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話

パリからの予期せぬ手紙
渡 過 英 夫
とであった。とにかく見つかるようなこと

今年の春先，かねてからの約束になって
いたフランスの大学での集中講義をするた

はまずないこと，プロの犯人は前もって

め，一週間樫渡仏した。期末試験と入試の

狙っていたのだろうし，私には不幸なこと

合間をぬった慌ただしい時期であった。ま

だけれども，般近のフランスでは別段珍し

だ春に遠く，底冷えのする彼地の気候は，

いことでもないらしい。ひったくりは言う

すでに暖かくなりはじめた日本からの旅人

に及ばず，鞄などは地面，あるいは椅子の

には少しこたえた。

上に置けばまずはとられるらしい。とにか

帰国予定日が休日のため，その日は買い

く物を盗まれる程，私の方が馬鹿で不注意

物もできないだろうと，遅くパリに着いた

老である。これがこの話をした時のフラン

翌日，2年ぶりの街並を少し歩いてみた

ス人の友人達や学生達の慰めとも励ましと

かったのと，土産物探しに外出した。

もつかない私へのコメントであった。

モンパルナス駅でまずその日の午後の

幸いパスポ・−トと財布は上着のポケット

TGVを予約し，カルティエラタンの＝書店

に入れてあったので，盗られたものほ

を何軒か覗いて廻った。その後，ノルマン

TGVの切符，数冊の本，大学の身分証明

ディ・−やイギリスヘ通じる列車の発着する

書と名刺の入ったケ・−ス，予備の眼鏡，そ

サン・ラザ−ル駅近くのデパートを出て，

れにスケジェ．・一ルを書き込んだ手帳で
，鞄

ふと靴の紐の解けているのに気付いた。手

も3年程前にフランスで買ったお気に入り

提げのバッグを足下に慣いて，屈んで靴の

であった。とにかく大急ぎで汽車の切符を

紐を結ぼうとした一儲のことである。何題
かがそのバックをひっ攫っていった。反射

買いなおし，忘備録の入った手帳や身分証
明哲の紛失で不安で落ち着かないままにパ

的に身を起こしたものの，人通りの多い駅

リを後にした。

前でそれらしい老はすでに確定できなかっ
た。
慌てて近くの警察署へとび込んだことは

翌日からは緊張の杭ぐフランス語での講
義や，学生とのやりとり，同僚との食事
や，夜は夜で翌日の準備や招待などもあっ

いうまでもない。型どおりのやりとりがな

て1日まぐるしく毎日が過ぎていった。急

された後，まだ若い警察は「見つかるよう

に寒さを増した気候に風邪を引かないよう

なことがあれは連絡しましょう」というこ

に仕事を終えることが第一・であった。
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そして10日後，大学の事務所に帰国届け

いたとはいえ，身分証明おや裏側をフラン

を出しに行った時のことである。「先生，

ス語で印刷した名刺は，場合によっては忠

フランスから手紙が釆てますよ」と1枚の

用されかねないかと気になっていたので正

緑色の封筒を渡されたその表面に書かれた

直ホ・ヅ†した。手帳は勿論戻らなかった。

JAPONの字の硫に，私の名刺がホッチキ
スで止めてある。開封して何と驚いたこと

後日，フランス人の非常勤講師のシャメ
ル氏にこのことを話すと，彼は，】￣珍しいっ

か。私の身分証明書と名刺が数枚，それと

フランスで盗まれたものが戻るなんて＿【と

小さな紙切れにフランス語で，【「これを路

驚いて，「とにかくすべてが例外的だよ。

上で見つけたので，あなたに送付します」

まずはカトリックのフランスに，プロテス

とある。投函の日付は私が鞄をなくした日

タこ／†の牧師そのものがほとんどいないん

の翌日の夕刻，場所はサン・ラザール駅と

だから。そして遠い日本まで紛失物が送ら

は遠く離れたパリ18区。封筒裏面の差出人

れてくるとは！」と笑った。ちなみに，フ

は教会名の下に「Pasteur某」とある。

ランスの新教徒は総人口の2％にも満たな

どうも犯人は身元を示す余計なものは捨
て去り，／ミックやケースだけを持ち去った
ものらしい。神父さんの拾ったものはその

いという。これが20年以上，無事故で関
わったフランスとの，私が初めて遭遇した
椿事である
（19936．30）

余討なものということになる。もう諦めて

香川大学の一員になって
青 木 恭 子
はじめまして。4月1日付けで，教育学
部助手として着任いたしました。表現運動
・ダンスを主に担当しています。一一・般の学
生さんを対象にした体育実習では， ジャ
ズダンス

を閑話しています。享受業では

楽しくダンス！ をモットー・にしていま

く言われますが，授業のある日はレオタ1一
ドで出歩いているのですく♪わかると思いま
す。しかし，まだしばらくは学生の中に紛
れていたいなと思っています。
出身は長野県松本市，休日には観光，登
山，スキ一客などでにぎわうところです。

すが，今後は男子学生さんも多く受講して

また，お城，お蕎麦，おやきなどが比較的

いただけるように流行の青果やダンスを取

有名でしょうか。特に今年の夏は信州博

り入れたいと思っています。日々修業と

93，松本城400年祭があり，様々なイベ

いったところでしょうか・‥・。見た目は

ントで楽しませてくれることと思われます。

まだ 学生 なので見分けがつかないとよ

また，98年には冬季オリンピックを控えて
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いることもあり，一層のにぎわいになるだ

ことがなかったので，たいへんうれしく

ろうと思います。学生時代を茨城県のつく

思っています÷

ば研究学園都市で過ごしましたので，帰省

今後は，生渡を通じて携わることになっ

するたびに変わる町並みに得いていました

た ダンス について様々な方向から見つ

が，当地に来たことでまだその楽しみは続

め，自分なりのテーマを探っていけたらと

きそうです。また当地にきて驚いたこと

思っています。

は，お侃髄がおいしいこと，海の幸に恵ま

よろしくお願いいたします。

れていることです。これほ今まで経験した

ミシンの縫いと摩擦
鎌 田 佳 伸
談話室に原稿を と顔まれましたが，

ん深みにはまってしまうので，泥沼である

家政学教室に被服学担当として4月1日赴

と言われてきたのである。したがって，繊

任してきたばかりで，気ぜわしい日々を

維の研究者ほ摩擦がからむ研究には手を出

送っていて，落ちついて本誌向けの原稿を

したがらない傾向にあった。しかし，基本

思索する余裕が当分できそうにありません。

的に摩擦の現象にはバラツキが大きいとの

というわけで当談話室の原稿としてはふさ

認識を十分に持ち，かつ問題をかなりデフ

わしくないかも知れませんが，ごく投近繊

に扱うならば理論的に扱うことができるで

維関係の新聞（政経ニュ−・ス，H5430

あろう。また，最近のパソコンの発達に

発刊）に寄稿した拙文の中から一部を転戒

よって，手軽に計算機ンミュレ・−ションに

し，私の研究分野と共に研究に対する考え

よる理論的扱いができるようになってきて

方を紹介させて戴くことでお許し願うこと

もいる。したがって，研究テーマとして摩

と致しました。（H5512記）

擦の問題を避けて通る必要もなくなってき

1 繊椎の研究と摩擦

扱うべきではなかろうか。

た。いや，むしろ研究対象として窮極的に
音から，繊維の研究分野では，よく「摩
擦の研究は泥沼である」ということが言わ

2 可縫性と摩擦

れてこきた。これは，摩擦に関する研究は理
論的な扱いが難しく，実験データもバラツ
キが大きく，再現性に乏しく，したがっ

ミシンと摩擦は切っても切れない関係に
ある。ミシンは一・針づつ布を刺して行く。
この時発生する摩擦による熱は針温度上月

て，なかなか現象が明確にならずにどんど

の原因となるが，時として，縫製に支障を
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きたすほどになる。また，上糸（針糸）は

段々と取れて行き∴縫製開始から数秒で針

いろいろなガイトを通り抜けて摩擦走行し

温度は−・定温度に収赦して行く（図1）。

ているこ このために上．糸の般力は場所によ

このはぼ安定した針温度を「平衡針温度」

り変わることになるし∴縫いの速度にも依

と言うが，−・般的には単に「針温度」と呼

存して変わることになる。このことは，糸

ばれている。また，摩擦による熱発生拍が

調日11．で静的に測定された張力で縫われて

増大すると針温度も上がるが，発熱に比例

いるわけではないことになるっ さらには，

した増大をする訳ではない。なぜならば，

かまの剣先がし糸をすくうが，この時作ら

発熱を増大させる困f・（例えば，布の厚さ

れるループも針と布と糸との摩擦の大小関

や縫い速度など）は一・力において放熱投も

係に依存している。このように，ミシンの

増大させるからである（図2）。

縫いと摩擦は極めて深い関係にあり，摩擦
なくしてはミシン縫製はできないのである。
ここで，筆者らの研究を引用して，ミシ
ンの縫いと摩擦に関する理論的解析の例を
紹介させて戴く。
E針温度】

摩擦はル1・・一・・プの形成に不可欠であるが，

摩擦熱の発生は針と布とによって，放熱
はミシン本体へ，布へさらには針表面から
空気中へと行われる。これらの発熱と放熱
とについてさらに詳しく調べてみると次の
ことが理論言1算から推測される。図3に，
剥が布を貫通・引き抜きをする際の買通力
線図の例を示す。大きな三角形が針目で作

困ったことに，摩擦の存在は針の温度を上

られる票通力で，その反対側にできている

昇させ，種々の障害を発生させる。例え

小さな三角形が引き抜き力である。この図

ば∴布に溶融穴をあけたり，縫糸を切断し

の面奄等を・計算すると針の貫通・引き抜きエ

たり，釘の強度を下げたりする。この針温

ネルギーとなる。その中のおよそ半分が摩

度は高速になるほど大きくなるから，針温

擦による発熱ぶとなり，針温度を上月させ

度の低下技術は高速縫製にとって大変重要

る元になる。

なものとなっている。したがって，針の温
度上男の機構を知ることが大切である。

次に放熱の国子の中で，特に布を通Lて
の放熱について調べて見ると，針と布との

次に，針温度の理論解析の例を示そう。

摩擦発熱の中で針に流入してから放散する

まず，縫製条件として，①ミシンは一本針

熱よりも布を通して放散する熱の極めて大

本縫いミシン，（∋針はパルジッド・アイ

きいことに驚かされる。例えば，図4に示

針，③布ほT、／Cプロ・−ドクロス（02mm

すように，布の厚さ（枚数）が蒔い時は針

厚），④空縫い（縫糸ほ用いていない，縫糸

に流入して空気中に放散される熱の割合

の使用は針温度を少なくとも低下させる）
を採用した。
針の温度は発熱と放熱のと−†㌧バラン

（R）は多いが，布の厚さが増して行く
と，針温度の上昇と共に段々と布を通して
放散する熱の割合（1−R）が増大する。

スによって定まる。ミシンの稼働と共に−

08m以上の厚さになると，摩擦熱の半分

定の摩擦発熱により針温度は上昇して行く

以上の熱が布を通して放散されると計算さ

が，その針温度の増大ほ放熱鼻をも増大さ

れる。このことは，針の熱伝導率が布より

せるので，発熱過と放熱放とのバランスが

も百倍以上も大きいという事実を考えると
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−・見奇異に感じられるが，よくよく考える

あるので∴針混度がit 古くなればなるほど温

とそうおかしいことではない。なぜなら

度の低い布を適して多くの熱が放散される

ば，摩擦熱を発生させる針は常に同じであ

のである。

るので発熱により温度が上月しているが，

「∴記は針温度の解析に基づく知見の−・端

一・方の布は常に新しい部分，すなわち，室

であるが，このような理論解析がなされれ

温の部分が針と接触するわけで，それも布

ば，針温度の予測のみならず針温度の低下

の温度を上昇させないごく短時間の接触で

技術にl対する示唆も得られるであろう。

︵も︶雫顆粒据Q恵

100

干
経過時間（s）

図†針温度の測定例（針日付近の針溝に取り付け
た熱唱対による）回転数：3．000spml．布：
T／Cブロード1枚、A：貴通いの開始・・BC：

針：＃16′ヾルジッドアイ、
布：T／Cフ ロード3枚

平碑ラ召汁温度．．C：カ適いの停止

髄

味丁咄租e㌫

彗−00

Q
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∝．即屍e疲示ふY堪り−義
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布の重ね枚数（ply）
図2 針温度の布の恩ね枚数依存性

0 2 4 6 8 10
布の重ね枚数（ply）

∵：R一 一−−−− 0
区14 針に流入する熟の割合（R）と金十温度上昇（の
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カリングなどの原因になり，反面その張力

上で検討できることとなる。このような理
論的扱いのメリットは次のような事例を考
えれば理解できるであろう。例えば天秤糸
道の摩擦係数の引締張力に対する関わりを
実験的に検討しようとして縫糸を変えたと

が小さ過ぎると布南に対する締めが不十分

すると，それは天秤糸道の摩擦係数を変え

【引締張力】
「引締張力＿とは上糸が布を締める時に
発生する張力である。引締張力が大き過ぎ
ると布畠は過度常締められ，シーム＝パッ

となり縫目が緩み，極端な場合にはちょう

るのみならず，糸調子皿の摩擦保持力その

ちん，いとこぶ，わらいなどと呼ばれる不

他も自ずから変えてしまうので，単独の検

良現象が発生することとなる。したがっ

討ができない。このような時，・ンミュレー

て，引締張力がどのように発生するかを知

ションでほ天秤糸道の摩擦係数のみを変え

ることは極めて大切なことである。
図5に引締張力波形の測定例を計算機シ

ることが容易にでき，端的にその影響を検

討することができるのである。

ミェ．レーション（太い線）と共に示す。こ
こで，張力TA，TBはそれぞれ図6に示す
ように天秤を挟んで縫目側と糸調子側とで
測定される張力波形である。図5から明か
なように測定位置が変わると張力波形も変
わることが分かる。TAは縫目形成の張力
情報を，TBは糸調子皿の摩擦保持力の情
報を与える。図7は引締張力備に関する結
岩0
1■岩

していることが分かる。そこで，シミ、ユ．

卜琴芝謎二∴

示したシミュレ・−ションの結果が概ね一致

uら

果であり，プロットで示す測定値と曲線で

レーションによって，速度増加に伴う張力
の増加の原因を解析してみると，図7の下
段に示すように糸調子皿の摩擦保持力が主
として関与し，次いで天秤糸道の摩擦が関
与していることが分かる。したがって，縫
い速度に伴う引締張力の変化を少なくする
には，糸の引き出し速度に伴う糸調子皿の
摩擦保持力の変化を小さくすることが最も
効果のある方法であることが分かる。
上記では∴縫い速度の増加に伴う引締張
力の増大の解析結果を示したが，妥当なシ
ミュレ−ションが得られれば，引締張力に
対する種々の縫製因子の関与状態が解析で
きるから，張力に対する可縫性の向上が机

図5 縫い速度に伴う上糸張力波形の変イヒ
凛逮糸エ＃50ポリエステルフィラメント
太い素描：g十3寧，．巾のある繰：ヲ刷：宅
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1 2 3 4
縫い速度（Xl00D8押）

臥王適塾払
回6 上糸の走行1径路の棋武図

園丁 引締張力の貞通い速度依存性
縫い糸：＃50ポリエステルフィラメント

3おぁりに
ミシンの稼働中の縫いは，摩擦場という

降する。現代ではパソコンの発達によって

縮まえにくい世界にあり，かつ多数の縫製

容易にシミュレーションによる理論解析が

因子に囲まれているから実験のみで縫いの

可能となった。実験のみで研究するのでは

状況を把捉するのは大層難しい。しかし，

なく，理論的なアブロ−チで問題の基本を

そこにかなり大まかであっても理論的なメ

十分に研究することが大切であろうと筆者

スを入れることができれば情報は格段に飛

は常々考えている。
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子どもの命の輝き
鈴 木 政 勝
ほじめまして，4月1日づけで，教育学

よくない。たぶん癌だ。」と思い詰めて，と

部に着任いたしました。専門は，幼児教育

にかく病院に向かいました。串で駐車場の

です。

入り口まできたとき，お母さんにつれられ

私は，お米のおいしい，そして名酒の多
い越後平野のど真ん中，新潟県長岡市に生

た3才く√らいの女の子とすれ違いました。
そのとき，その女の子が，「ほら，お母さん

まれました。長岡市といえば田中角栄で有

みて，ほら，ほら，あんなに。」と私の串を

名なところですが，良寛の生まれた土地で

指さしていいました。その声は，楽しく

もあります。

て∴嬉しぐて，たまらないという声でした。

私は，大学院博士課程終了後，福岡県筑

私自身暗澹とした気持ちでいたため，気付

後苗にある九州大谷短期大学，幼児教育学

かずにいたのですが，私の串が丸く雪をか

科に就職しました。そこでは，学生に幼児

ぶっていたのです。九州ではまったく珍し

教育を教えるかたわら，付属幼稚園の園長

く雪が斜めにふっているうえに，これまた

（3年）をしたり，久留米市のある私立幼

雪をかぶった自動車をみたというので，そ

椎園で指導（5年）をしたりと，幼い子ど

の女の子の目は，驚きに輝いていました。

もにかかわってきました。学生のほとんど

これは，まさに生きている命が輝いてい

ほ女子学生ですので，若い女子学生を相手

る，といったらいいのでし．ようか。

にするのも，もちろん，非常に楽しいので

私は，その女の子をみて，非常に羨まし

すが，子どもの相手をするのも，私にとっ

く思いました。雪を，しかも大人にとって

て楽Lいことでした。
これは，もうかれこれ2年前の話になり

はやっかいものでしかない吹雪をみて，こ
んなに感動できるとは。私自身こうした感

ますが，40歳以⊥の人を対象にした市（バ

動を，へたに経験をつんでしまっているゆ

リウムを飲んで）の胃癌検査にひっかかっ

えに感じえなくなってしまっているからで

てしまいました。「精密検査を受けて下さ

す。

い」という葉書をうけとり「もしかしたら

私自身子どもとかかわるのが好きなの

ハ」と暗い，食事も喉を通らない何

は，私自身がとうに失ってしまっているこ

日かを過ごして，いよいよ精密検査の当日。

うした命の輝きに，触れることができるか

その日は，九州ではめったにみられない吹

らです。

雪模様の天気。朝から，横なぐりの雪が吹
荒れていました。1￣この天気だと，結果は

え！精密検査の結果ですか。それほも
ちろん「異常なし！」です。
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地理学Slを担当して
平

一・般教育の地理学関連授業を担当するの

篤 志

も，発表やレポーt作成の具体的な方法を

は福島県の私立短大での授業を含めてこれ

説明してもらったことほなかった。それ

が2度目である。しかし，短大では講義で

ほ，論文の書き方をテーマにした本などで

あったのに対し，今回は演習としての授業

自身で修得する，あるいは大学入学以前に

であった。演習を担当する，それもー・般教

すでに修得すべき事柄として考えられてい

育に．おける演習科目を担当することははじ

たためかもしれない。しかし，高校までの

めての経験であったため，どのように授業

教育では国語で感想文を雷く方法を学んだ

を進めていくか，迷うところもあった。こ

くらいで，社会科や理科の分野のレポート

こでは，その演習科目をはじめて3か月に

の作成方法の具体的な提示はなかった。し

当たる現時点での感想を述べたいと思う。

たがって，大学の−般教育の課程でこのよ

想していたが，実際の受講生23名のうち1

うなことを教える専門の科月があってもい
いのではないだろうか。私が留学していた
アメリカ合衆国のウィスコンシン大学で

年生は10名，43％を占めるに過ぎなかった。

は，正規の授業プログラムのほかに，レ†

学年別では2年生が11名でもっとも多かっ

リック，段落の構成，トピックセンテンス

−・般教育という性格上，受講生は当然入
学して間もない1年生が大半を占めると予

た。

演習科目では，一・般的に学生側が主体的
に発表や討議を行うことが求められるが，
一般教育における演習科目の場合学生自身

の置き方，文献表の作り方など論文作成の

具体的な方法を教授するプログラムがあ
り，とても役にたった。
演習科目の後半でほ，学生自身の興味の

がこの形式の授業をはじめて受訴するケ・−

ある国を1つ選択してもらい，授業のテ・−

スが多いと思われる。地理学Slでは受講生

マである民族の多様性という観点から発表

全員が演習形式の授業ははじめでであった。

してもらった。ここでわ問題は，発表後の

つまり，教える側も，学ぶ側も初体験なの

質疑応答がなかなか活発にならないことで

であった。

あった。その原因の一端は，私個人の議論

そこで，授業期間のうち最初の3分の1
は，学生の中に地理学をはじめて学ぶ者も
おり，地理学の基礎概念を説明すると共
に，資料の収集，発表の形式，レポ ・−−・†の

の誘導の甘さにあり，他の一端は，学生個

人の議論形式の授業に対する不慣れにある
と思う。日本人学生が自身の意見を述べる
ことを苦手とすることはいろいろなところ

形式について具体的な例を示すように努め

で述べられているので，ここでは深入りし

た。私自身の大学生括を振り返ってみて

ないが，大切なことは，演習という授業形
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篤 志・宮 崎 英 一・

態の具体的方法を示しながら，学生側が意

であろう。

見を述べやすいような雰囲気をつくること

物が見えるとは
宮 崎 英 一
机の上を見る。木製の茶色い机である。

ちに愕然として気づいたのは，いかに自分

その表面はぎらざらしている。角度を変え

が無意識に現象を見ていたかということで

て見ると，ざらざらの表面でも白っぽく

ある。

光って見える角度がある。蛍光灯を消す。

ぼくも学部学生時代は，教科畜に書いて

ないだろう。しかし蛍光灯から出た光が物

あることや先生の言われたことをそのまま
何の疑問も持たずに記憶する学生であった。
このため勉強することは苦しみでしかな
かった。そして頭の中には 暗記するこ
と ＝ 理解ができた
という公式が固着

体に照射され，そして我々人間の眼に入る

化していた。そのため波動関数ならその式

途端に机は見えなくなる。
これは日常，誰でもが経験している 物
が見える ということである。大部分の
人々は，これに対して生涯何の疑問も抱か

まで−L体どれだけの物理現象が起こってい

の解法だけを，反射の式ならその式の導出

るのだろうか。光を汲の振る舞いとして捉

だけを，というように光学の一分野におい

え，それによる物体表面での反射，そして

てさえも，それを独立して暗記していた。

反射した光の空間伝搬。いつ，いかなる時

しかしたった一つの現象， 物が見える

でもこれらの現象が誰の命令を受けたわけ

という簡単なことでさえも，それらは互い

でもなく，一時の休みもなしに発生してい

に密接に関係し合っていたのである。これ

る。人間は現象を創り出したのではない。

が自分なりに分かったとき，ああ勉強する

人間が誕生するはるか以前からあった現象

ということは，こういうことをいうのか

を説明できるようになっただけである。簡

と，ぼんやりと分かったような気がしたも

単な波動光学においても，たったこれだけ

のである。と同時に自分は何も分かってい

のことを説明するのに，過去何百年に渡っ

ないことに気づき，これから先∴⊥体どれ

て多数の先人達がどれはどの苦労をして現

だけのことを勉強するのか途方にくれたも

象を解明したか，はかりしれたものでほな

のである。しかし，もう一つ感じたのは詰

い。現在ではこれらの現象は体系的に説明

め込み教育が必ずしも悪ではない。むしろ

づけられており，教科書においてさえも多

−・般人なら本当に物事を理解する上で，必

数見かけられる。これらを勉強していくう

ず通らなければならない道であるというこ
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とであった＝ 問題は，ただ一・部の人間は暗

に出て機械的にノ≠」十を取って試験前に憶

記することで大部分が理解できたと思って

える。たしかに単位を取るだけなら，これ

しまうことである。山登りに例えると知識

も楽な方法だろう。しかしこれでは考え方

を身につけることは，まだ山に登る準備が

に対する理解を深めるどころではない。確

整った段階である。そして理解することが

かに理解することは菜ではない。それより

自分の足を上げて登り始めることであり，

もバイトのこととか今度のデーtのことが

これからが苦しくなるのである。ここで普

気になると言うのも分かる。しかし，それ

通の人間は，まあいいかと自分をごまかし

が学生生活の全てなのだろうか。単位が

納得させてしまうのである。しかし，ほん

揃って教員試験に合格する。対外的にはこ

の一部分を除けば大部分の人間は汎用な人

れでいいだろう。普通の試験は理解してな

間でめる。この人間が物を考え，理解する

くても答を書けば点がもらえるから。しか

には基礎的な知識が不可欠である。この段

し，採用試験に合格した後，学校で教えて

階を飛ばしていきなり 理解させる まで

もらったこと以外の問題点はどうやって解

を伝えることが出来るのだろうか。知識な

決するのだろうか。それは習っていません

らば簡単に身につけることも可能であろう
（それが本人にとって理解できていようと

とでも答えるのだろうか。もし考え方が身
に着いていたとしても，やはり正答を出す

どうであろうと，憶えるという点で）。し

ことは出来まい。しかし，解決法を見つけ

かし考え方は，はたしてそう簡単に身に着

ることが出来るだろう。その解決法を回り

くのだろうか。その人が生まれて20年近く

くどい方法かもしれない。または間違って

それで正しいと思い，また両親や学校の先

いる方法かもしれない。しかし，考え方さ

生までもそれを正しいと教えこんでいたら。

え身に付けていれば，改良する事は簡単で

これはそう簡単にほ分かってもらえまい。

ある。

戦時中の教育が良い例である。日本は戦争

以上 物が見える ということから，ぼ

に勝つと教えられ（というか，それこそシ

くなりの考え方を書いてきたが最後にもう

ナプスが結合するまでたたき込まれ）た挙

一度言う。くどいようだが言う。 真実の現

げ句，数十年もジャングルに留まっていた

象を知らなくても物を見ることはできる。

兵隊がいたことを憶えているだろうか。人

また−・般生活をおくる上でなんら不自由は

が今まで生きてきた中で経験的に身につけ

ないだろう。しかしその原理を知ってから

た正しいという知識を簡単に変えることは

初めて本当に物が見えるようになるのでは

できない。これを変えるには教える側は勿

ないだろうか。これは今までのぼくの考え

論，教えられる側にも自分の考え方を深め

方に対する反省から釆たものである。

たいという欲求が不可欠である。単に授業
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私の受けた「一般教育ガイダンス」
山 下 明 暗
『一般教育研究』編集部からご依薪が
あった】一・般教育▲lについて思いつくまま
で申し訳ない が少し述べさせていただく。
大学−・年次の時，プリゼミの先生から

のか，われわれは教育によっていかなる
i￣教養」を養な

ってきたのであろうか。と

問われた。誠に感銘を受けたしだいである。
さらに先生は，大正時代から戦前にかけて

ての調和的な発達を目指すことがいかに大

日本の知識人を支配した教養主義と呼ばれ
るものについて述べられた。いわゆる青白
きインテリ階級の専有物と考えられていた
もの。教養主義の内容は政治的教養をふく

切であるか，そのために「一般教育」（g−

まず，いわゆる文化的教義が壬であり，観

eneraleducation）があり，すべての老が共

照的・静観的な人生態度を特色とし，明治

通にもつべき教育としてil共通教育」（c−

の教養人は祖国を愛する情熱にもえ，社会
改革，国家発展のため教養をつんだのであ

l￣−・般教育ガイダンス」を受けた。プリゼ
ミの先生のお話しをお聞きするうちに将来
の職業や専門のいかんを問わず，人間とし

ommon education）があることを板書をさ
れながら教えて下さった。板書はさらに続

るが。大正，昭和の教養人が，個人の生活

き教養を意味する英語やフランス語の

を愛したため，公的関心は極度にうすかっ

cultuIeが〈耕す〉というラテン語から，ド

たため，戦争中も時の権力にたいして何ら

イツ語のBildungが〈形づくる〉という動

の抵抗を試みることなく，ついに祖国を転

詞からきていて，畑を耕すように人間の精

落の悲運から救うことができず，戦後に

神を耕し人格をより完全なものに形成して

なって教養主義のこのような無力さが痛烈
に批判されたそうである。

ゆくことこれがヒュ．−マニズムの精神とつ
ながりキケロの提唱された《フマニタス≫

「教養」ほ自己完成を目ざすとともに，

の理念ともつながりがあること，さらに第

政治性，社会性にも富むものでなければな

二のルネッサンスといわれる啓蒙主義との

らない。すなわち教義のための教養であっ

関係を述べられた。

てはならず，隣人に，そしてひいては，地

先生は，G・スタイナーが述べた「多く
の読書濫より，文学作品等の悲しみのはう

球規模に寄与しうるところの教養でなけれ
ばならないと思う。《フマニタス≫を提唱

には，するどく反応はするが，現実の地獄

されたヨーロッパでも同じようなことが

のなかは平然と通り過ぎる。」を引用され

あったそうである。シエクスピアやゲ・−テ

我々に問われた。いわゆる隣人の痛み，地

を読んで文学の中で疾したり，神への祈り

球規模の問題点に対して何の反応も行動も

をしていた人々でさえ，アウシュヴィッツ

おこさない。これは，何の為の「教養」な

に対して魂の叫びも悲しみ感じず，また何
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の行動もおこさない，ただの教養読診で終

の人々に行った侵略のことなどの疑問点に

わったそうである。

ついて尋ねられることもある。「−・般教養＿

私は，日本語を教える教師に過ぎず，人

との出会いがあったことにより授業（専

間改造の指導者でもなんでもない。しか

門）というものに幅がもでていると思うの

し，本格的な日本語研究者を目指す留学生

である。

と出会う度に，私の「教養」を強く問われ
ることがある。例えば，『L autre japon
LesBurakumins，Jean−FrancoisSabouret』
（1983年フランスから出版）のことやアイ
ヌの方々のこと沖縄のこと，さらにアジア

学生時代喜びを感じながら授業を毎日受
けることができたのは，「−・般教育ガイダ
ンス」のお陰である。また，深く人生観に
影響を与えてくれ，且今も基本になってい
るのが「一・般教養」である。

一般教育雑感
一・教 官
大学設置基準の改正をうけて，教養部の

「大綱化」は，四年一・貫教育という視点

「解体∴専門学部への「分属」，新学部へ
の「改組」など，教養部の改革をめく小って

と一般教育と専門教育を活性化するための
自由を提供した。大学四年間を前後二年ず

劇的なニュ．−スが報じられている。してみ

つに区切る横割りの制度を廃して，−・般教

ると大学設置基準の改正は，やほり教養部

育と専門教育の両者を四年一貫教育という

を有する大学にとって必要な措置であった
と言えるのかもしれない。

縦割り（くさび型）に大改革するための根

鉄は熱いうちに打ぐ のことば通り，
「教養部」改革を断行した大学には，それ

拠となったと思われる。これほ，教養部を
もつ大学にとって，いわば重要な「横のも

のを縦にする」という性質の大改革に他な

を支える全学的な条件があったからに相違

らないが，もともと教養部をもたずに一般

ないが，「教養部」改革は，専門学部志向で

教育を実施して来た大学にとっては，新し

あるという印象は，やはり否めない。従っ

いことでも珍しいことでもないと言える。

て，これまで−・般教育を担当して来た教養

何故なら，くさび塑という名称で呼ばれる

部を解体した後，「大学教育研究センター」

実施体制と「−・般教育部」等の教養部に代

等の新体制によって如何に一・般教育を実施

る実施魁織を採って∴来ているからである。

してゆくのかは，尚，未知数であり，今後
の重要課題とLて注目してゆく必要がある

と考えてよいのではあるまいか。

従って大学設置基準の改正は，教養部を

有する大学にとって極めて重大な意味があ
るのだと言っても見当はずれではないと思
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れているのではないか 新カリキュラム

人ツ四↑■・・甘教肯の火施は 恐らく人′、ア は，新しい黒施体制を前捉としており，し
院教持との対比においても．必要と考えら
かも，来年度の概算要求にけ主Jに介わせると
れる飢み替えとしての意味もあるのではな
いだろうか
他力，教養部を・もたない人学において
は．一・−般教育のカリキュラム政笹と黒施体
制の検．；寸については，全ノ学的な甘易で議論
するfり」と，し狛l■j′、芦潤ごとに改革案を持ち

いう時聞的制約濫も縛られていた）現在は

そのような経過で堤根されたカリキュラム
案を基礎にサ成6年度から具体的に実施す

ることを‖標にして検討するという第三三期
に入ったと考えられる
「人綱化により従来の−・般教育は，あ

寄って，八通部分を採川する什カとがあり

る意味で ′1三命維持装愕 を取りはずされ

うる

たとほいえ，餅は餅屋といわれるよう

人′芋．釦首基準の「人綱化 は，−・般教育

に，川一般教育担当姐織ほ，多年にわたる実

のカリキュラムと実施体制を 聖域 トでは

践経験と豊富な知識をもっており，それは

なくして，尊門学部を逝に 聖域 化した

尊重されて然るべきではないかと思われる

こともあって，一−−・時期，尊門学部からの強

い不満と専門学部本位の…・般教育への要求

「大綱化」に．よって従来の一般教育担当
組織は，ややもすれば「死に体」におちい

が一山・気に噴き出した。そのため，専門学部

りがちであるが，教養教育の重要性を確認

ごとに改革案を持ち寄る方式が採用されざ

して−一一・般教育を改革するためには，一腰教

るを得なかったのではないか。

育担当組織の長年にわたって培って来た経
験と知識を活かしてゆくのがよいのではな

しかし，それでほ 船頭多くして船山に
登る

のことは通りまとまらないために，

かろうか。尊門学部からの原案は，どうし

もっと全学的立場から−・般教育のカリキュ

ても専門学部本位にかたむきがちであり，

ラムと実施体制について検討が必要と考え

全学的観点からすれば，欠落部分が生れる

られる段階へと移行しで釆ている。
第一岬現における専門学部本位の改革案の
検討の反省を踏まえて，第二期には全学的
1ン易から，一一般教育の改革案が検討される

ことは免れないという傾向があると言える
のではないか。

香川大学の一一般教育の改革を考えること
は，とりもなノおさず現行の トー・般教育部」

こととなったが∴方法論としては，依然各

の改革を考えることであり，とりわけ「一

村門学部からの改革塞を持ち寄って統一・的

般教育部＿」と「教育学部」の関係を改めて

な改革案を討議するという仕力であると言

明らかにして検討することに他ならない。

えるのではないか。

従来，香川大学の→般教育担当の教官定

それ故，全学的立場にある委員会でほあ

員は，すべて教育学部（学芸学部）に配置

るが∴方法論としては，従前と同じである

されることになっていた。それ故に，学生

ために，各専門学部ごとに投出された原案

定員増や学部増設があれば，一・般教育担当

をまとめること自体に時間と労力がとられ

の教官定員は，教育学部に所属することに

て，答申そのものについての委員会におけ

なり，かくして，教育学部所属の教官数

る審議が充分にほできないという結果が生

は，百五十名を越える大世帯となっている
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合科学課程が設慣されるに及び，初修外国

語担当教官も教育学部の専門教育にかかわ

当教官は，−・般教育科目だけを担当するの

るようになったこ これで教育学部に配置さ

ではなく，教育学部の専門教育にもかかわ

れている−・般教育担当教官は全員が同じ状

る体制がとられて来た。−・般教育担当の教

況になったわけでもある。しかし，外部か

官は−般教育と専門教育の両方を兼担する

ら見れば，その理解が深まるにつれて】￣初

ことにより，逆にまた教育学部の専門教育

修外国語よ，お前もか」という感慨は免が

の教官からもー般教育への出動が行われる

れないのではあるまいか。≡￣再配置」の問

という相互乗り入れが実現して来ている。

題提起は，そのような在り方に対す−る他学

このように教育学部内における「・般教育と

部の異議申し立てとして受けとれなくはな

専門教育の兼担が可儲な理由は，正に，教

い

員養成学部が， ミニ8専門学部 を有し
ているからに他ならないだろう。
】▼大綱化【】は，教養部を解体し，専門学

大学設慣基準の改正により，−・般教育の
カリキュラムの改革が検討されるに及ん
で，香川大学にあっては r【一般教育部」と

部への「分属＿」や新学部への】￣政敵」をも

いう実施体制が問題の焦点として浮上して

たらして，教養部に所属していた教官も専

来ることは，ある意味では自然の流れと

門教育科目を受け持つという兼担の方向を

言ってよいかもしれない。

促がしている。してみると，香川大学の一

三十三名の再配置が問題になっている

般教育担当教官が−・般教育科目のみならず

が，香川大学の一般教育にかかわっている

教育学部の専門教育にもかかわり，卒業論

教育学部の教官の人数は，実際には三十三

文の指導にもたずさわるという体制を採っ

名より多くなる。いわゆる別表にほ五十余

て来たことにほ，いわば「大綱化」の先取

名の定員が掲載されているというのも，一一

りといえなくもない合理性と有効性があっ

般と専門を兼担するという体制で来ている

たと言ってよいのではないか。それが可能

からに他ならない。

だった理由は， ミニ8専門学部 といわ
れる教育学部に所属しているからでもある。
ただ問題は，一腰教育担当教官が，教育

「−・般教育部▲」の解体は，教養部の解体

による「分属」とは異なって，簡単にほ実
施できない性質をもっている。これはE，

学部の専門教育とのみかかわりをもつとい

E系大学の教育学部が共通して抱えている

う点が，他学部から見れば−L般教育の定員

問題ではないかと思われる。この点につい

の専門教育への流用として映るに相違ない

て，再配置の問題を契機として，全学的に

し，他学部の学生定員増などで配置された

理解を得る必要があるといえるのではない

一・般教育担当教官であれば，教育学部の専

か。

門教育に流用し取り込まれているという印
象は免がれないのではあるまいか。
「一般教育部」が設置された頃は，初修

−般教育の教官定員は数字の上では，三
十三名と確定できるけれとも，実際にほ教
育学部の専門教育にもかかわっており，こ

外国語科目の担当教官はまだ教育学部の専

の兼担体制を急に切り替えることは非常に

門教育とはかかわりがなかった。しかし総

難しいことであるまいか。先ずは三十三名
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に絞り込むか否かが問題となるが，これ

が報じられるが，むしろ香川大学と似通っ

は，「大綱化」の流れに逆行すると言える

た規模と状況の大学における改革の状況を

に違いない。

こそ知り，共に知恵をしぼり，構想を練る

それ故に三十三名の教官定員を一人ずつ
特定するよりは，現在の兼担の体制のま

方が実り多いのではないか。
それに新設学部の設置が実現できたとし

ま，例えば総合科学課程の学生定員をかか

ても尚，一・般教育の実施と責任体制そのも

えたまま，全学的視野にたって 国際文化

のは全学的な課題として残っているはずで

学部 とか

理工系学部 といった新学部

ある。従って，香川大学の−・般教育の改革

設置の方向で，発展的に解決することで，

は，現行の「一腰■教育部」について，もっ

再配置の問題を越えることが考えられてい
る所以ではないか。
教養部の解体など劇的な改革のニュース

れた」一・般教育の実施組織を創り出してゆ

と研究調査と総括を行って，全学に「開か
くのが最善の方途ではないか，と思われる。

一般教育改革の現状と課題
一・教 官
＊一・般教育をめぐり現在進行している事態
ほ，きわめて．拙速かつ不可解である。
l−・般教育の「改革」をめぐる議論が，
本学のUniversityとしての発展の展望の
中でなされているのではなく，各学部の都
合の範囲のみにおいて嘩なる人数の分掠り
合いであるかのような観を望していること。
これは全国的にも例がない異常事態である
ように思われる。

京都大学すべてのメンバーが総合人間
学部に属して発足。いずれ一
部は文・理等の学部に移るこ
とになっているが，十分な受

け入れ体制を整備してからと
いうことになっている。
これらの事例において∴学部間移動はい
ずれも研究者にとって「よりよい条件の実
現」が必須の条件になっていることに留意
すべきである。

2，3の事例
神戸大学ほとんどの学部がそろってお
り，新設の2学部を含めてす
べてのメンバーが自分の専門
に適合する学部に移っている。
（経営学部，医学部は0）

Ⅱところで本学の場合，人文・理等の基
礎的学部が存在しないことが，University

たりうるための重大な欠落部分となってい
る。またこのことが−般教育の改革を一層
困難にLている。教育学部は剛般教育をか
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かえる学部として，ある程度基礎的学部の

な技術のみにとどまらずに，基礎的理論の

機能をはたしてきたが，その発展を模索す

比重が一層増大したものになっていること

るのではなく抹消するだけでよいのであろ
うか。

が知られている。これらの例に見るまでも

なお，本学の近隣の大学はすべて人文・

なく，特に留意すべきことは，科学と技術
が接近し，基礎的諸科学の諸領域が相互に

理等の基礎的学部をもつUniversityとし

結びつきを強め技術的諸括動に対して決定

ての条件を満たしている（愛媛小高知・徳

的な指導力を持ち始めた現代という時代の

島総合科学部・広島・岡山巾神戸）。香

性格である。ここにもわれわれは基礎的領

川大学だけが一うソク下ともいえる「特異
な大学」になってよいのであろうか。

域に重点をおく学部の設際の必然性を見る。

Ⅲしかるに現在，教育学部はある程度人

整備されるとき，本学はUniverstiyとして

文学部的機能をはたしている。しかしなが

体裁を整えるとともに，全学支援体制によ

Ⅴ これらの基礎的領域の研究教育体制が

ら，理工系学部的機能はこの学部の性格上

り，より貿の高い全学共通教育を提供する

きわめて不十分であり，地域の住民から非

ことが可俄になるであろう。それほ，大宇
宙・社会・・人間（ハーバ−ド・コア）に対

常に強いl▼理工系学部の設置」の要望がた

びたび出されている。そこには必然性があ

する素養と「探求心に富む自由な知性と普

り，本学は何らかの形で応えなければなら

遍的人間性」を基盤に，すぐれた専門的技

ないが，本学の歴史的理由による学部構成

能をもつ学生を世に送り出すことを可能に

からくる制約のために対応しえていない。

するであろう。同時に，研究領域の相互浸
透による学問水準の高度化により，本学は

Ⅳ社会的諸条件の変容と科学の進歩は急

本来の意味におけるUniversityとしての

速であり，各学部はいずれも何らかの改革

位置を狂得するであろう。

を迫られているが，それらほ比較的小規模
の改革に留まっている。また必ずしも，将

＊）本稿ほ，1993年2月25日に記した筆者

来を見通した抜本的な改革にまでは至って

の「覚え書き」としてのメモであるが，現

いない。ところで，最近の工学部，農学部

今においてなお，意味を持ち続けているよ

等の大講座制への移行においては，伝統的

うに思われる。

