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談 話 室

研究と教育に関する一提言
山 内 重 幸
1．戦後、にわか紅「不安」、「絶望」、
「−孤独」等の諸観念、そレてこれらをひ

っくるめたものとして、「疎外」という
ことばが流行しはじめた。正統と思われ
る哲学的概念とは趣を異にしたまま、今
日では日常語として定着した感がある。
しかし、同時紅当初の一層異様ともいえ
る刺激的な魅力を失って∴ ことばそのも
のが色あせてしまった。
一・方、19占0年ころからの経済の「高度

成長」のなかで、「生産性」、「合理化」、
「効率」といったような機能主義的な観
念が、「福祉」、「所得倍増」などのバ
ラ色のユメを包んでさかんに流され、そ
れに悪乗りした「未来学」、「コンピュー
トピア」というような「学問」（？）や

新造語も現われた。為政者はGNP世界
第2億とか第5位とかと誇らしげ紅吹聴

るぺき一・部として明かに．されるのでな
く、断片だけが切りはなされて不当に．誇

張されたのでは、稔りのない認識のあだ
花となってしまう。それどころか、あだ
花の絶対化・物神化・呪物化として認識
の木全体を枯らすおそれさえある。
2・ところで、大学紅ついでであるが、そ

こは研究教育の府であり、研究と教育は
不離−・体だと自明のこととして言いつ

づけられてきた。まさにそのとおりであ
る。だから、大学に．は現実の大地紅根ざ

した認識の木が生い茂り、豊かな実を結
んで社会紅寄与しなければならない。し
かし、大学は俗界を超絶した象牙の塔で
ほないので、上述の疎外や本質ぬきの機
能主義の傾向が学内紅浸透し、教育と研
究とを引き裂き、研究をも教育をも大地
に根ざさぬあだ花紅変えるおそれがない

したものであったが、それに．対し、国外

とはいえない。事実、大学に．射し、産学

からほエコノミック・アニマルという回

共同、官学共同とY、っ窄告発が内外から

答が、国内からは公害、狂乱物価のよう
な返答が、論議の余地なく返ってきた。
疎外にせよ、生産性紅せよ、今日の社

行われ、その体質が問われたのは、数年
前のことである。これに対する大学とし
ての決然とした、ロゴスと事実紅よる回
答の義務が、なお残されているといって
よい。しかも、それとからみつつ、「新

会生宿に．とって避けられない一つの側

面、重要な契機であることは事実で、現
実のなかにこれら諸観念の根っこが厳と
して在ることは疑いないことである。だ
が、それらが現実の客観的な諸連関の総
体のなか紅正当に．位雷づけられ、その然

構想」に．よる大学づくりが、好むと否と

にかかわらず必至の課題として迫って
いる。

大学よ、どこへ行くのか？研究教育の
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？−こんな問題が新たにあるいはいっ

げることだけでなく、それを継承発展さ
せうる主体の形成が目標とされる。この
継承発展を体制的紅保障する問題ほ、当
然大学の責務に属すというぺきである。

そう突きこんだ形で問いなおされてい

研究と教育とは、相対的に．区別されなが

る。

ら時代の歴史的原点に共通の根っこをも
つということができる。ただし、それは
現実主義者のいう如き渾沌な現実肯定で
はなく、あらゆる事物の発展法則が示す
ところの否定の否定、現実の本質からの
根底的な出なおしを意味する。だから、
研究も教育もともに歴史を総括する現実
の本質紅我が身を賭ける真剣さが求めら
れるばかりでなく、そこ紅各人の穿カを
結びつける共通の広場を見出すことがで

不離一俵とははたして自明のことなのか
？その研究の性格は？教育は誰のために
行われるのか？教育権はどこ紅あるのか

聞くところによると、昨秋の日教組大
学部教研において、研究とは基本的紅ど
ういうものか、自分の関心から研究して
いることをそのまま教授すればそれで教
育紅なるのか、といった問題が提起され、
今後の研究課題として設定されたとい
う。もっともなことである。その答え紅
個人差は避けられまい。最終的に．はたし

か紅個人の問題であろう。だが、大学の
研究教育の問題をいきなり個人レベル紅
解消したのでは、問題の回避である。何
としてもこの答え把．せまる共同の努力が

組織的、体制的に行われねばならない。
5．研究教育の不離一・体を自明のこ、ととし
つつも、両者が無媒介に．一・つだと安易紅

考えている人ほ、今日まずあるまい。そ
れほ理論的に検討するまでもなく経験的
に・熟知されている。自分の知的興味にひ
かれて研究し、それを教授すればよいと
いう経験主義的な一・体観で闇にあった時
代は、市民レベルの問題と社会レベルの
問題とが、さはど大きなキレツを露呈し
ていなかった19世紀初頭でまず終りを告

げたと見ても誤りとはいえまい。研究、
教育それぞれ紅一応区別できる筋道と論

きるのである。大学はそういう共通の広
場を追求しなければならない。でない
と、大学も疎外と機能主義の病から免か
れることができず、研究は私的興味の枠
を出ず、教育は行政的な管理・指導碇倭
小化されるおそれがある。
4・家永三郎氏は、革一・次教科書裁判の地
裁判決をきいて、「かちまけは．さもあらば

あれたましひの自由をもとめわれはたた
かふ」と昂然と歌われた。このソクラデ
ース的とも見える「たましい」の自由、
これこ．をが9余年に．わたる同氏のねたか

いを支えてきたもの、そして「いやはての
さばき」匿対する確信の根元であると、
私は信じる。家永氏の50冊に近い著書と

理がある。研究に．おいては、過去の学問

教科書を読んで、それを内面的紅跡づけ
るゆとり∴はないが、このたましいは歴史

文化の蓄積の総括的修得を前提とし、方

の現実の本質に．根ざし、主体的でかつ普

法的吟味を含んだうえで、さらに．創造的

遍的な研究と1教育の原点から出た∫もの、と

な成果をあげることが、さしあたっての
目的とされる。教育紅おいては、研究と
同じ前提紅立らながら、たんに成果を挙

思うのである。ソクヲデースのよきたま
しいとほ、人間がそのために塵きそれを
腔さないために死するに催いする人間の
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内 山

内的本質であり、祖国アテネの正義に通
じるものであった。家永氏のたましひを
それ匿比するのは大げさだというなら、
国民の正当な教育要求に合致する精神と
いっでもよい。歴史をつらぬく必然性も、
とどのつまりは個人の主体的な要求と行
動をとおして現われるほかなく、それゆ
え紅雑多な諸要因紅よって−・時的な屈折

を余儀なくされることはあっても、その
本来の流れを変えてしまうことはない。
教育の専門性は、国民の教育委求に奉

率 久
任しつつ、これを歴史の本流匿つなぐと
ころに成り立つといえよう。従ってそれ
ほ歴史の認識と不可分である。大学とは
なにか？そしてそこでの研究とは？教育
とは？という問題は断えず問いなおされ

ねばならぬことであるが、とりわけ今日、
それを国民ととも紅組織的に、自覚的に
考えるぺき時点紅いたっている。共同の
努力に．よる国民的な連帯の精神、それこ

そ大学がよって立つ研究と教育の根底で
あると考えられるら

地理学野外実習について

内 山 幸 久
地域科学としての性格を持つ地理学で
は、当然のととながら所定の地域がいかな

業、商業、都市化の問題、生活環境紅つい
てなど広範囲紅わたる。アンケーート項目は

る状態紅あるかを知ることが−・つの重要な

それらの項目に．沿って作成されるため、限

課題となっている。それ故、地域調査は地
理学研究の上で欠くことのできないもので

られた紙面内に納めるのに．苦労する。−
方学生は各自の興味にあった項目を選んで
その予備調査を開始する。

ある。このようなことから、本学教育学部
地理学教室では教官5人が授業の−・環とし

今年の野外実習は7月10日から1週間で

て5年生を対象にして夏休みの始めの1週

あった。この間、教官と5年生全員は合宿

間に地域調査のための野外実習を行なって

しで調査を行なった。普通地理学教室での
野外実習は、毎年、各掛帯に配布したアン

いる。
野外実習対象地域は昨年（昭和48年）が

粟島、志々島、今年（昭和49年）が庵治呵

というよう紅毎年変わっている。野外実習
のための準備はこの対象地域の選定から始
められる。4月頃から香川県内で地理学上

研究対象地域となりうる地域を探すのであ
るが、これが我々教官紅とって重要な仕事
であり、かつ大変な仕事である。その後、
月紅調査項月の作成紅入り、またアンケ
ート用紙作成紅とりかかる。調査項目は、
地形、地下水をはじめ、戯林水産業、鉱工

ケ・−ト用紙の回収をまず最初紅行ない、次

に各学生がそれぞれ選定した項目匿従って
聞き取り調査をし、関係各機関で資料を収
集するという形で行なわれる。また、夜は
夕食の後紅演習を開き、各学生が調査して
きたこと紅ついて発表、討論がなされ、翌
日の予定紅ついて検討がなされる。毎年、
7月中旬というと梅雨がのびると雨中での
調査となり、また梅雨明けだと夏のカンカ
ン照りの申での調査となりいずれ匿．して−も

相当の体力と気力を要する。そして本学部
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生も半分以上が女性で占められる。女子学
生ほ聞き取り調査やアンケ・−ト用紙回収に

男子学生以上の苦労があるようである。ま
た、野外での活動が中心であるため、女子
学生は日焼けをしないように苦労するとい
う。さらに我々教官も学生に事故がないよ
うに．気を配らねばならない。現地調査が終

るころほ教官、学生ともグックリという感
じになる。

現地での調査が終った後に、夏休みにか
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準備期間と整理期間を含めてほぼ一年かか
るわけである。
地理学研究において野外調査が重要な部
分を占めることは最初に述べたが、地理学
野外実習に対する学生の反応をみると次の
ようである。すなわち、高校時代まで地理
が好きであったという学生の多くは、地図
を見ることが好きであったり、見知らぬ土
地に思いをよせることが好きであったり、
さらには地名その他の地理的事象をおばえ
ることが好きであったりする者が多いよう

けて回収したアンケ−トおよび資料の整理

で、こ．れらの学生の多くは今までの地理と

がなされる。その後、9月以降の演習で、

は仝く異なった野外実習に．非常な苦痛を感

各学生が自分の調査した項目について発表

じているようである。しかし、本学部地理
学教室の授業の一・環として長い伝統につら
かわれているこの地理学野外実習に対し

し、討論がなされる。そして11月頃に発表

会を開き、論文の形紅する。さらに冬休み
に原稿を作成し印刷に．なるのが2月であ

て、多くの学生が−・生懸命に取り組んでい

る。このように、野外実習についてはその

る様子には感心させられる。

他力依存と模倣主義
小 林
近頃く：物価＞とく教簡＞について論議が

盛んである。そこにほ共通の性格があるよ

立

ずみである。
日本でほいわゆる模倣主義が正統派であ

うに思う。他力依存と模倣主義である。
物価展騰の根底にほ企業の借金主義があ

NP世界第三位、教育のつめ込み主義など

る。しかも通貨の増発に．よってこ金利負担の

の現象をとっている。しかも模倣主義は

軽減をはかる。過剰流動性とかいう単語を
創造し国民∵人一・人にインフレを均分す

くアクセル＞しかないくブルトーザ−＞で

る。
日本の教育はつめ込み主義であると早く
から批判されている。そこには模倣主義が
ある。情報を豊かにもった人の数を増やし
さえすれば、よりよい生活環境がうみ出せ
る保証ほどこにもない。日本の現状が証明

る。それは質より豊の拡大を重視する。G

ある。
戦後の物不足は、生産籍−を正当化した。

しかしそこにほ外資導入、技術等入という
他力依存と模倣主義がある。それは経済成
長のため借金の勧めとなり、高度成長へと
連らなる。資本も技術も借り物なら、原材
料すら外国紅依存している。それでもなお
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節約とか備蓄とかいう姿勢に欠けるのは驚

的にイ也カに依存しながら、＜眉治＞を貫徹

嘆に．催する。

することは極めて困難であろう。しかも財
政的独立がないことすら自覚されていない

量の拡大を優先させる姿勢は、くブレー
キ＞のない皐と同じである。自己規制の考

とすれぼ、く自治＞は物心両面において完

え方が嫌われるのは、他力依存と模倣を基
調とする日本でほ当然のことかもしれぬ。
物価暴騰も光化学スモッグも海の汚染も交

全に失われている。

通事改もすべて野放しに．したままである。

他力依存と模倣主義は受任の転嫁に通ずる
のである。
日本の企業は自己資本紅とばしく、借金
紅依存している。自力でほなく他力に．よる

高度成島ほ、未来の先取りである。日本は
未来の先食いをした。してみれば、物価狂
乱は先取りしただけの時間を収拾のために
使わねばならないことを暗示する。それが
未来の先食いであることを意識できなけれ
ば、更に．未来の先取りに．走らずにほおくま

い。その根底にはやはり他力依存と模倣主
義がある。
く教育＞の目標は＜他力＞とく自力＞の

均衡のとれた発展を志向することにあるの
ではないかと思う。いわゆるつめ込み主義
は他力依存と模倣主義の端的な表現であ
る。
自治という言弟があるが、＜自治＞とい

うから紅は、自力でやってのける心構えが

他力依存による諸要求の実現ほ．、創造の

喜びや労働の喜びを伴なわない。施し物を
受けで当然とする姿勢を助長するだけであ
る。まして物を大切に．するとか節約すると

かいった自己規制は望むぺくもない。公共
物を粗略にするとか公徳心の低さとかは外
人によっても指摘されることだが、施し物
を受けるの紅慣れた他力依存の結果ではあ
るまいか。
そこで日本にほ中央のく自治＞があれば

十分で、地方のく自治＞は必要ないのかも

しれぬ。新幹線が日本列島を突っ走り、中
央化が進んでいる。他力依存の姿勢が、中
央を強化し、地方を衰弱させる。過密と過
疎とは、他力依存の必然的結果である。
交通機関の時刻表などを見ると、＜上
り＞＜下り＞という表現がある。ここ忙中
央と地方の落差が明示されて−いる。＜上
り＞＜下り＞が消えてなくなり、行先の地

名だけが表記される時、いわゆる自治が名
実共に．備わった時ではなかろうか。
日本人の＜後＞進意識惟、つねに．模倣主

なければならない。大学の＜自治＞をはじ

義を正当化する。日本人の勤勉さの実質ほ、

め、いずれの自治の執行紅も、自力依存の
姿勢が要請される。

模倣と模倣競争に．終始しているだけなので
はないか。＜後＞進意識偲、模倣主義を正

諸要求の実現とか貫徹とかには他力依存
の姿勢が強いことが多い。諸要求の実現な

■く後＞進情況を温存させている。両者は原

り貫徹なりは、他力依存に．よって実現され

因となり結果となって他力依存の姿勢を強

貫徹されることを前提とする姿勢が多く、
自力によって創り出すことは捨象されてい
る。

化している。従って、＜教育＞も自力と他

自治には財政の独立が必要である。財政

当化させるが、その模倣主義が逆にまた

力の均衡などは無視し、つめ込み主義紅結
き込まれ、猪も杓子も進学しさえすればよ
いという模倣主義に．陥り、他力依存の路を
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する姿勢を奄める。それは常に与えられた
知識であって、発見したり創り出した知識
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ではないからだ。日本の現状は、他力依存
と模倣主義への反省を必要としているので
はないのか。

最近の「研究日誌」から

山 本 隆 基
ここ数年来、ピュ・−リタン革命期のレグ

自覚無反省のまま紅旧来の問題設定にの

エラーーズ（平等派）の思想分析をおこなっ

っかかり、政治思想の近代化というテ・−ゼ

てきた。The British Museumからマイク

を踏襲していたということであろう。私も

ロフィルムで取り寄せた−・次史料を中心的

早くから、−・般的・外面的にはかかる欠陥

素材として、レダニラー・ズ政治思想の宗教
性を追究し、一・定の収穫をおさめることが
できた。その一億は『史学雑誌』恒例の「回

生活と具体的・内面的かかわりを持ちはじ

顧と展望」でもとり扱われた。（82巻5号
520真。85巻5号279貢。）現在は、レグェ．ラ

ーズ研究から導出されたテーマとして、革
命前ピューリタンとトーマス・ホップズの

に．気づいていた。しかし、それが私の研究
めた（私はこの点を大切にしたい）のは、

やほり、研究の現段階においてである。つ
まり、前述のように問題関心が拡大深化し
て、将来の研究をどういうカ向や内容で進
め、どのような17世紀イギリス政治思想像

思想研究に．とり組んでいる。さらに広く、

を構築すべきかという課題が私の思索射程

17世紀イギリス政治思想像の構築も、アク

にくみこまれるように．なった時点紅おいて

チエ．アルな様相をもって∴私の問題視圏に

である。その次第を具体的に・述べればこう

入ってくるようになった。こうして私の研
究生活はひとまず軌道紅のり、将来的展望

である。問題関心の拡大深化に．随伴して、

も切り開かれんとしているかに見．え．る。

しかし、まさに・この時点で、私の研究が
もっている限界の所在とその克服が、ぬき
さしならぬ問題として念頭をはなれぬよう
になってきた。私の研究は、もっぱら、史
料の実証と解釈にかたむき、単なる史実の
現地報告に・終っていたのではないか。実証
と解釈を底礎、優等する基本的視角を不問

福田歓−・『近代政治原理成立史序説』、浜林

正夫『イギリス革命の思想構造』、越智武臣
『近代イギリスの起源』、大木英夫『ピュ
−リクエズムの倫理思想』など、先学紅よ

って開示された巨大な臣界とのもろなかた
ちの交渉がほじまった。ところが、これら
先学者はいずれも史実の探索のなかから独
自の近代観を練りあげ、同時にそれを武器
にして史実に切り込んでいる。豊富な史料

紅付し、それを自覚的に練りあげて：いく作

による周到な実証−それだけでなく、その

業を怠ってきたのでほないか。たしかに客
観的にみれば、おそらく無前提的な実証と
解釈は存在しえぬから、事の蟄相は、無

作業のすみずみまで、独創的な近代観が貫
流している。そして−、上記の著作はまさに

このような独創的近代観の故に異彩を放っ
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哲 雄

ているように見える。このような業績をふ
まえて、私の今後の研究方向を考えると、

きな課題に逢着すること紅なった。

旧来の常識的近代観や概念装置に．安易にも

なるが、課題の大きさ紅気おくれて、それ

たれかかり、単なる実証と解釈という技術
的操作に安住することは許されない。さも
なくば、せいぜい、旧来の史料の部分的新
解釈や新史料の発掘による従来の研究成果
の修正、補足の域紅とどまり、その根底的

に肉迫していく気力も紅ぶりがらであり、

克服（たとえ無謀な試みであれ、かかる志

く考えつづけていきたい。うれしいかな！！

向性そのものを放棄することは許されな

実をいえば、昨夜の就寝直前の思索のなか

このような課題が胎生してから一年余に

あえて挑戦を試みても思索行程は空しく堂
々めぐりをくりかえす。しかし、このよう
な行きづまりに屈することなく、逆にそれ
を新たな飛躍の酵母と化すぺく、忍耐づよ

い）は期すべくもない。こうして∴私は、先

で、暗夜のはるかかなたに−・条の薄光めい

学の近代観を内在的・批判的にのりこえつ
つ、独自の近代観を構築し、研究途上の基
本的視角を確立するという、途方もなく大

たものを探りあてたのである。
（7月28日）

「国民のための大学づくり」にみる一般教育研究

一日教組大学部教育研究集会より−
須 永 哲 雄
日教組大学部教研集会の記録として「国

弟10集〜算1占集より）と「国民のための大

民のための大学」が発行され始めて−から、

学」算1集〜第5集を参考とした。

すでに．4年が経過した。

A国民のための大学

日教組教研集会のなか紅「大学教育はい
かにあるべきか」の特別分科会が設けられ

が−召して追求してきたものは「国民のた

たのは19占1年の第1□次数研が最初であり、

それ以来毎年開かれている。大学部が大学
教育について更に徹底した研究の必要から

日教組教研大学分科会および大学部教研
めの大学づくり」であったといえる。
戦前の国家中心的な大学の理念を捨て去
り、戦後に新しく出発した「新制大学」は

独自の夏の教研を待ったのは1970年であっ

国民のための大学であり、そこでは−・般教

た。

育と専門教育を中心とし自由と自治と自主
性に富んだ民主々義的な教育、研究の場

私はこれまでに日教組教研および大学部
教研紅数庶出侍する機会を得たので、これ

カ；作り上げられるはずであった。19占1年の

らの10数年にわたる教研活動の成果の−・部

大学分科会は、戦後15年を経て新制大学発

をここ紹介してみようと考えた。なお紹介
にあたって中心を一・般教育におき、既匿出

足当初の理念からほ遠く、かえって大学が
権力への従属を強いられようとしている事
態への危機感から、改めて「国民のための

版された資料、大学の教育（「日本の教育」
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大学」の確立をめざす教研活動の出発点と
なった。第11次数研大学分科会の基調報告
（19 2年）にも述べられているように、「国

民のための大学」は国民教育創造の場とし
て、また学問研究において−もその世界的水

準を維持すると同時に国民生活の向上とい
う視点を持った研究の場としてとらえ、国
民的基盤に立つ大学であるために自ら自主
的・民主的改革をすすめることが必要であ

室
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い人間像を描くこと」や「社会的責任を負
うことのできる専門家を育成すること」な
どが其剣に追求されていたことがうかがえ
る。
ここで当時の−・般教育観を第11次数研
（19る2年）の大学分科会基調報告から紹介

してみる。この基調報告は城戸儒太郎氏の
論文を軸に組み立てられて屠るようである
が、第1紅一般教育の性格を「一・般教育は

員に．よる自治体制の確立をめざしですすめ

学問の進歩と大学の発達によって、その目
的・意義は変って行くもので、あらかじめ
設定された基準によって画一・化され規制さ
れるのではなく、絶えず改革されるぺき性
格の、ものであり」またト般教育は大学の
性格を定めるうえに・重要な役割をもってい

られている。

るので、大学の自主性に．よってその内容と

今日、大学ほ新たなる管理統制の強化の
危機に直面しようとしているが、いまこそ
この運動の真価が問われているのである。

組織を検討する必要があろう」ことを指摘

Å国民のための大学づくりに；おける一般教

咋．重点をおく必要性を「一般教育の三系列

るとされた。

こうして方向を定めた「国民のための大
学づくり」運動は、全国の大学数職員組合
活動のなか紅根づき、大学解体・反動的再
編の攻撃に抗して、大学自治擁護・全構成

育の位置づけ
−・般教育ほいかに．あるべきかという問題

している。

籍2に一般教育の内容について、総合化
（人文・社会・自然）が、いずれの学生に

とっても必要な教養と認められたのは、単

は大学教育に．とって古くかつ新しい問題で

に自然科学系の学生に．とってほ人文・社会

ある。戦後の新制大学発足とともに・その重
要な柱としておかれた一・般教育の現状をみ

科学の知識が、人文・社会科学系の学生に
とっては自然科学の知識が必要であると考
えられるためではなく、それら三系列の知
識が総合して理解される必要があるからで
あさ。」とし、また「学生が一周民としてそ
れぞれの社会的役割を果してゆくにほ、科
学と人間社会の関係を理解していなければ
ならないし、このような理解力を惑うのが

ると、とても正常に．発展して来たとはいえ

ない状況にあり、絶えず真弱な設備と定員・
予昇不足の申で発足当初の理念とほはど遠
い実体へと追い込まれて来た。
19る1年第10次教研大学分科会での論点を

みると、当時すでに「一・般教育とそれに．よ

る人間形成の理念の軽視」と同時に「一・般
教育が専門教育の予科的存在へと変質」さ
れようとする傾向が指摘され、こうした傾
向に対して学生の学習要求にいかに．答えた
一般教育を進めるかに．ついて「社会科学的

認識と自然科学的認識との統一・の上に新し

一般教育の意義であるとすれば、−・般教育

と専門教育との関係は、一・般教育を専門教
育のはかに加えることでほなく、専門的に
分析してゆく学問を社会の発達、人類の福
祉のために、どのように役立たせてゆかな
ければならないかを考えさせるための教育
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であって、その方法としては自分の専門と
する学問を中心として、他の学問との総合
的研究体制を作ってゆく能力を養うことで
ある。」と述べ、・「般教育の中に総合コ−ス

を編成することを提唱している。
第5にこうした−・般教育の性格と目的に

ふさわしい内容を実現するための制度形態

哲 雄
いる。

第1に「一般教育の理念は、それだけを

追求するのではなく、教育実践との関連で
追求していくこと。」が大切であり、近年の
教研における教育内容と実践を含んだ研究
を重視することや「専門教育との関係妃つ
いても、一般教育と相互補完関係に．あるこ

について「現状は−・般教養部を設けている

と。また大学教育、さらには教育全体の問

もの、−・般教育の委員会を設けているもの、

題をふまえて考えて−いくこと。」とし、−・般

特別の学部が担当しているものなどさまざ
まで、そこには各大学の特殊事情があるこ

教育を国民教育の−・環としてとらえること

ともあって−、いずれが望ましいとも結論し

を強調している。
第2に．は「−・般教育を高校教育や入試と

難い。」としながらも、「将来に「複合大学」 も関連させ、小・中・高教見や父母との討
議の場合を持つことが大事であり、」こうし
が総合大学の性格をもつようになればなる
て国民の広い要求や問題意識を理解し、「実
だけ、むしろ学問の総合研究体制をつくる
際に一般教育の改革をすすめていく上で教
必要が認められてくるのであり、その組織
員集臥■組合のはたす役割が重要であり」
をつくる手掛りとなるのが一般教育で、そ
大学改革の担い手づくりの必要性を指摘し
の足場となるのが委員会の組織であるか
ら、これを学部に準ずるような−・般教養部

ている。

として設けることは学問の発達にも大学の
発展にもならないように思われる。」と述べ

められているいま、その中心的な課題の−・

ている。

る0年代後単の大学紛争の波を経験し、ま

た中教審の「教育改革構想」とこれを受け
ての「筑波新構想大学」の出現など大学
の反動的再編が強化されつつあるなかで、
大学の−・般教育ほこれに膝を屈して形骸化

の道をたどるか、あるいはこれと対決し
「国民のための大学づくり」を推進して行
くかの選択を求められているのである。
1972年の大学部教研第4分科会（一・般教

育と入試）は、これまで数次にわたる研究
集会の成果と−・般教育問題の現状をふまえ

て今後の課題としてつぎの諸点を確認して

さまざまな意味で大学改革の必要性が求
つほ「般教育をいか紅大学の中紅生き生き
とよみがえらせるかということであると私
ほ考えている。
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