導入教育の一環として「教養セミナーⅠ・Ⅱ学問の発見」という独創的科目を開講してきまし
たが、この科目の本来の主旨を維持しつつ、教育現場の今日的要請をも考慮して、新たに大学での学び
方や学生生活の指針を示し、日本語の基礎能力を強化するために『教養セミナーハンドブックⅠ・Ⅱ』
のテクストを作成しました。
▼執筆に当たっては、ご担当の諸先生が、これまで独自に培ってこられた教育現場のノウハウが遺憾な
く活用されています。ご協力賜りました諸先生方に深甚の謝意を表する次第です。巻末に執筆者一覧を
付しましたが、その他にも執筆にご協力頂いた先生方がいらっしゃると存じます。重ねて玉稿を頂戴し
た全ての皆様に感謝申し上げます。
▼本書の構成は、大学での情報収集（知識の習得）の方法と情報の活用法（思惟の表現・知の創造）の
基本技術などを具体的に紹介した第一部と、日本語の表現法をドリル形式で学習できるように作られた
第二部から成っています。本書が教員と学生のコミュニケーションの一助となり、大いに利用されるこ
とを期待しています。
 岡島秀隆　記す
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