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3全学教育広報 （曙光） 第30号

巻頭言

大学院教育における新教養教育の
意義と重要性について

東北大学 総長 井 上 明 久

情報が瞬時に世界へ伝わる情報知識基盤社会の到来に伴い、グローバル化が急激に進展して大学

間の世界的競争が激化している。また、世界ならびに東アジアの中での日本の存在感の低下などが

実感されるようになっており、次世代の国際社会で高度に活躍できる若手人材の育成は国家の喫緊

の課題となっている。大学での教養教育は幅広い知識と思考力を養い、現代における複雑化した課

題解決のための基盤と見なされ、地球資源の乏しい我が国が今後も持続発展を遂げていくためには、

深い専門知識や技能ばかりではなく、幅広い教養を学ぶことによって世界レベルで高度に活躍でき

る若手人材を育成することが可能であると考える。

本学では2007年３月に、世界の学生や研究者から一度は来て学んでみたいと憧れを抱かせる存在

感の高い大学、すなわち世界リーディング・ユニバーシティーを目指して井上プラン2007（東北大

学アクションプラン）を発表した。本プランは、教育、研究、社会貢献、キャンパス環境、組織・

経営の５項目からなっており、このプランを基盤とした様々な施策に挑戦している。その中での最

重要挑戦課題の一つとして教養教育の充実を謳っている。

日本のほぼ全ての大学では、学部の１、２年生を対象とした教養教育（全学教育）が行われてい

る。この教養教育の充実は大学教育の質保証の向上にとっても重要な役割を担っており、大学教育

力強化の根幹といえる。東北大学の教養教育体制は、1992年の教養部の廃止以降大きく変容し、全

ての学部、独立研究科、研究所、センターの教員が全学的規模で責任を担う形式になった。本学で

はさらにこの施策に沿って、全学教育関係者の努力、熱意により、この約４年間で目覚しい改善、

向上が達成されつつある。たとえば全学教育を行う講義棟の整備や川内キャンパスの整備および厚

生施設の全面改修などのハード面の充実の外に、ソフト面として、ワンストップサービスを取り入

れたキャリア支援および学生相談の充実、従来と異なった視点からの教養教育の実践（教養教育に

特化した総長特命教授制の導入）、学生の国際化に資する英語授業コマ数の倍増ならびに英語検定

試験の必須化、そしてそのレベルアップのための講習会の実施や海外大学へのスタディーアブロー
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ドの機会の提供を行ってきた。また、2011年度からは新たな英語による教養課程授業を開始するこ

とになっている。一方、新入生の学習支援の一つとして、2010年度からは先輩学生が後輩学生を指

導するスチューデント・ラーニング・アドバイザー制を導入した。さらによりよい授業を行うため

に、新規採用教員の教育研修制度を充実させると共に、教養教育専任教員（教養教育特任教員制度）

を設けたことも新たな施策としてあげられる。これらの新しい取り組みの多くは、学生にも好評で

あると聴いており、今後も関係教職員ならびに学生の意見も取り入れながら教養教育の充実に取り

組んでいきたいと考えている。手前味噌になるが、このような不断の教育改善の努力が実を結び、

朝日新聞による大学ランキングにおいて、入学した学生が伸びた大学の項目で2007年から４年連続

１位、高校の先生による総合評価でも６年連続１位に輝いており、大変栄誉に思っている。

学部１、２年生を対象とした教養教育の外に、井上プランにおいて大学院での５年間一貫教育体

制と併せて博士課程後期学生を対象とした教養教育制度の導入を提案し、実施に向けた検討が学務

審議会などで進められている。これは学部での教養教育、基礎専門および大学院修士の高度職業人

養成の各課程を修了した大学院博士後期課程学生に対して、学部時の教養教育とは異なった目標、

視点、レベルで、すなわち、高度専門分野の知識の外に、高度で幅広い教養、人間力、国際性を具

備する視点から、哲学や歴史学などの人文学、法律や経済などの社会学、国際公共政治学、専門分

野外の基礎工学や基礎理学、生命科学、医学、農学、および第二外国語などの履修を目指すもので

ある。修士までの専門課程を習得し、明確な将来ヴィジョンを抱き始めた博士課程後期学生への教

養教育は大学１、２年生を対象とした教養教育とは大きく異なった意義と効果を持っていると確信

している。

この新教養教育のための受講時間は、大学院の修士・博士課程の５年間一貫の体系的な新履修カ

リキュラムの編成により生み出すことが可能であり、従来の高度専門人材養成の講義や学位取得研

究の大きな犠牲を伴うことなく行えるものと思っている。ただし、このプランの実現には、関係教

職員の教育関係に対する拘束時間が増加することへの理解と協力を得なければ不可能である。提案

している新たな教育活動には定年が延長されて教育研究への専念時間が増した経験豊かな教員や、

先に紹介した教養教育に特化した総長特命教授などが中心となって担当に当たることも一案であ

り、そのための諸制度の整備を進める必要があると思っている。

一方、井上プランで謳った大学院教養教育の確実な推進は、大学院博士課程自体の人材育成制度

に対する社会からの評価の向上ならびに博士学位取得学生の幅広い将来進路の選択を可能にするも

のと期待される。本学ではすでに大学院教養カリキュラムにあたる講義として、国際高等研究教育

機構における「融合領域研究合同講義」や博士課程後期学生を対象とした高度イノベーション博士

人財育成センターでの企業経営者などからの講義、広範な分野の社会人との合宿形式での討論会、

さらには国内外の企業や大学での３ヶ月以上のインターンシップ制度などを実施している。これに
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よってこれまでの博士課程後期修了生では得ることが困難であった総合企画力や実践力の強化に繋

がり、一層幅広くかつ高度な資質を持った学生を本学から輩出できるものと信じている。

これらの取り組みによるシナジー効果が認知されることにより、学生の博士課程への興味・関心

が高まり、修士課程から博士課程への進学率が向上すると共に、一般企業においても博士後期課程

学生への見方や評価が変わり、採用機運も高まるものと期待される。結果として、現在日本の高等

教育における大きな懸案事項となっている博士課程後期学生の就職率も大幅に向上し、日本の科学

技術レベルのさらなる向上をもたらし、科学技術創造立国の実現を通して高度な持続発展社会をも

たらすものと期待される。

これまで述べてきた大学院での５年間一貫教育と新教養教育体制が本学で検討され始めてすでに

数年が経過しようとしているが、未だ学内での理解が充分でなく、具現化出来ていないことを残念

に思っている。今後なお一層の努力をもって一日も早く大学院５年間一貫教育、新教養教育、なら

びに国内外の研究機関や企業でのインターンシップを取り入れた新大学院人材育成制度が実現し、

将来の元気な日本復活の原動力として活躍できる若手人材が東北大学から多数輩出されることを念

願している。

（いのうえ あきひさ）

新入生を待つ川内北キャンパス（2011.3.8）
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“われらこそ国のいしずえ”
“われらこそ世界の要”

国立科学博物館 理事 折 原 守

東北大学を離れてから既に８ヶ月を過ぎようとしているが、時折、このフレーズがメロディととも
にわき上がってくる。ご存じの学生歌「青葉もゆるこのみちのく」の１節である。
在任中、主に入学式や学位記授与式で歌いながら、ああいい言葉だなと思わず力が入り、またその
たびに気持ちが新たになるものであった。

｛東北大学の学生として｝

学生の皆様方も、東北大学の入学式でおそらく同じような思いや気持ちを持たれたのではないだろ
うか。今後もぜひ、この“われらこそ国のいしずえ”“われらこそ世界の要”という心構えを大事に
しながら日々の生活を送っていただきたいと思う。
東北大学は、誇りを持って学ぶことができる、歴史と伝統、そして現在があるいい大学である。そ
の創設以来、「研究第一」「門戸開放」「実学尊重」の理念のもと、それこそ我が国の発展を支え、牽
引してきた人材をあまた輩出してきており、今日では、世界リーディング・ユニバーシティを念頭に、
世界で国際的に活躍できる人材の育成にさらに力を注いできている。
皆様方は、そのような大学の学生なのである。

｛我が国の国際社会への復帰｝

戦後、我が国が国際社会に仲間として正式に認められたのは、1956年の国際連合への加盟からとい
えよう。その加盟承認の背景には、国連の専門機関の一つであるユネスコに我が国が既に加盟してい
ることがあった。その加盟は国連に先立つこと５年、1951年のことであった。
さらにここがポイントであるが、その我が国のユネスコへの加盟の大きな要因として、仙台での世
界の先駆けとなるユネスコ協力会設立、そして設立後の熱心な草の根の活動があったのである。
仙台ユネスコ協力会は、戦後間もない1947年に世界で最初の民間ユネスコ団体として発足（ちなみ
に２番目は、同年米国デンバー）した。この協力会の設立には、中心人物として東北大学の教員（土
居光知、桑原武夫）がおり、会長は本学第８代総長、佐武安太郎であった。いわば、今日の国際社会
における我が国のプレゼンス、そのいしずえに、かつての本学関係者の非常な努力、貢献があったと
いえるのではないだろうか。

｛心の中に平和のとりでを｝

「戦争は人の心の中で生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築かなければならな
い」、この有名な文言は、まさしくそのユネスコ（国際連合教育科学文化機関）の憲章前文にあるも
のである。
心の中に何かを築くというのは、その何かが何であっても大変なことであるが、そのこと自体は疑
いようもなく、個人にとっても人間社会にとっても必要であり、大事なことだと思う。
そしてその際、その「心の中の何か」の種になったり、その手段になったり、あるいはその判断基
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準になる大きなものが、「教養」だと思う。そしてその「教養」を身につけるうえで、個人差はある
だろうが、一番効果的、効率的なものが大学における教養教育ではないか。
東北大学でいえば、その科目が基幹科目であれ、あるいは展開科目や共通科目であれ、学んで無駄
になるものは一つも（と思うが）ない。たとえ、すぐには役立たないとか、目の前のことに必要性が
感じられないと思えるものであっても、これから長い人生を歩んでいくうえで活きて役立つ。
大学を卒業して既に30数年たったこれまでの経験上、私自身にはそう思えて仕方がない。と同時に、
その我が身を振り返るともっといろいろなことをきちんと学ぶべきであった、これからやるにしても
ちょっと遅すぎたかと反省することも多い。

｛生涯学習とダイバーシティ｝

昨年度、全学教育の基幹科目として「ジェンダーと人間社会」を開講した。法学研究科の辻村教授
にとりまとめをお願いし、東北大学の男女共同参画委員会の主要メンバーである、私が敬愛してやま
ない先生方にそれぞれの専門分野での講義を主に担当していただいた。幸い、多くの受講生があり評
判もよかったようだ。
私自身はその開講講義１コマを担当しただけであるが、その際には、「ジェンダー」や「男女共同

参画」について、それらの基本的知識とともに、個人や人間社会との関わりの中で、それらがどのよ
うに存在したり、作用したりするのか、何が必要で何が大事なのかといったことについて話をした。
このことと関連するが、では学生の皆様方がよりよい社会の中で、よりよくいきていくためには、
具体的に何をどうすればいいのだろうか。
結論から申し上げると、キーワードは「豊かな自分を豊かな組織で」であり、意識されるべき事は、
個人レベルでは「生涯学習」、組織レベルでは「ダイバーシティ（多様性）」ではないか、と思う。

｛豊かな自分を豊かな組織で｝

学生の皆様方には、是非豊かな自分をつくりあげていっていただきたいと願っているし、その土壌
たる東北大学（全学教育のカリキュラムも含め）にはさらに豊かな組織になってほしいと思う。
そのためには、「国のいしずえ」「世界の要」となるためには、全学教育を例にとれば、当然ながら、

ただ漫然と科目を登録しその講義に出席するだけでは、何事も身につかない、これは物事の道理であ
る。是非、ご自分の興味、関心を大事にし、意欲的にまっすぐにその科目に取り組んでいただきたい。
成績も努力の結果としてはもちろん重要だが、仮に成績が悪くとも気にしない、その後の種等に育て
る方がより重要なのだから。
また、「われらこそ」のためには、自分が心がけるだけではなく、自分が属する組織においても心

がけてもらうべき事がある。「門戸開放」の理念を持つ組織として、その構成員を例にとってみれば、
当然ながら、国籍や年齢、分野、職種まして性別など関係のないダイバーシティが大事にされるべき
である（前との関係でいえば、男女共同参画はダイバーシティを形成していくうえで中心的な柱であ
り、この推進のための取り組みはすごく重要である）。もちろん、ことは構成員だけの話ではない。
すべてに関してであり、それでこそ歴史とともにある豊かな組織となるのではないだろうか。

執務室の机の上には、東北大学の大きな湯飲み茶碗がある。離任するに際し、秘書室の方々から記
念にいただいたもので、現在、上野で毎日、朝に夕に大事に使用している。
そのロゴマーク、丸い形をした萩（地球を包み込む“グローバル萩”と勝手によんでいます）を目
の前にしつつ、最後にもう一言だけ。
東北大学の皆様方に幸多かれ！！

（おりはら まもる・東北大学元理事・非常勤講師）
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学 問 論

「思いつき」を大切に

文学研究科 教授 佐 藤 嘉 倫

私は研究においてもっとも大切なことは新し

いアイディアを思いつくことだと思っている。

もちろん学術論文にするためには、思いつきだ

けではだめで、それをバックアップする理論や

データによる補強が必要である。しかし優れた

研究のきっかけとなるのは思いつきである。私

の尊敬する故梅棹忠夫氏は、自分の研究が思い

つきにすぎないと批判されて、「悔しかったら

思いついてみい」と独創的なアイディアを思い

つくことの重要性を語っている（『梅棹忠夫

語る』）。私の同僚の小林隆さんも『曙光』30号

でひらめくこと（新しいアイディアを思いつく

こと）の大切さと面白さを語っている。私も最

近の自分の経験から思いつきの大切さを語ろう

と思う。

３、４年前、ある国際会議の関係者から「都

市の不平等について何か発表してくれ」という

依頼を受けた。私は今まで人々の間の不平等に

ついて研究してきたが、都市の不平等について

は考えたこともなかった。しかしせっかくの機

会なので、自分の研究の境界を広げようと思い、

いろいろと考え始めた。そして「都市における

貧困と犯罪」というテーマでいこうと決めた。

アメリカの大都市などを対象とした研究では、

貧困地区の方が犯罪率が高いことが指摘されて

いる。しかしこれは自分の感覚に合わない。私

は東京の下町に生まれ育った。下町は山の手に

比べて貧しい。しかし私にとって、犯罪が多か

ったという感覚はない。「もしかしたら下町に

は犯罪を防ぐ何かが働いているのではないか」

というのが私の第１の思いつきである。この思

いつきを論文の形にするために、まず本当に下

町で犯罪率が低いことを示さなければならな

い。そのとき、倉沢進さんという有名な都市社

会学者が昔『東京の社会地図』という本を出版

したことを思い出した。これが第２の思いつき

である。さっそく大学図書館の書庫からその本

を引っ張り出して眺めたところ、予想通りの地

図が出てきた。それがこの２枚の地図である。

これらの地図は東京23区を細かい地区に分割

し、そこにデータを埋め込んだものである。左

側は社会経済的地位の地図で、色が濃いほど経

済的に豊かな地区であることを示している。地

図から分かるように、東側の下町は色が薄く経

済的に貧しく、西側の山の手は色が濃く経済的

に豊かであることが分かる。右側の地図は犯罪

報告数の地図で、色が濃いほど犯罪報告数が多

い。既存研究が正しければ、経済的に貧しい東

側の下町で色が濃いはずである。しかし地図を

見れば分かるように、決してそんなことはない。

これで、まず東京では貧困と犯罪が関係して

いないことが分かった。しかしまだ「犯罪を防

ぐ何か」がなんなのかは分からない。そこで私

は自分の育った環境を振り返り、「自営業がカ

ギだな」と考えた。これが第３の思いつきであ

る。なぜ自営業なのかというと、私が子供のこ

ろ外で悪いことをすると、近所のお店のおじさ

んやおばさんに怒られたり、親や学校に連絡さ

れたことを思い出したからである。下町では１

階を商店や工場にして２階に住んでいる自営業
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社会経済的地位 犯罪報告数

の人が多い。こういった人々は長いこと（場合

によっては世代を越えて）同じ場所で仕事をし

ていて、地域に根付いている。そういう人間関

係の濃い地域では犯罪者も近所の目が気になり

犯罪を犯しにくいだろう。こう考えた私は、『東

京の社会地図』から自営業率の地図を探した。

その地図をここに載せることは省略するが、自

営業は下町に集中している。これで「下町の犯

罪を防ぐのは自営業の存在だ」ということを

データによって示すことができた。

しかし地図を見比べるだけでは論文にならな

い。きちんとした統計分析をする必要がある。

また『東京の社会地図』は1975年ごろのデータ

に基づいている。それから30年以上もたった今

の東京はただの大都市から国際都市（グローバ

ル・シティ）となり、自営業の犯罪抑止力も弱

くなっているかもしれない。これが第４の思い

つきである。そこでまた大学図書館に行き、い

ろいろ調べたところ、『東京都統計年鑑』とい

うものがあることが分かった。この本の1975年

版と2005年版から23区を対象とした犯罪率（人

口１万人当たりの犯罪数）、貧困度を表す生活

扶助率（人口１万人当たりの生活扶助を受けて

いる人の数）、自営業率を表す小規模企業率（全

企業数に占める小規模企業のパーセント）を算

出した。そして生活扶助率と小規模企業率が犯

罪率に及ぼす影響の強さを統計的に計算した。

その結果、予想通りに、小規模企業率が犯罪率

を低くする効果を持つこと、しかしその効果は

1975年から2005年にかけて弱くなっていること

が分かった。具体的に言うと、1975年では小規

模企業率が１％増えると、人口１万人当たりの

犯罪数は26.4件減ることが分かった。しかし

2005年では小規模企業率の１％増加に対して犯

罪数は24.6件減ることになった。わずかながら、

減り方が少なくなっている。やはり自営業が犯

罪を防ぐ効果を持っているが、その効果が弱く

なっているのである。

このように、ふと思いついたアイディアを

データによって検証することができた。この検

証過程は実に知的にわくわくしたものであっ

た。私はこの「知的わくわく感」や「知的ドキ

ドキ感」を味わうために研究を続けている。そ

のためにもさまざまな「思いつき」を大切にし

たい。

（さとう よしみち・Distinguished Professor）



10 全学教育広報 （曙光） 第30号

私 の 数 学 人 生

国際教育院 教授 浦 川 肇

１．学問へのあこがれ

1965年（昭和40年）３月、仙台での下宿を決

めるため、川内に来た。白い建物が散在する殺

風景な所であった。向山に下宿も決まり、４月

の入学式の後、私はかねて東京都立大学の博士

課程に在学中の叔父の指導教官である鶴見茂先

生の紹介状を携えて、御園生善尚先生の研究室

を訪問した。高木貞治の「解析概論」のゼミナー

ルの指導をお願いすると、「私は忙しいので、

若い元気な先生を紹介しましょう」と、斎藤偵

四郎先生を紹介された。物理志望の（当時専攻

決定は２年次）竹ヶ原君たちと４、５人で毎週

土曜日の午後１時30分から４時過ぎまで「第１

章」を見て頂き、私はこれに全力投球した。当

時、「数学者を目指す人はここをしっかり勉強

しなさい」と言われていた。２年後期から金曜

日に「繰上講義」があり、３年からは専門の講

義がある。２年後期からはポントリャーギンの

「連続群論（上）」を自分で勉強し、３年からは

「同（下）」を勉強した。

３年の専門課程に進学して、多くの仲間たち

と出会った。３年生の１月頃、４年のゼミナー

ルを決めるために、教授の先生がたお一人一人

に、３年の教室に来て頂き、ご自分の専門につ

いて１時間ほどご紹介とお話頂く機会を作った

りもした。４年のゼミナールでは私は竹崎正道

先生に師事した。４年後期から、竹崎先生は

UCLAに転出され、深宮政範先生に御指導頂

いた。特に先生からヘルガッソンの「微分幾何

学と対称空間」（英文）は良い本だからと推薦

され、第１章から読み始め、大学院の１年まで

２年間かけて全部読み終えた。

４年生では、大学院進学を考え、勉強ノート

をきれいに書くよう心懸け、代数学、幾何学、

解析学それぞれ、１年から習ったことを全部

ノートにまとめたが、これは頭の中を整理する

のに役に立ち、今もこの方式を続けている。

大学院は、若い教授陣がそろっていた大阪大

学理学研究科に進学、村上信吾教授、竹内勝助

教授（大阪大教授）にお世話になった。当時、

尾関英樹教授、岡本清郷助教授（広島大教授）、

落合卓四郎助教授（東京大教授）、堀田良之助

手（東北大教授）、陶山芳彦助手（福岡大教授）、

一年先輩に坂根由昌氏（大阪大教授）、２年先

輩に脇本実氏（九州大教授）、１年後輩に池田

章氏（広島大教授）がおられ、最高の研究環境

が与えられた。

２．研究の苦しみ

ところで村上、竹内先生のゼミナールは「厳

しい」の一語に尽きた。今でも時々、そのゼミ

ナールを思い出して冷や汗の出ることがある。

なんとか、M2から D1にかけてちょっとした

結果を出して２つのプレプリントにまとめ、

D1の秋、研究会に発表する機会を与えられた。

その縁で名古屋大学助手に採用され、森本明彦

教授、金行壮二助教授（上智大教授）に指導頂

いた。同僚の助手には、中村郁氏（北大教授）、

竹中茂夫氏（岡山理大教授）、佐々木武氏（神

戸大教授）、大本日出夫氏（名古屋大教授）、砂
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田利一氏（東北大、明治大教授）らがおられた。

わいわい集まってよく雑談や議論をした。

しかし、自分自身の研究となると、いまいち

納得がゆかないのであった。内心では悶々とす

る日々が続いた。そんな頃、名古屋大にフラン

ス・パリ大学のベルジェ先生が来られた。金行

先生とでベルジェ先生を名古屋城に案内するタ

クシーの中で「なにか良い問題はないでしょう

か？」と思い余ってベルジェ先生にお尋ねした。

先生は「私のこの別刷りをあげましょう。明日

の私の講演で未解決問題を出しますから、それ

をやって見なさい」とおっしゃった。藁をもつ

かむ気持ちで先生の論文を勉強し、その問題を

考えたが何の手懸かりも得られなかった。その

とき集中講義に来られ、広島大の教授であった

岡本先生に「今、どんなことをやっていますか」

と聞かれ、ベルジェ教授の問題への取り組みを

名古屋の喫茶店は夜中の２時頃まで梯子して聞

いて頂いた。その後、同時に手掛けていた「コ

ンパクト・リー群上の熱方程式」、「対称空間の

解析的捩率」の研究の方がまとまり、論文博士

を頂くことが出来た。納得の行く物ではなかっ

たが、気持ちの大きな区切りになった。この頃、

私は結婚して子供がすでに三人いたのである。

３．研究の喜び

そんな年の秋、東北大学川渡セミナーハウス

で東北大の幾何学者を中心とするグループ主催

の「幾何学小研究会」があり、私は研究の講演

の機会を得た。仙台駅から川渡に向かう電車の

中、大阪大の尾関先生と向かい合わせの席にな

った。よもやま話の雑談をする中、尾関先生の

講演題を思い出し、先生に「コンパクト・リー

群上には左不変なリーマン計量は両側不変なも

の以外にはないのでしょうか」と聞いた。先生

は即座に「馬鹿なことを言いなさんな。たくさ

んある」と一喝された。「あっ」と思った。以

前、コンパクト・リー群に関する仕事をしてい

たが、「両側不変な計量しかない」と思い込ん

でいたのであった。そっと手帳に「名古屋に帰

ったらやること」と書き込み、研究会では尾関

先生のお仕事に注目して手法を学び、名古屋に

帰って早速、「たくさんある左不変なリーマン

計量を使って、ベルジェ先生の問題に適用した

らどうなるのだろうか？」と考えた。これは「大

当たり」だった。私はそれを論文にまとめて日

本数学会の英文ジャーナルに投稿した。２、３

ヶ月後であったか、編集者の一人の松村英之名

古屋大教授から「君の論文を編集者の小畠守生

東京都立大教授が『ベルジェの問題の決定的仕

事だ』と激賞、掲載が決まったよ」とお電話頂

いた。正に、天にも昇る気持ちとはこのことで

ある。この論文のお陰か、東北大学教養部助教

授に採用された。1978年10月、32歳のときであ

った。ちなみにこのとき、その年の４月に入学

された田中耕一氏を「代数学・幾何学」の講義

で教えている。

４．新たな問題への挑戦

だんだん調子が出てきて、1965年に提出され

たカッツの大問題『同じ音がする形の違う太鼓

はありますか』に今度は取り組んだ。1980年10

月、京大数理解析研究所で日本・フランス国際

研究集会があり、講演の機会が与えられていた。

その年の６月、北大での集中講義の折、フラン

スの研究者の論文を勉強中、疲れを取るため図

書館でぶらぶらしているとき、ハッと「これは

カッツの問題に使える」と気がついた。仙台の

川内の公務員宿舎に戻りやって見ると、図星で

ある。興奮のうちに暑い夏の日々を過ごしプレ

プリントを完成した。９月、山口大での数学会

の折、二度目の来日のベルジェ教授にそのプレ

プリントのコピーをお渡しした。「エキサイテ

ィング」と先生はただ一言。10月、京都での研

究会が始まったとき「先日の論文をエコール・

ノルマル・シュペリュールのジャーナルに投稿
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しませんか」と勧められた。論文の掲載が決ま

った頃、ドイツはボン大学のルー教授からボン

のマックス・プランク数学研究所への招聘状を

受取り、ベルジェ、小畠両教授に推薦状を依頼

して、1983年４月から２年間、客員教授（有給）

として滞在することができた。アメリカのバー

クレー校のシャン、小林両教授に推薦状を依頼

し、1989年９月から約１年間、バークレーにあ

るMSRI（数理科学研究所）に、研究教授（有

給）として滞在できた。1992年４月教授にして

頂いたが、定年後の今もなお次々と現れる新た

な数学の重要問題に挑戦して、楽しんでいる。

（うらかわ はじめ・名誉教授（情報科学研究科））

ノートの取り方の一例

左 頁 右 頁

右頁のみに黒板などの板書を写す。左頁は空けておく。

左頁は、自宅で復習して分からない点を正直に記入する（×印）。

後日、先生や友達に教わった内容を記入する（ 印）。その際、

そのときの日付、氏名のデータも忘れずに記入しておく。
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分野の異なる人と
一緒に仕事をするということ

生命科学研究科 教授 中 静 透

私は、東北大学に来る前に、総合地球環境学

研究所という職場で、設立当初（2001年）から

５年間、研究をしていました。この研究所では、

教授は原則として地球環境に関わる研究プロジ

ェクトのリーダーとなります。ただ、その研究

プロジェクトは分野融合的でなければなりませ

ん。具体的には、プロジェクトに加わる研究者

が自然科学の分野だけでは、プロジェクトとし

て認めてもらえません。必ず、経済学や社会科

学、人文科学などの研究者を主要メンバーに加

えてプロジェクトを構成しなくてはならない、

というルールがありました。

私がやったプロジェクトは森林の生物多様性

に関するものでしたが、もともと生態学の研究

をしていたので、生態学関係の研究者はよく知

っていました。あるいは森林や林学関係の研究

者も知っていましたが、社会学や人文科学の研

究者はあまり知りませんでした。そこで、プロ

ジェクトを本格的に開始する前の１年間、自分

で読んだ本や、知り合いの推薦などをもとに、

いろいろな研究者に会いに行き、話をして、プ

ロジェクトに加わってもらえるかどうか、ある

いは加わってもらって良い研究ができるかどう

か、ということを考えました。優れた研究者で

あっても、プロジェクトに興味をもってもらわ

なければ、プロジェクトとしてのよい成果には

結び付きません。

そうして参加してもらった研究者と一緒にプ

ロジェクトを始めたわけですが、それからも簡

単ではありません。「分野融合的」という言葉

はよく使われますが、これまで日本の「分野融

合的」プロジェクトの多くは、集まった研究者

がそれぞれの分野での仕事をバラバラにやって

論文を書き、あまり統合することなしに終わる

ことが多かったのです。はたして私のプロジェ

クトも、始めてみると異なった分野の研究者の

話がかみ合わず、バラバラになる気配が濃厚で

した。そこで、プロジェクトの報告会にあつま

った１日をかけて、共通のテーマでいろいろな

分野の人が話をする、という機会を作りました。

そこで、明らかになったのは、共通に使ってい

るひとつのキーワードが、それぞれの分野でま

ったく違った意味で使われているということで

す。最初の２時間くらいは、そのことに気づか

ず、それぞれの定義で話をしていたのです。

もうひとつ、気付いたことがあります。最初

は、お互いの分野の面白さが理解できないので

すが、それが理解できるようになると話が進み

ます。どんな分野にも、その分野特有のプリン

シプルがあり、考え方があります。その論理が

理解できないと、相手の話していることが面白

く感じられないのです。プロジェクトに参加し

ている人たちは、みな論文を何篇も書いている

研究者ですから、どこかに面白いところが必ず

あるのです。「この分野の人たちは、どういう

点を面白いと感じているのだろう？」と考えな

がら質疑を繰り返していると、だんだん面白さ

（プリンシプル）が実感できるようになってく

るのです。

こういったことは、実は研究だけのことでは
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ないと思います。実際の社会では、「分野融合」

なんて日常茶飯事なのだと思います。会社で

も、行政でも、人間の心理から、経済学から、

製品の科学的新規性とか環境負荷まで考えなく

てはならないのです。そうした仕事の現実に向

き合った時に、どれだけ柔軟に相手の考えてい

ることや論理の成り立ち（プリンシプル）がわ

かるか、ということが重要なのです。それが教

養だと思います。社会が求めているのは、そう

いう資質です。

学生のみなさんは、大学にはいって自分がや

りたい分野の学問を早くやりたいと思う一方

で、他の分野に対する必要性を感じていないよ

うに思えます。教える私たちも、自分の学部で

はない学生への授業では、学生さんたちの気持

ちが伝わってきて、熱心になれない部分がある

のは事実です。双方がやる気をなくしていると

いうのが、残念ですが実態だと思います。

全学教育（教養）は、知識ではないと思いま

す。多くの授業が、伝統的な学問の体系に添っ

ていて、「基礎を教える」というような形にな

っていることもあるでしょう。専門の分野で

は、基礎から必要な知識や理論を積み上げてゆ

くことが大切ですが、私は「教養」にそのシス

テムが必ずしも有効とは思っていません。「い

ろいろな考え方（プリンシプル）を知る」とい

うことが大切なのですから、教え方が体系的で

ある必要はないのではないでしょうか？

その意味では、基礎ゼミは教養を有効に学べ

る授業です。私は、教養の授業を普通にやるの

は嫌いですが、基礎ゼミは好きです。私のよう

な分野の考え方を学んでもらうには、どうして

も本物の森林や実際の自然を見てもらう必要が

あるのです。実物を知らずに、あるいは将来的

にも接する機会のほとんどないものを、頭の中

だけで理解しようとすることは、ある意味逆効

果でもあります。

ひとつのテーマで異なった分野の講義をする

ということも有効だと思います。テーマは何で

もいいのです。いま、テレビを見ながらこの原

稿を書いていますが、例えば自動車のコマーシ

ャルが流れています。自動車をテーマに、自動

車の歴史、自動車の最新機能、自動車の経済学、

自動車と環境問題、自動車とデザイン、自動車

を運転する時の心理学、スピード違反の法学な

どなど、15コマの講義がそれぞれ専門家によっ

てやってもらえたら、私でも聞きたいくらいで

す。それこそが、いろいろな分野のプリンシプ

ルを知る、もっともよい機会なのではないかと

思いますし、優れた教養に結びつくのではない

でしょうか？最後の時間は、講義をした先生に

全員集まってもらって討論ができると、もっと

いいですが。

ほんとうは、教養なんて１－２年生でなくて

も、いつからでも遅くないのです。博士になっ

てから融合研究をやるときに、必要になって始

めたりするのですから。面白さに気づけば自然

に知識や考えを求めるようになるのだと思いま

す。でも、若い時の頭の柔軟性は大切です。若

いうちに、他の分野のプリンシプルを理解する

姿勢を養ってもらうこと、それが一番大切なの

だと思います。

（なかしずか とおる・Distinguished Professor）
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特別寄稿

定年後にして思う教養の三層構造

教養教育院 総長特命教授 工 藤 昭 彦

教養教育院が企画した総長特命教授による合

同講義で、たまたま一年生相手に教養について

話す役割が回ってきた。かといって、教養教育

全般について大それたことを語る素養はない。

多少できるとすれば、専門の農業経済学からみ

た教養の話ぐらいか。そう思い、苦し紛れに以

下のようなことを話してみた。

今にして思うに教養は、知る教養（知識力と

しての教養）、使う教養（応用力としての教養）、

見抜く教養（洞察力としての教養）が相互に関

連し合う三層構造を成しているのではないか。

私が目指した農業経済学の学問領域は広い。

大学院に入った時、先生が「農業経営学やるん

だったらオールラウンドプレイヤーにならない

とだめだよ」といわれた。そのことの意味が今

頃になってようやく分かる。

しかも、農業経済学は応用学問。これをやる

には、経済学という知識の引き出しから何かを

汲み上げないと、話がうまくまとまらない。農

業経営学も経営学から、農業史も歴史学からと

いった具合に、知識の引き出しが増えていく。

この、汲み上げる引き出しを数多く準備してお

くことが基盤教養ではないか。

いろいろなことを覚えておくというのも教養

かと思う。しかし、何らかの目的を達成するに

は、仕訳と整理と習得と集積、これが大事にな

る。むろん、目的が異なれば基盤教養の引き出

しの数もその中味も変わってこよう。

基盤教養の効用についてはバカの壁の圧縮。

これは養老孟司さんのベストセラー本のタイト

ルである。いろんな解釈があるが、人は知って

いること以上のものは分かろうとしない。だか

ら、他人のことなど分かるはずがない。そうい

うバカの壁が脳の中に仕組まれている。そんな

ようなことではなかったかと思う。だとすれ

ば、目的に応じていろんなことを幅広く仕訳、

整理、習得、集積しておくようにすれば、バカ

の壁は相当圧縮されるに違いない。

次に使う教養、応用力としての教養について

はこう考えてみた。例えば、基礎教養である経

済の引き出しから、恐慌論を取り上げる。それ

を参考にしながら農業恐慌について研究する。

一般の経済恐慌は10年に一回とか、20年に一回

とか、循環性があるといわれ、その理論的な解

明が進んだ。

ところが農業恐慌の方は、まったく循環しな

い。つまり、非循環的な恐慌。一方は循環する

のに、どうしてこちらは循環しないのか。両方

を対比しながら考えていくと、なるほど農業恐

慌は特殊な要因が絡んでいるので循環しないん

だな、ということが分かってくる。

逆に、農業恐慌の研究を続けていくと、経済

恐慌の特殊要因として、これを無視できないこ

とが分かってくる。循環性の恐慌は商品経済の

ロジックである程度解明できるが、そうではな

い恐慌、例えば1929年の世界大恐慌、あれは循
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環性の恐慌では必ずしもない。恐慌の原因に農

業恐慌が深く絡んでいる。

そうなると今度は、農業経済の引き出しから

農業恐慌の特殊要因を取り出して、29年恐慌の

分析に活かすことを考える。その結果がまた恐

慌の特殊要因として経済の引き出しに備蓄され

ていく。

そういう意味で、使う教養は、教養と専門の

相互交渉の過程で互いに深められる関係にある

のではないか。使う教養はまた、相互交渉の技

を習得する転換教養といってもいいだろう。単

にものを覚えるのでなく、知識力の応用力への

転換、応用力の深化による知識力の備蓄といっ

た相互交渉の技を習得するという意味での転換

教養である。

その効用はバカの壁の破壊である。研究上の

目標、ビジネス世界の目標、皆さんの人生の目

標など、いろいろな目標の達成を支援するとい

った効用もあろう。経営学で目標とは、締め切

りのある夢だといわれている。先行き不透明な

中で、新しい状況を切り開くといったビジネス

戦略の構築にも、相互交渉の業は役立つはずだ。

見抜く教養、洞察力としての教養を磨くには

知る教養、使う教養のフル動員が必要になる。

例えば、農業経済学という専門分野を深化させ

ていくと、どういう本質が見えるか、一例を紹

介してみたい。

1929年恐慌は翌年日本にも波及し、都市も農

村も惨憺たる状態に追い込まれた。こうした農

村の危機は、国内だけでは解決できそうになか

った。満州に行けば何とかなるということで、

満州移民が国策として推進された。

当時、農村には「満州に行くときは貨物船だ

けど、帰りは飛行機で、そういう楽園が待って

いるぞ」といったビラが撒かれた。多くの貧し

い人々が、満州国の防衛といった屯田兵的役割

も期待されながら満州に移民した。そのうち大

東亜共栄圏を旗印に、戦線がアジア全域へと拡

大した。つまり農の危機といった専門分野の研

究を通して、アジアへの戦線拡大の原因の一端

をある程度見抜くことができる。

あとひとつ例を紹介してみよう。1960年、高

度経済成長が始まる頃、農業就業人口比率は

26.8パーセント。戦前だとこれが50パーセント

を越えていた。2006年のデータは3.8パーセン

ト。このように、農のマイナー化は急速に進ん

だ。日本の農業は、もはや各種経済指標で見る

限り見えなくなりつつある。

ところが、昨年の10月に名古屋で開催された

生物多様性の会議で、日本は「里山イニシアチ

ブ」というメッセージを世界に向けて発信した。

ただ、アドバルーンこそ上がったものの、崩壊

の瀬戸際まで追い込まれている我が国の里山を

復元するシナリオは見えていない。長期に渡っ

て里山を支えてきた「農の危機」を打開する目

途が立たないからだ。

洞察力としての教養は、すなわち実践教養で

ある。本質を見抜く実践教養の業の習得は、相

対化と演繹的手法、この双方を駆使することが

必要になろう。相対化というのは、絶対化し、

それに溺れることを回避すること。演繹的手法

は、ひとつの事象から他の事象を論理的に導出

すること。農のマイナー化から生物多様性の危

機を見抜くというようなことである。

農業経済学はメジャーな世界の学問ではな

い。どちらかというとマイナーな世界、辺境の

世界の学問といっていいのかもしれない。しか

し辺境の世界からの眼差しは、メジャーな世界

を相対化したり可視化したりするのに有効であ

る。

アメリカのノーベル経済学賞をもらったステ

ィグリッツが「世界を不幸にしたグローバリズ

ムの正体」という本を書いた。アメリカという

メジャーな世界に身を置く彼が、どうしてこう

いうことを書くのか。不思議に思って調べてみ

たら、彼は若いときにアフリカのケニアの大学
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で数年間教師をやっていた。その後、南アジア

の貧しい途上国を何度も訪問し、グローバル化

を単純に進めていけば貧しい国々が豊かになる

というよりは、かえって貧しくなる。世界は不

幸になるという確信を抱いたようだ。途上国と

いう辺境の世界からメジャーな世界を相対化す

ることで、このような本を書くことが出来たの

ではないか。

ここまでくるとバカの壁は撤去され、片付け

られるだろう。多様な意思決定を支援する力も

身についてこよう。これから社会に出ていく皆

さんは、これまでの受験勉強と違って、答えの

ない問題を解き、そのことを通して新しい状況

を切り開いていかねばならない。実践力として

の教養を身に付けるよう、今のうちから心掛け

て欲しいと思う。

（くどう あきひこ・名誉教授（農学研究科））
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博物館へ行こう

東北歴史博物館 企画部長 佐 藤 則 之

博物館とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然

科学等の資料を収集・保管・展示公開・調査研

究する機関であると博物館法で定義されていま

す。したがって、博物館と称していない、美術

館、科学館、水族館、動物園、植物園なども広

い意味での博物館に含まれ、皆さんの身近にも

たくさん存在しています。ここでは博物館を広

い意味で考えていきます。

たいていの方は博物館に一度や二度は行った

ことがあると思います。そこで見ることができ

る様々な「もの＝資料」には、貴重な、あるい

は珍しいものだけではなく、様々な分野の研究

上重要な意義を持つものも多くあります。さら

に、それらに関する「すぐれた研究の成果＝知」

も見ることができます。博物館が「もの」と「知」

の集積場であり、発信地でもあるといわれる所

以です。実際に「もの」と「知」が同時に見ら

れることは、本やインターネットなどと比べる

と博物館の大きな利点であると思います。

皆さんのこれからの大学などでの研究の際に

は、自分の専門分野だけではなく、幅広い分野

での学びが必要なことが、これまでの『曙光』

誌上において繰り返し指摘されています。博物

館にはわかりやすく解説された多種多様な「も

の」と「知」があり、このような学びに十分対

応できるので大いに利用していただきたいと思

います。

寺田寅彦は、「科学上の新知識、新事実、新

学説といえども突然天外から落下するようなも

のではない。よくよく詮議すればどこかにその

因って来るべき因縁系統がある。」（1919年『科

学上の骨董趣味と温故知新』）と述べて、新た

な科学的発見にはそれまでの「知」が必要であ

るとしています。さらに「予想外の応用が意外

な閑人的学究の骨董的探求から産出する事は珍

しくない。」（同）として幅広い学びの必要性も

述べています。寺田のこのような指摘は今日で

も十分有効で、博物館はそれらを効率的に行え

る場所です。

また、博物館は広く一般の人々に開放されて

います。博物館はもともと生涯学習機関であ

り、今日では展示、講座、ワークショップなど

を開催して皆さんに学びの場を提供していま

す。皆さんが社会人になってからでも、家庭を

持ってからでも、さらには退職後でも博物館で

の学びは可能であり、その時々の状況に合わせ

て博物館を活用していただければと思います。

一方、博物館には、文句なく美しい、世界中に

一つしかない、天才が創作した傑作といった、

「もの」だけでも十分に見る価値のあるものも

数多くあります。こういった「もの」を見るこ

とによって感動したり、喜んだり、楽しんだり、

あこがれたりすることは他では得難い体験であ

り、このような体験は皆さんの人生をより豊か

にするものと私は考えます。

私の個人的な体験ですが、大阪市立東洋陶磁

美術館で油滴天目茶碗を見たときの感動は忘れ

られません。理由は未だにわかりません。黒釉

に油の滴を散らしたような斑文が無数に浮かん

でおり、それらが見る角度によって銀色や青色
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に光り輝いていました。有名な茶碗で、写真で

は見ていましたが、やはり実際に見てみると違

うものだと実感しました。それ以来、その油滴

天目茶碗はもう一度見てみたいものとして私の

「お気に入り」に追加されました。何が好きで、

何に感動するかは人それぞれですが、何か一つ

でも自分なりの「お気に入り」を見つけられれ

ば、さらには「お気に入り」が増えれば増える

ほど、人生が豊かに、楽しくなるのではないで

しょうか。

また、博物館では、特別展あるいは企画展と

呼ばれるテーマと期間を決めた展示が行われま

す。特別展の開催には数年間の様々な準備が必

要です。まずテーマを決め、展示する「もの」

を選定し、他から借りる必要があれば借用交渉

をします。展示する「もの」が確定したら、見

せ方を工夫しながら展示場のレイアウトを決定

します。開催が近づくとポスターやちらしを印

刷・発送し、展示図録の執筆・編集を行い、展

示に使用する解説パネルなどを作成します。開

催直前には展示場を設営し、遠方から運ばれて

くる場合もある「もの」を展示場に搬入して所

定の場所に設置し、パネルやキャプションも見

やすい位置に設置します。他にも職人技や力業

が要求される数多くの作業が行われます。

こうして開催される特別展には、通常は限定

的にしか公開されていなかったり、広く公開さ

れていてもその場所に行かないと目にすること

ができない多くの「もの」が一堂に会していま

す。したがって、一つ一つの「もの」をそれぞ

れの場所に見に行くよりは、時間も労力も金銭

も節約できます。多くの場合特別料金が必要で

すが、皆さんが街で食べるランチ程度の金額で

すので、特別展を見るのは博物館を賢く利用す

る方法の一つです。さらに、「お気に入り」に

出会うチャンスも多いと思います。

これから皆さんはそれぞれの分野での研究を

始められると思います。すでに述べたように、

博物館は皆さんの今後の研究のみならず人生の

様々な場面においても知識や感動、喜びを得ら

れる場所ですので、是非積極的に利用していた

だきたいと思います。

東北歴史博物館は東北地方全体の歴史・文化

を対象とした展示をしており、期間を限って特

別展を開催している場合もあります。東北の

「もの」と「知」を実際に見て体感すれば、幅

広い学びの一助になると思います。なお、東北

歴史博物館はＪＲ東北本線国府多賀城駅に隣接

しており、世界の中でも駅に近い博物館の一つ

です。

（さとう のりゆき・文学研究科連携大学院担当）
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平成22年度基礎ゼミ発表会

**********************
> >
> >
> >
> >
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> >
> >**********************

「基礎ゼミ」は新入生を「大学での学び」にいざなう転換教育を開講の趣旨とし、150

を超えるテーマから学生が興味を持てる一つのテーマを選択する少人数授業です。１クラ

ス20名以下の文系理系学生がともに学ぶ学部横断型の編成をとって、教員と学生及び学生

相互間でフェイス・トゥ・フェイスのコミュニケーションを作ることも１つの目標にして

います。

このような「基礎ゼミ」での学習活動のまとめとして、発表を通して学習成果を紹介し

あい、学生間の交流を進めることを目的とした公開合同発表会を毎年開催しています。平

成22年度は９月24日（金）午後、マルチメディア教育研究棟（川内北キャンパス）で実施

されました。

口頭発表の最優秀賞受賞者とポスターセッションの最優秀ポスター賞受賞のお二人に寄

稿していただきました。

☆☆☆☆☆

（芳賀教授と筆者）

基礎ゼミを通して

経済学部 ２年次 横 川 琴 実

「基礎ゼミ」という授業は東北大学特有の授

業であり、文系・理系など自分の専門を問わず

に自由に授業を選ぶことができるものです。ど

んな授業なのかイメージしにくいと思います

が、ゼミとはどんなものなのか、レポートをど

うやって書けばいいのか、発表の仕方はどうす

ればいいのか、等を学ぶことができる授業です。

私自身も、最初は基礎ゼミについて全く知ら

ず、高校時代からの友人とともにどういった授

業を選ぶべきか悩みました。経済学関連の授業

を選択しようかとも思いましたが、自分の専門

から離れた授業を選択してもよいということだ

ったので、興味がある授業を選択することにし

ました。

授業は４月中旬から始まりました。基礎ゼミ

によって内容や授業の進め方が異なりますが、

私の基礎ゼミは一人ひとりテーマを探し、レ

ポートを完成させるというものでした。テーマ

を設定するというのはなかなか難しいもので、

どんなテーマを扱おうか悩んでいました。そん

な状況の中、教授が話してくださった内容に

テーマを見つけました。先生はウズベキスタン

をはじめとする、中央アジアで発掘をされてい

ます。授業の中で、ウズベキスタンにはソ連に
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よる強制連行で亡くなった日本人たちの墓があ

り、彼らは強制的にもかかわらずひたむきに働

き、「ナヴォイ劇場」という今に残る素晴らし

い建造物を建設したという話をしてくださいま

した。私はこの話に非常に興味を持ったので、

研究テーマにしようと考えました。教授にこの

内容を調査したいと話すと、何冊か本を貸して

くださいました。そして教授に貸していただい

た本や、図書館にある本を参考にしながら、レ

ポートを書き上げました。必要な本がない時は、

別な図書館に行ったり、購入したりしました。

私の授業では、７月の最後の授業まで、一人

ひとり自分の研究経過を発表しました。時間が

短かった上に、人数が多かったので一人一回ず

つしか回らなかったものの、興味深く発表を聞

くことができました。考え方や専門分野が違う

学生の発表を聞くことは、とても勉強になり、

自分の視野を広めることができました。

その後、基礎ゼミ発表会に出てみないかと誘

われたので、一時は悩んだものの出場すること

にしました。夏季休業中に教授の研究室へ何度

も訪問し、発表内容や発表の仕方に対する助言

を頂きました。この努力が報われ、出場者は少な

かったのですが、最優秀賞を受賞することができ

ました。今でも非常にうれしく感じています。

基礎ゼミ全体を通して、私は多くの経験をす

ることができました。プレゼンテーションの仕

方やレポート作成などを詳しく学べる授業はほ

かにないと思います。専門分野以外の友人がで

きるのも、考え方が聞けるのもなかなか無い経

験です。また、昨年は発表会の参加者が少なか

ったため、今年は多くの人に参加してほしいと

思います。

最後に、お世話になった芳賀教授をはじめと

し、関わってくださった多くの方々に感謝しま

す。ありがとうございました。

最後に、お世話になった芳賀教授をはじめと

し、関わってくださった多くの方々に感謝しま

す。ありがとうござました。

＊ ＊ ＊

以下は、口頭発表「中央アジアにおける日本

人抑留者～抑留に至った経緯と彼らの残した功

績～」のパワーポイントの一部です。

基礎ゼミ154「アレクサンドロス大王の考古学－ユーラシア大陸から考える」

（よこかわ ことみ・基礎ゼミ発表会最優秀賞受賞）
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「探検、でした。」

理学部地球科学系 ２年次 竹 本 真佑里

こんにちは。私は、理学部地球科学系二年の

竹本といいます。私は昨年、宮本正夫先生の基

礎ゼミ「書記体系の比較（エジプト・マヤ・日

本）」を受講していました。今回、その経験を

通じて思ったことや学んだことについて、執筆

する機会をいただきました。そこで、私にとっ

ての基礎ゼミを思い返してみようと思います。

＊

「面白そうだったんです。」

基礎ゼミは重要か、と問われれば、少なくと

も私にとってはそうであったと断言できます。

しかし、受講する前からその重要性を認識して

いたわけではなかったように思います。私が宮

本先生の基礎ゼミを選んだ理由は、シラバスを

読んで純粋に「面白そう！」と強く興味をひか

れたから、なのです。

そして、「本当に面白い！」授業でした。授

業内容はもちろん、興味をもった分野へのさら

なる資料収集も面白かったです。これが基礎ゼ

ミの重要さなのかな、と実感したのは、授業が

始まってからしばらくしたころでした。

皆さんの手元に届いているであろう「基礎ゼ

ミ履修の手引き」には、百を超える基礎ゼミの

シラバスが掲載されていると思います。多様な

テーマ、多様な形式の基礎ゼミから、一つだけ

受講するわけです。たった一つ、と少なく感じ

る方もいらっしゃるかもしれませんが、逆に考

えれば、一つ受講できる権利があるわけです。

第一希望から第五希望まで、幅広い選択肢の中

から、自由に選べるのです。興味の赴くままシ

ラバスを「探検」して、これだ！ と思うもの

を見つけてみてください。

＊

「試行錯誤です。」

ポスターセッションに参加すると決めた時、

まず「私だったら、どんなポスターの前で立ち

止まるだろう？」ということを考えました。そ

れから、「どんなポスターが書きたい？」と自

分に問いました。結果、私の行ったポスターセ

ッション「マヤ文明－マヤの人々の心を探る

－」は、写真以外は全部手書きの、画用紙十二

枚＋スケッチブック数ページという構成になり

ました（写真）。
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手書きのポスターセッションはきっと人目を引

くだろうと考えて、また手書きにチャレンジし

たかった、ということもあり、この構成にしま

した。しかし手書きというのはなかなか難し

く、やりたいことが出来た半面、若干インパク

トに欠ける、全体的に小さすぎたなどの課題も

見えてきました。これからも試行錯誤が必要な

ようです。

＊

「今後のことは予想できませんが……。」

基礎ゼミを通じて得られるものは、一人ひと

り異なると私は思います。それは人間関係であ

ったり、プレゼンテーションやポスターセッシ

ョンのノウハウかもしれません。選んだ基礎ゼ

ミだけでなく、各個人の性格や、取り組み方に

よって、変わってくると思います。私は、基礎

ゼミと基礎ゼミを通じて出会ったいろいろな人

たちから、多くのことを学ぶことが出来ました。

ちなみに私は、宮本先生の授業を二セメでも受

講しています。基礎ゼミが面白かったから、と

いうのが受講の理由です。つまり私の場合、基

礎ゼミによって新しい分野を「探検」し、興味

や発表手法などを「発見」したと言えるでしょ

う。基礎ゼミは、新分野行きの切符でした。幸

運にも私は素敵な列車にめぐりあい、貴重な経

験を得ることが出来ました。

これから、私が何を学んでどういう人になる

かは全くわかりません。でも、少なくとも、こ

の基礎ゼミによって私の中に、「マヤ文明」「メ

ソアメリカ」「言語学」などのキーワードが追

加されたことは事実です。さて、果たしてこの

ことが、私の将来にどうかかわってくるのでし

ょうか………と、私は楽しみに思うのです。

基礎ゼミ111「書記体系の比較（エジプト、マヤ、日本）」

（たけもと まゆり・基礎ゼミ発表会最優秀ポスター賞受賞）



24 全学教育広報 （曙光） 第30号

全学教育通信 （学生生活についてのご案内）

窓 口 案 内

川内北キャンパス管理棟（Ａ棟隣の建物）では、学生支援のための様々な窓口を設けています。

学生生活でわからないことや不安なことが生じたときには、下記窓口へ気軽にご相談ください。

Y１階 X

①番窓口（活動支援係）……課外活動に関すること、体育施設等借用に関すること

②番窓口（支援企画係）……忘れ物・落とし物の問合せ、キャンパスライフ相談に関すること

③番窓口（経済支援係）……入学料・授業料免除及び徴収猶予、奨学金等にかんすること

④番窓口（生活支援係）……主に学生寄宿舎全般に関すること

活動支援係 
2F 

非常用階段 

警備員室 玄関ホール 
男子 
トイレ 

生活支援係 経済支援係 

支援企画係 

学生支援課 
証明書 
自動発行機 

2 3 4

1

Y２階 X

⑤⑥⑦番窓口（全学教育実施係）……主に全学教育科目の履修に関すること、全学教育の授業（休

講・補講・試験）に関すること

⑧番窓口（キャリア支援センター）……学生の就職情報の提供やインターンシップに関すること

⑨番窓口（学務経理係）……授業料、入学検定料、入学料徴収に関すること

全学教育実施係 

全学教育に関する意見箱 

キャリア支援センター 

全学教育企画係 

証明書 
自動発行機 

学務課学務経理係 学務課学務経理係 

アルバイト情報掲示板 

教務課 

教務係 

教育支援係 

女子 
トイレ 

5 6

8

9

7

窓口開設時間 ①番～⑦番、⑨番 ………………………８：30～17：15

⑧番（キャリア支援センター）…………８：30～18：30

※緊急の場合は、上記にかかわらず該当窓口に申し出てください。
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「曙光」（しょこう）の由来について

曙光とは、朝の太陽の光であることは、説明は不要であろう。

ドイツの哲学者フリードリッヒ・ニーチェは、キルケゴールと共に虚無主義者と呼ばれる。然し、私は彼等を虚無主義

と呼ぶのは誤っていると考えている。原本を読まれれば直ちに判ることであるから此処には書かない。ニーチェであれば

「ツアラツウストラはこう語った」あたりが分り易いと思う。

人間は妄執にとり巻かれている。今日の妄執の第一は偏差値であろう。諸君らの憎き偏差値は、君らの能力を示してい

ない。例えば、岩波新書「天才」宮城音彌先生著を読まれたい。他にも類書は数多くある。

君らの周辺に信ずべきものがあるのか。次から次へとニーチェは粉砕してしまう。もうやめてくれと云ってしまう程、

何でも打ち壊す。考える葦はつよい。何でも突き破る。これがニーチェの著曙光である。然し、或る日、遂に壊れないも

のを見出す。そしてツアラツウストラ、つまり、君は、意気揚々と山を降りて里に向う。その君を照らすのが曙光である。

若い君の力を輝かすように太陽はやさしい美しい光を君に注ぐのだ。

諸君、壊れるものをすべて壊し、本当に壊れないものを君の心の中に把め、それも、すぐ壊れてしまう。それが壊れた

らすぐまた、本当に壊れないものを夢中になって把め、そして、本当に曙光を浴びる強い、あるいは、たをやかなる若人

になれ。

（命名及び表紙題字）元東北大学総長 西 澤 潤 一

平成23年４月１日発行

編 集 東北大学学務審議会広報編集委員会
根 元 義 章 学務審議会委員長
木 島 明 博 学務審議会副委員長
森 本 浩 一 文学研究科 教授
松 浦 祐 司 医工学研究科 教授
高 木 敏 行 流体科学研究所 教授
関 内 隆 高等教育開発推進センター 教授

発 行 東北大学学務審議会

問い合わせ先：東北大学教育・学生支援部教務課全学教育企画係

〒980－8576 仙台市青葉区川内41

TEL 022-795-7578 FAX 022-795-7555

http://www2.he.tohoku.ac.jp/center/koho/koho_s.htm

（「曙光」バックナンバー）
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