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「教養」ということにこだわって
岡 屋 昭 雄

1

「教養」ということを，一般教育のあり
ようにこだわって論及してみたい。日本に

基盤を根底からくつがえすことになり，
やがて社会的身乳 経済的境遇，人種，
性別，信条にかかわりなく，すべての人々

於いてもともと，「教養」という概念ほ，多

に自由社会の一員としての資質，教養を

様に解釈され，それどころか否定されかね

与えることの必要性が痛感されるように

ない傾向にさえある。つまり，専門という

なり，その内容も健康，コミュニケーショ

ことに性急であって，その基礎にある教養

ソ，科学，技術，芸術，政治の各分野に

ということが等閑視されているのである。

わたって多岐に考えられるようになっ

したがって，一般教育に対する学生の意
識は余分の単位をとらなければならない，

た。（中略）
わが国では，戦後，．アメリカ教育使節

自分の専攻との関連が見出せない，等々の

団報告書の勧告に基づき，大学基準協会

それゆえに，単位のとりやすい講義を履修

が累次の研究を重ねて，大学における一

することで間に合わせよう，とする傾向が

般教育の比重を大きくすることに力を尽

ある。

くしたが，最近では，それが専門教育の

ところで，大学に入学するまでに，大学

不徹底を招来したという批判も一部にほ

に入学するための受験課目の学習に追われ

強く，この一般教育と専門教育との関係

てしまって，教養という概念，理念を身に

をめく、、る古典的命題は，技術革新の影響

つけていないことはもとより，趣味と教養

とも結びつけて再検討を迫られている。

とを混同してしまっているのである。

以上のことからも分明の如く，戦後アメ

そこで，一般教育の内実を明確にしてお
きたい。
…‥知・徳・体の調和的発達を図るため

リカの教育使節団報告書の勧告書に基づい
て設定されたものであり，とりわけ現在の

ように社会の目まく るしい変転の時機に於

にギリシャ人が設定した，文法・修辞法・

いては，一般教育の持つ意味・意義の見直

論理学・算術・幾何・天文学・音楽から

しが求められるであろう。

成る七自由科はその後も長く人間的教養

（注1）

もとより，各大学に於いて，社会，ある

の内容をなすものと考えられていたが，

いほ学生の要望に基づいて総合科目として

科学技術の進歩，民主主義の発達，労働

位置づけられ，「瀬戸内海文化論」「児童文

者階級の勃興は，そのよって立つ社会的

化論」「日本の思想・文化」「異文化比較論」

OLIVE 香川大学学術情報リポジトリ
292

岡 庭

昭 雄

等の講座が開設されている。そして，複数

ない，あまつさえ私的なおしゃべりほでき

の教官によって総合的視野でもって魅力的

るのだが公的な討論・発表ができなくなっ

な講義になり得ている場合もあり，また一

ている，という現実を無視することはでき

方では統一のある体系性に裏づけされた学

ない。それ故に，大学でさえも，生徒指導

問になり得ていない場合も、ある。

が必要になったと切実に思う。精神的に不

いずれにしても，一般教育に対する学生
の認識も教官の理解も十全になされていな
いのが現状であろう。

安定になる学生も増加している。つまり，
大学に入学したとたんに目的を見失ってい
る学生が増加している現実を凍祝すること
が必要となる。したがって，個に応じた指

2

筆者白身も2年前に「一般文学」の講義

導を徹底するために，毎時間，短いレポー
トを書かせたり，時として，学生自身の内

を担当し困惑したことを想起する。専門が

面を書かせたりした。さらに，グループを

違う学生に「文学」の講義をして，専門の

組んで討論して，その結果をリーダーが発

基盤をつくるためには，ひとつにほ，論文

表することも実施した。つまり，一方的な

の書ける基礎的技能と，もう一方にほ学問

講義形態をとるのでなく，学生からの反

的論争のできる話し方を身につけることを

応・意見も取り入れた講義にした。

狙った。そのためには，高等学校で学習し

ところで，グレート・ブックス運動は，

た文学史，文学作品の指導を基礎に据えた

エッセンシャリストの立場にあるハッチソ

文学思潮史・文学思想史を講義することに

ス（R．M．Hutchins1899〜）が，120冊の

した。漱石の則天去私・非人情主義の思想，

名著を選び，シカゴ大学の一般教養コース

鴎外の諦念の思想，言文一致の運動，文語

で，学生に読ませる運動を狙い，全米に広

詩から口語自由詩へ，白樺派の文学運動が

がり，図書館で名著を読むサークルができ

たんに文学運動に止まることなく新しい村

た，という。しかし，現代という時代を生

運動までに発展したこと，さらに，家族主

き抜いていく120冊の名著を選ぶというこ

義からの人間の解放，個人の自由の獲得に

とほ容易なことでほない。

至るまでの近代文学の課題を追求した。こ

にもかかわらず，筆者は現代の学生がイ

のことはつまり，時代の思想を背景として

ニシエーション（通過儀礼）として，読書

人間の解放の歴史であることを位置づけ

による死と再生を通して別人となってほし

た。一方には「現代を生きる孤独」をどう

いと思う。そのためには，学生と教官が一

超克するか，愛の不毛，現在および将来を

緒になって，己れの生きる主体とかかわり

どう生きていくか，ということを文学的認

つつ，かつまた，己れの可能性とかかわっ

識を中核として論じた。どう生きてよいか

て，読書することの主体を恢復したい，と

わからない，将来の展望が見えにくい現状

思う。

をどう打破していったらよいかをも含めて
語り合った。
確かに現在の学生たちは本を読まない，
書かない，他人の意見に耳を懐けようとし

（注2）

このことの背景なしには，一般教育は効
果を挙げることほ不可能であろう。それと，
もう一方にほ，現代の曖昧な教義の概念を
明確にしなければなるまい。純客観的な概
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欠かないはずである。「人間の危機」という

のは存在しないであろう。あえて主観的な

ことが叫ばれはじめてから既に久しいので

立場に立った教養の概念，つまり，教養の

あるが，人間の心と体のバランスの問題に

概念を背景にした読書運動を推進すること

ついても河合隼雄氏の論述はかいろいろと

であろう。

論じられている。さらに，M．エリアーデ『生
と再生…イニシューショこ／の宗教的意義
3

前章までで，教養の概念が曖昧なままに

一』（東京大学出版会1971年）なども取り
上げてみたい。エリアーデ全集も出版され

一般教育が実施されても，学生の生きる主

ていることだし。ここまで述べると，宗教

体は創造されないことを述べた。さらに，

学も取り上げなければなるまい。

一般教育に対する専門教育にも響かないで
あろうことについて述べた。
そこで，読書運動を核にした教養概念の

最近問題となっている「時間論」になる
と哲学の領域となるであろうが，児童文学
の世界でも生きられる時間の恢復という

獲得を中心にして一般教育を構築したいと

テーーーマが多くなっている。いわゆるファン

思う。

タジー作品がそれであるが，M．エンデの

にもかかわらず，学生が自らの生きる姿

『モモ』『鏡の中の鏡』『はてしない物語』，

勢を鮮明にしなければ実効が薄いことも事

イギリスのフィリッ／く・ピアスの『トムほ

実であろう。

最夜中の庭で』などから時間というものの

いずれにしろ，筆者の一般教育充実のた
めの試案を示したい。
もともと教養という概念ほ上から一方的
に決めつけるものではなく，生きる主体の

持つ内実を分明にすることも考えられる。
思想史ということも人文，社会，自然の各
分野に亘っておさえておかねばならない問
題であろう。つまり，思想，哲学の背景な

経験の総量によって決定される性格のもの

しに，もはや学問が論じられないとさえ言

であろう。とりわけ知の枠組（クーソのい

える状況になっている。

う／ミラダイムもこの中に入る。）の改変の時

に当たって大変なことほわかる。
先ず，教官の講義力の魅力の快復という

学際的研究ということが叫ばれてからす
でに久しい。またそれなりの学問の進歩も
しているのであるが，まだ己れの学問分野

ことが緊要であることはもとより，講義の

にしがみついている所はないであろうか。

内実がすぐれてその教官の得意とするもの

それよりも何よりも目の前にいる学生たち

であることは当然であるが，現代のように

の現状が見えないところでほ講義が成立し

生と死のあわいが明確でない，人間の生き

ないことは当然であろうが，何よりも学生

方が見えない，ことばが人間にとって何で

が主体的に目覚めることなしに一般教養が

あるかが見えない，等々。以上の現実を踏

成立しないことを肝に銘じたい。

まえることほ当然のことながら，その根底
にある「人間学」が問題にされねばならな

最後に一般教育，とりわけ教養というも
のがどこかにあるものを教えるのでほな

い。カッシーラーの『人間』はもとより，

く，これから創造していくものであること

多くの著書があるので，学生の読書には事

を述べてこの稿を終りとする。
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ことである。哲学的に言うなら，イニ

シエーションほ実存条件の根本的変革

（注）

（注1）『教育事典』（小学館 昭和41年）

というにひとしい。修練者（novice）

18Pによる。

はイニシエーションを受ける以前に

（注2）『生と再生−イニシエーションの

持っていたものとまったくちがったも

宗教的意義−』（東京大学出版会

のを授けられる，きびしい試練をのり

1971年）の4Pに次のような記述があ

越えて，まったく「別人」となる。」

る。「イニシエーションという語のいち

以上のことからも一般教育をひとつ

ばんひろい意味は，一個の儀礼と口頭

のイニシューショこ／と位置づける人間

教育（Oralteachings）群をあらわす

として別人となる機会と把えることが

が，その目的は，加入させる人間の宗

できるであろう。

教的・社会的地位を決定的に変更する

忘れ得ぬ講義
高 倉 良 一
「諸君は，専門家になる訳ではない。し
たがって，細かな事ほ教えない。私は，自

講義室は，四年生で埋め尽くされた。
なぜ，牧角先生の講義が，学生を魅了し

分自身が半生を賛した研究の大綱を述べる

たのであろうか。先生の講義の内容を紹介

ことにしたい。」

しつつ，その理由を考えてみたい。

大学時代に，私が最も感銘を受けた牧角
先生の講義は，こんな挨拶から始まった。
当時，九州大学法学部では，四年生を対

象とする法医学の講義が開設されていた。
この講義を担当された教官が，九州大学医

先生の講義ほ，スライド写真の映写が中

心であった。様々な事件で亡くなった方々
の死体の解剖写真を上映し，解説を加える

というスタイルであった。
スライドによる講義は，法学部の学生に

学部教授の牧角先生であった。この科目は

とっては初めての体験であり，しかも，そ

履修が強制されておらず，受講は学生の自

の内容は，交通事故から自殺に至るまでの

由意志に委ねられていた。四年生は，ほぼ

全員が前期までに卒業に必要な単位を修得

死体のオンパレードである。これだけでも
学生の関心を引きつけるには十分であっ

しており，後期には，はとんど大学に姿を

た。

見せなかった。
ところが，牧角先生の講義だけは例外で

ところが，先生の講義は，私たちの単な

る好奇心を満たすだけのものではなかっ

あった。回を重ねる毎に受講生が増え，最

た。先生は，私たちに科学的な思考をする

後は席に座れない老まで出たのである。大

訓練をして下さったのである。
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今にして思えば，三百人近い学生のレ

に義務付けられた。講義の終了間際に上映

ポートを毎回読まれることは，大変な御苦

されたスライド写真を素材として，死の原

労があったのではないかと思われてならな

因と形態をまとめるのである。私たちほ，

い。しかし，先生の御努力のおかげで，私

死体が発見された状況の説明を聞きなが

たち受講生は，講義を受ける楽しさを満喫

ら，探偵になったような気持ちで現場写真

したのである。

を見つめた。そして，A4版のレポート用

「発心真実ならざれど正境に録すれば功

紙に，死因は何か，自殺か他殺か事故死か

徳なお多し」という言葉があるが，先生の

を述べ，そのような判断を下した理由を書

講義は，この言葉がぴったりと当てはまる

くのである。
すると，先生ほ，私たちのレポートを毎

のではなかろうか。先生ほ，死体の写真を
見たいという好奇心から受講した学生に対

回丁寧に講評して下さったのである。優秀

して，文章の書き方から科学的な思考まで

なレポートを紹介するとともに，悪文の典

教えて下さったのである。

型のようなレポートや誤字・脱字まで，ス
ライドで上映された。

今年の十月から，一般教育の講義を担当
する私にとっては，牧角先生の講義のスタ

教官が，教室で一方的に話すという講義

イルほ，お手本であり理想でもある。学生

に慣れていた私たちにとって，このような

の知的関心を呼び起こし，学ぶ楽しさ，考

応答のある講義は新鮮であった。自分の書

える喜びを伝えられる講義を との思いを胸

いたレポートが，どのような評価を受ける

に秘めつつ，講義の準備に追われる今日こ

かに胸をわくわくさせながら，熱心に講義

の頃である。

を受けたものである。

心理学のイメージ
有 馬 道 久
心理学の講義を初めて受ける時，学生諸

るのかはとんど知らなかったし，具体的な

君ほどんな内容を予想し，そして期待して

動放などないに等しかったので，あわてて

いるのだろうか。

受験料目が合っていたのでと的はずれな答
をして失笑をかってしまった。その後の人

こんなことを考えていて，ふと自分自身
の入学の時を思い出した。4月初めのオリ

ほというと，フロイトの著作を読んで，人

エンテーションの時だったか，ある先生が，

間の無意識について興味を持ったのでと

心理学の専攻動機を話すよう言われた。学

か，福祉関係の仕事に就きたいからなどと，

生番号順ということで最初に指名された私

それらしい答えをしている人もいる。学生

ほ，正直なところ心理学にどんな領域があ

番号がもっと後であれば，少しは気のきい
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たことを言えたのにと思いながらも，これ

見・過大な期待を除去することであるとい

は大変なところに入ってしまったというの

う。そのためには，／いわゆる通俗心理学の

が，その時の正直な感想だった。

ように結論だけを呈示するのではなく，そ

あれから10数年，いまだか土心理学を続け

れが得られる過程一研究の方法一を大事に

ているのだから水が合っていたのかもしれ

しなけれはならないということになろう

ない。

か。

ところで，現在私は，実験や検査の実習
は別とすれば，講義というものを担当して

次に多かったのが，「心理状態や行動様式
を研究，分類するもの」（33％），「心理テス

いない。どんな内容をどのように講義すれ

トなどによる性格判断」（18％）などであっ

ばよ′いのか，これからの課題である。そこ

た。この辺になるとかなり実際の心理学の

で，自分の学生時代のことは棚にあげて，

内容に近くなってくる。しかし，やはり人

冒頭の疑問を直接聞いてみることにした。

の性格に関連するものというイメージが強

答えてくれたのが心理学の専攻生で，しか

いようである。ひとつには自分白身の性格

も40名という人数でほ，全体の債向といえ

や他人からの評価が気になるという青年期

るかどうかわからないが，結果は次のよう

の特色が反映されているのかもしれない。

なものであった。
まず最初に，「大学に入学するまで，心理
学とはどんなものだと思っていましたか」

では，実際に心理学の講義を受けた感想
はどうだっただろう。併せて聞いてみた。
最も多かったのは，「範囲が広い」（30％）

と回想的にたずねた。すると，「人の心の動

という感想だった。授業では，おそらく性

きを読み取るものだと思っていた」という

格だけではなく，歴史・研究法・知覚・学

回答が最も多く，40名中20名，ちょうど

習・思考・社会的行動・＝・‥と多くの分野が

50％に達している。ある程度予想された結

取り上げられただろう。この範囲の広さを

果ではあるが，この答はいったいどこから

視野が広がったと受けとる人もいるが，逆

出てくるのだろうか。世の中には，何々の

にとまどったとか掴みどころがないと感じ

心理という文字がよく目につく。そう言っ

た人もいる。1人の人間をいろんな側面か

ただけでなにかしら法則らしいものがある

らみる心理学のやり方は，ある意味で確か

ような気がしてくる。試しに何冊かの雑誌

に掴みどころがないと一いえるかもしれな

や本を手にとってみると，いくつかの類型

い。他の感想としては，「科学的」（20％）

が出され，それぞれの性格特徴が書いて

というのがあった。アプローチの仕方か，

あったりする。だが，どうしてそうなるの

分析か，それとも数値が多いことなのか，

かについて書かれているものは少ない。お

書かれていることからだけでほわかりにく

そらくこの何かよくわからないが人の性格

いが，いずれにしても回答の中にあった「科

を見分けるものがあるのだろうという気持

学的という言葉から最もかけ離れている学

が，人の心を読み取るという答に結び付く

問」という予想とは違っていたようだ。

のかもしれない。ある本によると，教養課

過程を大切にしながら，かつ広範囲のこ

程における心理学の授業の力点の1つほ，

とを伝える。限られた時間の中で，この2

心理学に対するあやまったイメージ・偏

つを満足するのはかなり難しいことだなと
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感じつつ，そして，人の心が読みとれるな

のあてのはずれた顔を思い浮べながら回答

んてそうできるもんじゃないとわかった時

を読ませてもらった。

再帰的授業
小 桧 伸 一
本学に赴任して1年半。現在，一般教育
の心理学と教職科目の教育実践演習を担当
している。教育学部の教育実践研究指導セ

エビメニデスのパラドックス。たとえば，

この枠内に善かれていることほ誤り

ンターに所属し，とりわけ教育実践演習の

という命題。これは真か偽か。とりあえず，

中でほ「授業」についての授業を行う。経

この命題が其であると仮定してみる。「この

験不足の新米教師ゆえ，とまどうこと，反

枠内に書かれていることは誤り」という命

省させられることも多い。1年半，講義を

題をPと置くと，この命題は「Pほ誤り」

してみて感じたことを，以下に書き連ねて

と表現できる。「Pほ誤り」が真であるとい

みる。
鏡。コクトーの映画「オルフェ」の中で，
黄泉の女王マリア・カザルスほ，鏡を通じ

うことは，最初の仮定「Pは真」であるこ
とと矛盾してしまう。でほ，偽であると仮
定した場合。「Pほ誤り」が誤り（偽）であ

て黄泉の国と現世を行き来していた（その

るということは，「Pは真」を意味する。こ

冷例な美しさが印象的だった）。黒手袋をは

の場合も，「Pほ偽」という最初の仮定と矛

めた手を鏡にかざすと，風を受けた湖面の
ように鏡の表面が揺らぎ始め，黄泉の国へ

盾を引き起こす。
n！を求めるコンピュータ・プログラム

の通路が開ける。詩人の目にも鏡は，現世

を作る。n！は，n＝0の時1であり，n＞

のものとほ思えない魔詞不思議な存在に

0の時n（n−1）！と定義される。LISP

映ったのかもしれない。この鏡に鏡を映し

という言語を用いて，これをプログラムし

てみる。つまり，2枚の鏡を向い合わせに

てみる。

置く。すると，鏡の中に鏡が映り，その映
された鏡の中に鏡が映り，その映された鏡
の中に鏡が映り，…… 。あるいは，ミルク
缶の記憶。そのミルク缶には少女が描かれ

（defunfactorial（n）
（cond（（zeropn）1）
（t（timesn
（factorial（subln））

ていた。その少女ほミルク缶を胸に抱えて
いて，その抱えられているミ′レク缶にほ少

））））

女が描かれていて，その少女ほミルク缶を
抱えていて，その抱えられているミルク缶
には少女が措かれていて，・・。

ある関数（factorial（n））を定義する際
に，定義の中でその関数を呼び出す。これ
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は一般に，再帰的定義を呼ばれる。プログ

で共通しているが，n！のプログラムだけ

ラミングの素人にとっては習得が容易なの

は，実ほ他の例と大きな相違がある。鏡の

に，BASICやFortranに熟達した腕に覚

中の鏡，ミルク缶に描かれたミルク缶，エ

えのある老にとっては馴染みにくいといわ

ビメニデスのパラドックス，これらほいず

れているプログラミング技法である。

れも無限循環のブラックホールに吸い込ま

さて，講義をしてみての感想を述べるは

れてゆくのに対し，n！だけはそれを免れ

ずだった。鏡の中の鏡。ミルク缶に描かれ

ている。関数が自己を呼び出すごとに引数

たミルク缶。エビメニデスのパラドックス。

の値が変化し，引数がゼロとなった時，ブ

再帰的プロダラミソグ。

ラックホールから抜け出し，解が求まる。

れらは自己言及という点で共通している。
それほまさに，教育学部の教育実践研究指

「授業」についての授業を行うという自己
言及的試みが，無限循環のブラックホール

導センターに所属し，時には「授業」につ

に吸い込まれてゆくことを意味するのか，

いての授業，つまり教育をしている私自身

あるいは，いつしか引数の値がゼロとなり

の姿と同型である。

解の発見に到達するのか，新米教師には未

上記のいくつかの例は自己言及という点

だわからないままである。

一般教育に関する議論をめぐって

小 池 和 男
先日の朝日新聞（1986年12月4日付）の

氏が強調される「専攻と平行して自分の専

読者欄に，一般教育をめく、、る議論がまとめ

攻とちがうmethodrogyがあることを学

て掲載されているのが目についた。ある高

ばせることの意義（とくに後期一般教育と

校生の「大学に進学したいけれど，大学の

して）」ほ，これらの投稿者がともに認める

一般教養の二年間には疑問を感じる」，した

ところであるように思われる。それととも

がっておそらく専修学校へでも行こうかと

に飯島宗一氏が強調される「専門教育のス

いう意見を受けてのもののように思われ

タイルが一般教育のねらいとしているもの

る。二人の大学卒業直後の投稿者が意見を

を積極的に取り入れていく」幅の広さをも

述べているが，二人とも体験を通して，一

つという姿勢も必要であろう。

般教育の意義を十分に認めているように思
われる。しかしながら，大学の立場から検

一，二年前のことになるが，「知的水準」
の、、N′′流の諮問委員会が一般教育廃止

討を要するいくつかの問題提起が含まれる

の意見を出して話題になったことがある

ように思われるので資料として掲載してお

が，彼らの発想は，最初の投書の高校生

くことにする。

のそれとはば同一一水準のものであるよう

とくに一般教育の意義の一つとして扇谷

に思われる。このような意見は論外とし
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ダが必要なのです。
私は，みんなが行くからではなく本当に
それだけの価値があるから，という認識で
、、大学、、を選んでほしいと思います。女の
子なら短大の方が，就職にも結婚にも有利

と思います。」この要望に対してわれわれほ

と言われますが，私は自分が四年制に行っ

いかに応えるべきであろうか。

たことを少しも後悔していません。

以下は，その「資料」である。

（OL 23歳）
2．専門と教養並行させて

1．あとで知るムダの価値

大学の教養課程についての論議がありま

先日，「大学に進学したいけれど，大学の

したが，私も現在の教養課程のあり方には

一般教養の二年間にほ疑問を感じる」とい

問題があると思います。というのも，私自

う高校生の意見が掲載されました。

身教養部に在籍した二年間は専門外の授業

確かに，私も初めほ一般教養というもの
が疑問でした。やたらと必須（ひっす）の
授業が多く選択できるといってもまったく
興味のないものも多々ある。また，専門と

に興味がもてず，無意味に過ごしてしまっ
たからです。
私は理系の学生ですが，人文科学，社会
科学といった専門外の科目の中にも理系の

違って大教室でのマイク授業が多く，大学

学生が学ぶべきものは多くあると思いま

の授業に夢を抱いて入学した当時の私は失

す。しかしながら，受験勉強を終えて教養

望し途方にくれたものです。

課程に進み，知識を詰め込むことにしか慣

けれど，四年間が過ぎてみてやっと大学

れていない頭が，物事を深く，総合的に考

の木当の意味を知りました。大学というと

えなければならない学問を受けつけるよう

ころほ，実用知識と実用技術で構成された

になるまでには，かなりの時間を要すると

ムダのない濃密なカリキュラムを与えられ

思います。専門外の学問に興味がでてくる

る専門学校とは，目的も性質も違うのだ，

のはむしろ大学三年，四年くらいになり，

と。

専門についての知識が深まってきたころか

一見，ムダに見えて専門科目にはまった

らなのです。

く関係のないことも幅広く吸い上坑 自分

従って大学の前半が教養課程で，後半が

自身のフィルターを通しておく。これは決

専門課程と区切ってしまった現在のカリ

してムダなことではありません。それぞれ

キュラムの組．み立てに問題があると思うの

の学問体系を知ることで，他分野の知識も

です。学生の学習意欲を高めるために，専

生きてくるし，幅広く垣間見た他学問のと

門科目ほ初年度から多く取り入れられるべ

らえ方や方法は，普遍的で専門科目の中で

きですし，専門以外の学問ほ学生が学びた

も生きてくる。
一般教養はムダな二年間かもしれませ

いと思うときにいつでも履習できるように
するべきです。また，現在教養課程にしか

ん。けれど大学のよさは，そのムダなので

ない語学，体育といった科目は三年，四年

す。いや，もっと言えば大学には，そのム

になっても必要だと思います。
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小 林
大半の学生が教養課程を無駄に過ごし，

係老は見直してはしいと思います。

大学を卒業すれば偏った知識しかもたない

（大学院生 23歳）

人間をつくりだしてしまう現状を，大学関

「香川大学一般教育部」創設15周年を祝して

小
「香川大学一般教育部」が「教義課程委
員会」，「一般教育部準備教官会議」，「一般

林

立

に確立することを提案し，昭和52年4月一
般教育主事制として実現されたという。言

教育担当教官会議」を経て昭和46年7月，

うまでもなく「香川大学一般教育部」は香

正式に発足してから，今年で満15年を数え

川大学の内部組織であって法令によるもの

ている。また昭和45年2月，「一般教育担

でほなかった。従って，一般教育主事の職

当教官会議」が「『一般教育研究』の発行に

が法制化されたことは，いわば国家による

関する要項」を定め，翌昭和46年10月に

強力な挺子入れが行われたということであ

創刊号の発行以後，回を重ねて第31号が発

り，「香川大学一般教育部」のその後の発展

行される運びになっている。これらのこと

にとって，その意義は決して小さなもので

は真に慶賀すべきことであり，関係者各位

はないと言ってよいのではあるまいか。

の多大のご苦心とご尽力に対して深く敬意
を表したいと思う。
その間，「香川大学一般教育部」にとって

昭和46年7月の「香川大学一般教育部」
の創設は大学自治の精神の発揚であると
言って間違いないだろうと思われるが，大

重要な意義をもつ事柄が数多く生まれてい

学の内部組織であることから種々の困難が

ると思われるが，学内的に見た場合，二つ

伴うことも免れ得なかったと言えるに違い

の事を挙げることができるのでほないかと

ない。当時の「香川大学一般教育部」が置

思う。
一つは昭和52年4月に一般教育主事の

かれていた状況については，『香川大学一般
教育部関係資料集』（昭和57年度改訂版

職が法制化されたことであろう。『香川大学

59〜62頁）所収の昭和47年10月一般教育

三十年史』（121頁）によると，昭和51年1

部教官会議から一般教育運営協議会に提出

月，教養部を置かない2学部以上の国立大

された「一般教育責任体制について（要望）

学20大学による「国立大学一般教育担当部

（第2次案）」，昭和48年4月一般教育部教

局協議会」が設立され，教養部を置かない

官会議から香川大学長に提出された「一般

国立大学の場合，一般教育担当責任者の職

教育部を部局として扱うことについて（要

を一般教育部長又ほ一般教育主事として法

望）」などの歴史的文書を通じても，その一

制上位置づけ，一般教育責任主体を制度的

端は窺い知ることができると言ってもよい
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のではないか。そのような当時の状況を打

同じ年の昭和52年6月に提出しておられ

開するために，恐らく昭和51年1月，「国

るから長年の宿願であると言ってよいだろ

立大学一般教育担当部局協議会」ほ結成さ

う。「香川大学一般教育部」の理念の一つに

れたものに相違ないだろうし，その運動の
成果として実現された一般教育主事の法制

「一般教育部の教官定員ほ，別表のとおり
とし，その身分は教育学部に所属するもの

化がもつ意義は極めて大きいと評価されて

とする」がある。従って大学院設置ほ教育

よいのではないか。

学部教官内部の専業分化を実質的に一層促

「香川大学一般教育部」の理念の一つに
「三学部から等距離」（昭和56年4月法学
部創設以後は四学部と言うべきだが）があ

進する要因としても作用しうると言ってよ
いのでほないだろうか。
21世紀まであと15年。「香川大学一般教

る。一般教育主事の職の法制化は，「各学部

育部」は創設15年の数々の実績と輝かしい

から等距離」の理念を「香川大学一般教育

成果を踏まえて，今後の15年間，どのよう

部」が実行しやすい環境を整備したと言う

な充実と発展を見せることであろうか。21

ことができるのではないだろうか。

世紀初頭，「香川大学一般教育部」は創設30

一般教育部にとって重要な意味をもつと

周年と「一般教育研究」第61号発行を如何

思われる二つ目の事柄としてほ，教育学部

なる状況のもとで迎えているであろうか。

の大学院設置の問題を挙げることができる

期待される所は極めて大きいと言って決し

のではないだろうか。教育学部は既に大学

て過言ではあるまい。

院設置の概算要求を一般教育主事法制化と

講道館柔道，タイを往く・−その8￣
村 田 直 樹
前号迄のあらすじ

ジャージャーと頭を叩くシャワーの水
が，火照った身体に気持好かった。あの青

一人から三木取る，という法外な八人掛

年は一体何を言いたかったのか。その思い

けを無事に終え，ホッとしてシャワールー

が，シャワーの雨の中で私の脳裡を掠めて

ムへ歩いていく途中，知的な光をキラリと

いた。

その瞳に漂わせるタイの青年に呼び止めら
れた私。
八人掛けという理由も定かならぬ抜き勝

＊

＊

＊

午后の指導がない時は，よく国際交流基
金の事務所へ行く。其処にほ図書閲覧室が

負を観衆の中でじっと見詰めていた，と言

在り，日本文化に関心のあるタイやヨ一

う。八人掛けは，結局ほ力の誇示か， とも

口ッ／くの学生，一般の人々がよく出入りし

言った。

ていた。基金側も，そういった人々のニー
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ズに，より豊かに応えるべく，情報サーヴィ

ヴェ一夕ーから吐き出されてくる処だっ

スに余念がない。そして，その作業こそ国

たd

際交流基金の基幹活動とのことだ。
私が基金事務所へ出掛けるのほ，其の閲

「大きなェレゲエ一夕ー・・…・
。」

覧室へ行くのが目的。其処で出違うタイの
学生や一般の人と交流するのがとても愉し

中へ入るといつもそう思った。やがて聞こ

いのだ。日本文化に興味関心ある彼等と話

えるコンピューター・ボイスの低い声，

していると，こちらの思いも寄らぬ点を指
摘されたりして，新鮮な知的興奮を賜わ得

「Floorfour．」

ること請合なのである。
ェレゲエ一夕ーを出て，磨き抜かれたフ
スクソゲィット大通りへ出，例によって
サムロー（小型三輪タクシー）を止める。
値段を交渉して，基金事務所へ。

ロアーをツカツカツカと皮靴の青も小気味
好く正面に歩いて行けば，基金事務所ドア
に突き当る。TheJapanFoundationと英
語の表示が透明のガラスドアに善かれて
い，その下にOpen，Closeの時刻が表示さ
れている。ドアは透明だから中が見える。
ドア越しに受付の机と，その横にタイプ
ライターが置かれてい，基金の職員がいつ
も盛んにタイプを打っている。此処に採用
されるのに，30数倍の難関を通り抜けた美
人秘書はタイ人で，英語・日本語ベラベラ。
日本語の方は敬語も相当こなせる水準を持

「走れっ，サムロー．／」

ち，私などその秘書のしゃべる日本語の正
統性に，時々脱帽させられたものだった。
一般にタイ人の応待ほ温かい。そしてそ

英国大使館に至るより前，一つ目の四つ

の温かさが最後迄消えない。この理由は何

角を右に折れれば，やがて左側にヒルトン

だろう，とよく考えさせられたが，一つの

ホテルの清酒な建物が迫り，その次にその

試答は応待の際の微笑であった。何とも柔

ヒルトンを造かに凌ぐ白亜新築のヴァニッ

らかい。そしてもう一つ，話し方。こちら

トビルが美音な熱帯の空にそびえ立つ。そ

に伝えられるそれらのメッセージほ穏やか

の4階に事務所が在る。外は相変わらず熱

で，特に女性の艶やかな微笑と柔らかな話

いのだが，何故かこのビルのふもとには風

し振りを香水のように振り掛けられると，

が舞って心地好い。だからサムローを降り

あーら，僕チャン，「腕をさしいでたるが円

ても，風は頼を撫でていた。

らかにをかしげなるほども……」などと「源

ビルのロビーを通り抜け，エレヴュー
クーに向かうと，恰度沢山の人がェレ

氏」の「宿木」じゃないけれど，何となく
円やかな気分に浸されてしまうのだ。（この
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気分大好きっ。）
ドアを押して入れば例のタイ美人秘書，
「先生，今日ワ。お元気ですか？」

「貴方は……！」

と私が言い掛けるのと殆ど同時に，書架の

とタイプの方から面を上げた。異国の人か

前に立つその青年ほ振り向いた。間違いな

ら奇麗な日本語で挨拶されるのは，とても

い。この間の八人掛けの後，シャワールー

愛しく嬉しいものだ。

ムへ行く途中で私に話し掛けてきたあの青
年だ。あの青年が其処に居た。

「／、イ，有難う。元気ですよ。」
「今日も熱いでしょ，外は。アハハハ
■■
o」

「サワディークアップ，アチャーーン。」

とタイ人特有の微笑を見せた。
日本語の挨拶の勉強で，天候のことを言う
と習った彼女は，習った通りを話し，熱帯
地方のこととて熱いのほ当り前だから，そ

のことを椰撤して笑うのだった。
「熱い熱い。どうしてバソコクはこう熱
いんだ。もう殊になるぜ。でも，この
オフィスほ好いネ，涼しくて。」

「サワディークアップ。どうして此処に
居るの？」と私。

「日本の経済史関係の本を探しているの
です。それにしてもまたお逢いしまし
たネ。嬉しいです。」
「イヤァ，偶然だねェ。此処で逢うなん
て。好かったら冷たいもソでもどう？

少し詰もしたいし。」と私は妙にノって
そんな他愛ない遣取りのうちに彼女は席

いた。

を立ち，冷たい物を取りに行く。私共、、派

「ええ，喜んで。じゃァ，出ましょうか。」

遣専門家′′ということで，事務所の職員は

「いいの，本の方ほ？」

何かと気を適ってくれるのだった。タイの

「ええ，いいです。」

甘いジュースを一気に飲みはし，私ほ閲覧
室の方へ。今日もまた，何人かの人が机に

という訳で外へ出ることになった。決まれ

向かっている。ヨ叫ロッパでの閲覧室と

ば行動は速い。私は基金事務所の所長に挨

違って，書物に目を落しているその顔，顔，

拶をしてドアを押した。それから勿論，ド

顔は皆黒髪で，日本人とそっくり。全然異

アを閉める時，美人タイピスト嬢にウィン

国を思わせない。私は，フロアー右奥手の

クを忘れず−。

書架へ行く。書架の奥に人影が在り，不躾
を承知でそちらに眼差を向けた瞬間，

「なーんだ，そうだったの。どうりで色

ソなことを聞いてくると思ったヨ。」
「アッ。」

（笑）

「ええ。そういう訳で，私の留学先でも

と息を呑んだ。

あった日本は私のテーマの一つでもあ
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村 田
るのです。だから色々と……。」

日本の成功は日本人と近隣諸国の人々に
とって，どのような意味を持つのか′′とい

ヴァニットビルを出て，近くのレストラ
ンでの会話である。

う点であった。
日本に留学した初めの頃は，私の国も日
本と同じ位に急速な発展ができるものかと

件の青年，名はスリチャイ＝ワンケーオ。

思い，、、あと何年たてばタイ国は日本に追い

（SurichaiWangaeo）1949年ランプーソ

つけるだろうか′′という設問をたててみた。

生まれ。一年間アメリカ留学の後，チエラ

しかしその後日本の急速な発展の下で，こ

ロンコン大学卒業。1971〜79年東京大学大

の国の人々の生活に生じたさまざまな問題

学院に留学，修士・博士課程終了（社会学

を知るようになると，こういう設問は適当

専攻）。現在，チュラロンコソ大学政治学講

でない，ということに気づいた……。

師。主要論文に「タイに於ける農地改革と
社会発展一日本の例と比較して」 The

「スリチャイ，その設問が適当でないと

SignificanceofSocio−PoliticalFactorin

いうことだけど，一体どういう夙にだ

theJapaneseDevelopmentExperience，

い？」

Green Revolution in Thailand：Its
Economic Consequences and Sociologi−

私はコーヒーを畷りながら聞いてみた。

calImplications for RuralCommuni−

彼はニッコリ微笑みながら（＝そう，これ

ties など。訳書にルース・ベネディクト著

が例のタイ・スマイル！）話を続けた。

『菊と刀』（共著）がある。

設問が適当でないというのは，第一に現
代の日本社会を到達すべき理想の社会，あ

此処で少し彼の話に耳を傾けたい。スリ
チャイほ自己紹介を兼ねて，以下の様な話
をした。

るいは理想に近いもの，と考えていたこと
で，まず，この考え方に批判の必要を感じ
たこと。第二に日本の歴史的発展の方向が，
近隣諸国やその国の人々の暮らしとはあま

私は北部タイの農村地帯ランプーソ県

りにもかけ離れたものであったこと，が明

パーサソ郡ソブター村に生まれた。高校を

らかになったから。そして，、、ジャパン・ア

卒業した時，運よくアメリカン・フィール

ズ・ナンバーワノ′ なギと言って，世界の

ド・サーヴィスの奨学金を受けて，ミネソ

範として日本を礼奏すればする程，日本社

タ州の小さな田舎町に一年間留学すること

会の矛盾，例えば環境破壊，といった問題

ができた。
帰国してチェラロンコソ大学に入学し

に触れずに，見過ごすことになる。国内の
青少年に対しては，教科書を改窯し，過去

て，四年生の時，日本の発展振りに非常に

の侵略戦争の歴史的事実を隠蔽して語ら

興味を持ち，勉強したいと思っていたとこ

ず，バラで飾った表面上の素晴らしさや発

ろ，たまたま日本政府の留学試験にパスし

展ぶりを出版物に盛り込む。専ら一方的な

て1971年4月に日本に留学。当時常に抱い

見方と，当座のことしか教えないのほ，今

ていた疑問は，、、日本ほ何故成功したのか，

後の開発政策に活かそうとする学問にとっ
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て，又，若い世代にとって欠陥と言えると

思った。

と答えて，日本の人々に知って戴きたい，

という言葉が耳に残った。何故だ−
話が次第にSeriousになってきた。彼ほ

？

と，つらつら考えているうちに，ハッと

の英語の流暢さが加速度を増していた。タ

なった。思い当る節にぶつかったのである。
日本製品不買運動。これである。タイで

イのインテリで英語をしゃペる人は，大抵

約10年程前に，日本製晶不買運動なるもの

というと，佳掛こ入りつつあるようで，そ

米国留学を経ている。昔がきれいで，かつ，

が起こった，ということを想い出した。当

熱意が伝わってくる英語だった。
私も言った。

時の田中角栄首相のバンコク訪問を前に起

「日本の社会がいろいろな面で発展を遂
げていることほ，最早，誰も否定しな

こったその運動は，学生代表が抗議文を田

中首相のもとに届けるだけにとどまらな
かった。十万人に及ぶ全国の学生を動員し
て，「日本製品ボイコット旬間」が実施され

いだろう。世界経済が不況にあっても，

るまでに発展した。それほ，東南アジアで

日本は先進工業国の中でも際立って安
定している。後発の発展途上国の社会
開発への努力はタイもそうだと思うけ

初めての，そして東南アジアで最大の反日
製品運動だったのである。（どうも不調だ

ど，一般に日本の過去百年間の発展課

リチャイは，続けた。

な，日本は……。）私は独り言を言った。ス

程の検討などせずに日本の発展を真似
ようとする傾向を感じるソだけど，ど
うだい？」

「Yes，Iagree．日本の発展は，その方
法を真似て誰もが達成できるような，

叫般的お手本になるようなものではな
いと思います。」
「そうそう。こんにち日本の近代化の出
発点となった明治維新から第二次大戦

「私の勤めるチュラロンコソ大学でほ，
アジア研究所，社会学研究所などの有
志を中心に，、、日本製品反対運動後10
年経って，享くなったのは何だろう′′
という長い名前のシンポジウムを開き
ましたヨ。」
そう言って，彼はそのシンポジウムの冒

までの発展の背景，又，それ以後，そ

頭で朗読されたという詩を紹介してくれ

してこれらの発展が，後発の発展途上

た。その詩は，日本製品不買運動なるもの

国に対して待った意味等々，おさえて

が起こった当時の，日本製晶が氾濫する実

おくべき側面は幾つかあるよネ。」

態を的確に伝えていた。
私はその詩を聴いているうちに複雑な思

「Yes，Ithinkso，tOO．私はタイの発
展と日本との関係，又，タイ国にとっ

いに浸され，朗読するスリチャイの顔を凝

ての開発の在り方等について考え，日

視した。

本の人々に知って戴きたい，と思って

いるのです。」
「あーそう。熱心で好いねェ。」

で，その詩の内容は−？
つづく

