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学校法人実践女
子学園理事長

同志社大学学長

松岡

都心立地に対する大学の期待と

私立大学のキャンパスを郊外から都

移転に伴う投資対効果の検証
山田

心に移す動きが、全国的に広がっています。

そもそも、大学キャンパスの郊外移転が進

んだのは１９７０年代でした。都市部に人

口や産業が集中することを防ぐ「工業（場）

等制限法」が１９５９～１９６４年に成立

し、都市部における大学の新増設は制限さ

れました。一方、高等教育への進学率が３

割を超えるなど、受験生が急増した結果、

郊外に広大なキャンパスを建設した大学は

歳人口が減少に

少なくありませんでした。しかし、２００

２年に同法が廃止され、

して都心回帰の流れが強まりました。

転じる「２０１８年問題」が迫ると、一転
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都心立地に対する大学の期待は、さまざ

まなものがあります。学生確保の面では多

方面から集めやすく、教員や非常勤講師の

確保が容易であるという教学面のメリット。

さらには、大学間交流や産学連携を推進し

やすいことや、学生の就職活動に便利な点

も挙げられます。これに対して、キャンパ

ス移転は莫大な費用を伴うため、その投資

本日は、各大学で何を目指して移転や学

効果も併せて検証する必要があるでしょう。

部の集約などを行ったのか、また移転後の

成果と課題、跡地の活用などについてご紹

介いただき、教育と経営の両面から、キャ

ンパスの都心回帰の意義や今後の展開など

について考えていきたいと思います。

分断教育を解消、

同志社大学は、１９６０年代は６学

学部から大学院までの一貫教育を実現
松岡

学部

研究科、約２

部６研究科で学生数が１万３０００人程度

でしたが、現在では

万９０００人と大きく変わっています。そ

16

の変化の最初の大きな契機が、京田辺キャ

ンパスの開校です。
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１９６０年当時、在学生数に対する校地

り、京田辺キャンパスの文系１、２年次生

年は創立１３０周年に当たります。戦前は

なって徐々に大きくなりました。以前は文

文学部のみの小さな大学でしたが、戦後に

一方、工学部（現在の理工学部）は移転

を今出川キャンパスに戻しました。

京区の白山キャンパスのみでしたが、手狭

面積の不足が生じており、増大する入学希

になったためか、１９６１年には川越キャ

望者に応えることができない状況であり、

をせず京田辺で教育を継続しています。か

さ ら に、 １ ９ ７ ７ 年 に 埼 玉 県 朝 霞 市 に

つては工学部も今出川キャンパスにありま
したが、理系学部ならではの大型実験装置

キャンパスを新設した結果、１、２年生は

これに対応するとともに教育改革を進める

などを設置するには狭隘であったため、京

ための新しい展開として、１９８６年に京
都府南部の京田辺市（当時は田辺町）に大

田辺キャンパス開校後の１９９４年に学部

今出川キャンパスで学習するという、学年

辺キャンパス、３、４年次生は京都市内の

を今でも覚えています。

ペースに新たな教育研究の環境を得た感慨

当時工学部の教員であった私は、広大なス

３、４年次生と大学院が全面移転しました。

分けた教育体制をとるようになりました。

キャンパスという、教養課程と専門課程を

朝霞キャンパスで学び、３、４年生は白山

ンパスに工学部を開設しました。

具体的には、学部の１、２年次生が京田

学の一部を移転したという経緯があります。

によって分けるキャンパス移転です。それ
市内の用地確保が困難であり、また「工業

を進めた結果、文系７学部の１、２年次生

その後、学部の新設など教育環境の整備

リットがあるとの思いがあり、早くからそ

にとっても教職員にとってもさまざまなメ

しかし、都心における一貫教育が、学生

以前は、キャンパスを拡張したくとも京都
（場）等制限法」による規制もあって対応が

・
大

に積極的に関わったようですが、実際に廃

た。この法律の廃止には本学の役員も非常

のはとうてい不可能だと考えられていまし

たため、都心の白山キャンパスに統合する

とはいえ、
「工業（場）等制限法」があっ

のことを目指していたようです。

都心回帰というよりも、

学院の一貫教育を展開しています。

３年度から両キャンパスにおいて学部

を今出川キャンパスに統合移転し、２０１

その後、２００２年に当該規制が廃止さ

難しく、郊外移転は積年の課題でした。
れ、京都市内に統合移転する環境が整いま
した。用地の確保は依然厳しいままでした
が、幸いにも今出川キャンパスの北側にあっ

一貫教育のためにキャンパスを統合

止になり、バブル経済の崩壊もあって白山

東洋大学の場合、都心回帰という観

竹村

キャンパスの隣接地を入手することができ

た京都市産業技術研究所繊維技術センター
跡地を譲り受けることができ、併せて今出

本学は、１８８７年に井上円了が東京都

点からすると三つのことが言えると思います。

こうして、２００５年に朝霞キャンパス

ました。

川キャンパス内にあった同志社中学校の岩

文京区に哲学館を建てたことに由来し、本

倉校地移転が決定したことにより、一気に
新校舎建設が可能となりました。これによ

16
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した。この取り組みは、キャンパスの都心

文系５学部の４年間一貫教育体制が整いま

の学生や教職員が白山キャンパスに移り、
教育研究施設を造ったという意味では、都

か分かりませんが、都心に土地を確保して

た。これは新設なので回帰と言えるかどう

すが、それら四つの学校が同じ敷地内にあ

かつては短大がもっとも大きかったので

大学と増えていきました。

その後、同地で中学校、高校、短期大学、

ため、開学４年後には渋谷に移転拡充し、

り、中学

一度郊外へ移転したというより、新

山田

ため、これ以上発展させるためには郊外に

心重視の施策の一環ではないかと思います。
しい校地を探して郊外に順次土地を確保し

行くしかないとなったわけです。

一方、１９９７年には群馬県南部に板倉

ていったものの、白山に戻りたいという気

回帰の元祖と言われているようです。
キャンパスを開き、国際地域学部と生命科

持ちはずっとあったということでしょうか。

・

高校とも定員以上の状態だった

竹村

地を得て、大学の教養課程、すなわち１、

その後、２００９年には板倉キャンパス

学部を設けました。

いるのを何とかしたかったのでしょう。川

そこで、１９６５年に東京都日野市に校

の国際地域学部を白山に移転しました。こ

２年生を先行して移しました。

１、２年生と３、４年生が分かれて

れも都心回帰の一つと言えるでしょう。国

越キャンパスや板倉キャンパスから引き揚

年後の１

際関係の分野なので、やはり外国の大使館
やさまざまな国際機関、海外企業の日本法

げるというのではなく、それぞれのキャン

ンパスに移転して、

年後の１９８６年には大学が全て日野キャ

９７６年には短大を全面移転し、さらに

～

パスにある学部が一貫教育を行うために、

年間はそのまま

私も日野キャンパスに伺ったことが

して白山第２キャンパスの再開発を行い、

し、隣接する京北高校をいったん赤羽に移

下田歌子が東京の麹町に創立した女学校が

話はシンプルです。本学は、１８９９年に

た大学とは違って小さな女子大学ですので、

井原

からみると、また違ってきます。やはり、

ろは他にあまりないと思いますが、経営面

井原

うね。

学習環境として、あれほどいいとこ

京北高校を改めて白山に戻しました。一方、

り、学生は非常に気持ちよく学べたでしょ

から日野の広大で緑豊かなキャンパスに移

ありますが、手狭になった渋谷キャンパス

山田

やってきました。

朝霞キャンパスのほうは白山キャンパスに
なるほど、分かりました。

10

赤羽には極めて先進的かつ意欲的な学びを

交通の便に問題があった

学習環境に優れる郊外キャンパスは

山田

統合したということです。

人などが多い都心のほうが、学習環境とし

最近では、白山第２キャンパスの国際地

あったと思います。

上がったと聞き、そういう面のメリットも

転により志願者が増え、偏差値も くらい

て有利であることは間違いありません。移

11

都心から遠いという印象があります。

域学部と法科大学院を白山キャンパスに移

28
前身です。非常に好評で学生が押し寄せた

実践女子大学は、今ご紹介いただい

27

実践する情報連携学部を新たに開設しまし
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松岡 敬氏

井原 徹氏

大学の誘致には非常に積極的でした。土地

の買収も市役所に代わりにやっていただい

たので楽でしたが、そのために、後にわれ

われが土地を売却することが難しくなって

しまったのです。地権者さんからすると、

「大 学 を 作 る と 市 が 約 束 し た か ら 売 っ た の

に」ということになるので、今は売却せず

に保有しています。

都心には都心の、郊外のキャンパスには

郊外ならではのメリットがある

ように思います。郊外型キャンパスのほう

りも分散型といいますか、少し事情が違う

都市内からは少し離れており、交通アクセ

ですが、前述の通り今出川キャンパスの狭

は、学生も余裕があるキャンパスライフを

山田 移転が１９６５年ですから、長い歴

隘化対策、そして新たな教学展開を目的に

過ごしているのではないでしょうか。

東洋大学の場合は、１カ所というよ

井原

移転を決断しました。その後、学生運動が

竹村 確かに、白山キャンパスは狭いので、

山田

駅から大学へ行くまでの道もあまりよくな

盛んな時期を経て、１９８６年に移転を開

そこと比較すると余裕があると思います。

京田辺の土地を取得したのは１９６６年

かったようで、雨の日などは通学に苦労し

始したという経緯です。

また、東洋大学は学生のスポーツ活動が非

スが格別良いとは言えないかもしれません。

たようです。

山田 そうすると、偶然かもしれませんが、

史があるわけですが、遠いとか不便といっ

山田 郊外のキャンパスは学習環境として

実践女子大学も同志社大学も移転してから

た声は移転当初からあったのでしょうか。

は非常にいいというお話ですが、同志社大

常に盛んです。箱根駅伝でも活躍していま

小高い丘の上にぽつんと校舎があり、

学の京田辺キャンパスはいかがでしょうか。

年の間、いろいろと苦労しながら新
ね。当然、その間は経営的にもずいぶん投

キャンパスの充実に努めたというわけです

女子も、駅伝やサッカーなどの合宿所が板

習では周辺の道路を走っているようです。

すが、川越キャンパスに合宿所があり、練

～

が大きかったといえるでしょうか。

資なさったと思いますが。

ゆとりあるキャンパスに移って、メリット
松岡 当初は１、２年次生だけでしたので、

倉キャンパスにあります。そういう意味で

広大な敷地で建物は少なく、緑豊かなキャ

日野市は、市を活性化する意味で、

井原

30

ンパスでした。ただ、京田辺市は確かに京

20
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は、郊外や地方のキャンパスも必要なので
のメリットがあると思います。

ンパスには郊外ならではの学習環境として

竹村

山田

あとは、やはり一貫教育ということ

他に何かございますか。

にも便利だということがあります。

ですね。それは学部の１、２年生と３、４

す。同時に、地域貢献の役割も果たしてい
るので、都心のキャンパスに何でも統合し

一つのキャンパスで、大学院まで含めた

敷地も広大で、のびのびと過ごせると思い

い自然が残っていたり、板倉キャンパスの

は「こもれびの森」といって武蔵野の美し

光学部ができました。都心には、多様性に

学部では、国際観光学科が独立して国際観

竹村

山田

例えば、先ほどお話しした国際地域

何でしょうか。まずは一貫教育でしょうか。

の学生に都心の雰囲気を経験させるという

４年生を分けることにより、なるべく全て

山田

ンテージにつながります。

スでそれが全てできることは大きなアドバ

るということを考えると、一つのキャンパ

間ないし５年間一貫教育で修士号を取得す

年生だけではなく、大学院まで含めた６年

ます。ただ、最近はインターンシップやボ

富んだ国籍の人々が住んでいたり国際機関

大学もあります。そこには大学としてのポ

一貫教育ができるというアドバンテージ

ランティアというように座学ばかりではな

などが数多くあり、そういうものと接触す

リシーの違いがあると思います。

学びの環境の面でも、川越キャンパスに

ようというつもりは全くありません。

いし、学生が社会に出ていろいろ経験する

る機会が多い。国際系の学部にとって、そ

都心のキャンパスの一番の狙いは、

ことの重要性が認識されており、こういっ

れは重要なことです。また、そうした海外

京田辺キャンパス開校以降、学年横

る校地が変わるデメリットがありました。

生は今出川と、学年の進行とともに通学す

１、２年次生は京田辺、そして３、４年次

消が最も大きな目的です。それまでは学部

割り型の教育展開であった２校地体制の解

松岡

お考えからでしょうか。

にしたわけで、それについてはどのような

年生で分けていたのを、原則的に一貫教育

同志社大学の場合、１、２年生と３、４

基本的には学部の１、２年生と３、

た点においては都心のキャンパスのほうが

山田 健太氏

から来ている方々に大学に来ていただくの

有利でしょう。

竹村 牧男氏

このように、都心には都心の、郊外のキャ
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い教育効果を得ることができるようになっ

と大学院の連携強化を図ることで、より高

一つの校地で一貫させること、そして学部

しかし今出川統合移転により、学部教育を

がなくなってしまいました。

が、大学

短大が日野へ移転したら、それ

ら、進学しやすかったと思います。ところ

のです。校舎が隣同士で親近感があったか

高校の卒業生の８割は本学に進学していた

ているのではないかと考えました。

い。こうしたことが志願者の減少につながっ

があまり知らないし、学生にも教えていな

生がどのような人物であったのかを教職員

し忘れてはいなかったか。創立者の下田先

・

たと確信しています。また統合移転ととも
に、今出川、京田辺の両校地において学部
井原

山田
本年は

％くらいですが、ずっと一

内部進学率は、どれくらいですか。

学部、短期大学部合わせて４５００名くら

少し前までは、日野キャンパスは三つの

・

を新設し、現在は今出川に８学部、京田辺
今後は二つのキャンパスの特色を生かす一

のかという意見まで出てきます。内部進学

高校を同じ法人の中に抱える必要性がある

桁台が続いてきました。そうなると、中学

という思いがあったことも事実です。

立者に報いることにつながるのではないか

び渋谷で学ぶということは、ある意味で創

う原点に戻す。建学の精神に立ち返り、再

いでした。これを、学祖が作った渋谷とい

に６学部の合計 学部で展開しています。
方、キャンパス同士の有機的な連携を進め

率をいかに高めるかは喫緊の課題ですが、

内部進学率が下がって、全体の志願者数

も重ね合わせた結果、渋谷に戻ることを理

たちは、それに精神的な原点回帰という面

回帰を否定するものではありませんが、私

まとめますと、志願者確保のための都心

短大が
年後にわれわれの大学

・

事会で決定しました。

～

存在し得るかと真剣に考えた結果、一部で

今「原点回帰」という言葉が出まし

山田

・

には渋谷が創立の地という意識が学内にあ

その４年後には渋谷に移ったため、実質的

りも、その建学の精神が適切かと思います。

ですが、本学の原点はキャンパスの場所よ

松岡

たのでしょうか。

たが、同志社大学も原点回帰という面があっ

でしょうか。

ります。また、私学ですから建学の精神や

学率が下がりました。それまで、併設する

ました。移転後、残念ながら、まず内部進

しなければならないのに、近年、それを少

今出川、京田辺それぞれのキャンパスの

30

確かに今出川キャンパスは創立の地

井原 １９８６年に大学と短大が全て日野

創立者の思いといった大学の原点を大事に

また、本学が創立されたのは麹町ですが、

も渋谷に戻るという結論になりました。

合、

が長期低落傾向でした。このままいった場

か難しいですね。

一度下がったものをまた上げるのはなかな

大学としての原点に回帰する意味も
山田 実践女子大学の都心回帰の目的を、
改めてお話しいただけますでしょうか。一
中学校、大学、短大

30

キャンパスに移転してから、 年以上経ち

という一つのまとまりについては、いかが

貫教育、あるいは小

20

キャンパスの都心回帰には、

ていくことにより、新たな教育のステージ

17

に向かうことができると考えています。

14
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う言葉が彫ってあり、良心を備えた人物の

ニ充満シタル丈夫ノ起リ来ラン事ヲ」とい

生に宛てた手紙の一節である「良心之全身

ます。これには、創立者である新島襄が学

正門を入ると、
「良心碑」というものがあり

たこともあり、建学の理念を現在の教育活

います。大学の認証評価制度が浸透してき

どの「大学の原点」を見つめ直そうとして

竹村

井原
今、あらゆる私学が、建学の理念な

その節はありがとうございました。

の一般入試では志願者が１割強増加しまし

ような成果が着実に現れているのか、直近

なったことも非常に大きいでしょう。その

両キャンパスの特色を明示できるように

ていると思います。また、受験生に本学の

けていくことによって、同志社ブランドを

た。また、学部新設に伴い、当然ながら学

認識していただき、安定的な志願者数の確

動にどう生かすか、その姿勢が常に問われ
そういう意味では、本学は白山が物理的

保を目指したいと考えています。

養成を目指す本学の思いを端的に示してい

には原点ということになるものの、川越、

山田

生数も増えています。今後も教学改革を続

朝霞、板倉、新しくできた赤羽という各キャ

置するということは、その分の入学定員が

るようになってきたと思います。

われは教育の原点である建学の精神を常に

ンパスを、建学の精神に基づいてどのよう

ます。この良心碑が全ての学生や教職員を

意識しながら日々を過ごしています。

に位置付けているのか、説明できるように

見守っており、キャンパスは違えど、われ

山田 東洋大学は、白山が原点ということ

増えるわけで、当然志願者も増える。そこ

には経営的に大きなメリットがあります。

郊外に移転する際に新たに学部を設

になるのでしょうか。

していかなければと思います。

逆にキャンパスが都心に回帰する場合、経

が、例えば実践女子大学では都心回帰によっ

山田

整備することにより、志願者増を目指すこ

メリットです。同時に、学習環境を着実に

数が増える、これは経営的に非常に大きな

松岡

営的なメリットはどこにあるのでしょうか。

て内部進学率が大きく上昇したということ

とも求められます。本学では、今出川の統

どのようなものが挙げられるか

キャンパスの都心回帰に伴う効果は

竹村 場所としては白山になります。創立
者である井上円了が作った「哲学堂」が東
京都中野区にありますが、現在は東京都の

実践女子大学は「下田歌子研究所」を設立

でした。おそらく偏差値なども上昇したと

合移転に併せて床面積が２５５０平方メー

所有になっています。

なさいましたね。

思いますが、ほかの大学ではいかがでしょ

トルの広大なラーニング コモンズを作り、

移転先の土地に学部を新設し、学生

井原

うか。

データ的なお話は避けて通れません

竹村 学祖の研究に非常に熱心に取り組ん

松岡

先ほど井原理事長がおっしゃったように、

でいらっしゃって、活発に活動なさってい

今まで以上のアクティブ ラーニングの強

２０１４年４月に開設いたしました。

ます。私もシンポジウムにお呼びいただい

により、学生の質的転換が成果として現れ

統合移転に伴う一貫教育体制の浸透

たことがあります。
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・ ・

機会を広く提供するという創立者の理念に

を廃止する大学が多い中で、本学では学習

・

化に乗り出しました。こうしたことも、充

基づいて維持していますが、このようなコー

スはやはり都心でないと難しいと思います。

実した環境で学びたいと考えている志願者

山田

の増加につながっています。
山田 都心回帰のタイミングでラーニング

竹村

組織的には、１部の中に、夜も開講

でしょうか。

ころの夜間部や２部とはどのように違うの

イブニングコースは、従来でいうと

コモンズや図書館を新設するというのは、
非常に効果が大きいでしょうね。
都心移転により、志願者の地域的な
・

養課程が白山キャンパスに移転してから今

竹村 東洋大学では、朝霞キャンパスの教

した。その理由はまだ分析中であるものの、

なく、本年は２部の志願者がかなり増えま

あることにより２部が維持できるだけでは

２部とほぼ同じです。キャンパスが都心に

するコースとして設定しています。実際は

日に至るまで、全体として志願者数が増え

都心にあることによってこうした可能性が

可能性が広がり、数 レベルとも上昇

ると同時に、高校ランク上位校からの志願

スがあるせいか、埼玉県からの志願者が多

従来は、朝霞キャンパスと川越キャンパ

が明らかに増え、偏差値が移転前に比べて

ら白山キャンパスに移りましたが、志願者

また、国際地域学部は板倉キャンパスか

都心と郊外の「２校地化」で

それぞれの強みを生かす展開

差値が上がったのでしょうか。

山田

日野キャンパスの３学部中、文学部と人間

２０１４年に、渋谷キャンパスに

千葉県からの志願者が増えました。数もさ

竹村

井原

ることながら、志願者の分布がかなり変化

社会学部が移転しました。本当は生活科学
また、国際地域学部では夜間に開講する

部なので実験や実習のための広いスペース

部も移転させたかったのですが、理系の学

階建てと９階建てのツインビルを建設し、

17
イブニングコースを設けています。夜間部

板倉キャンパスは少し遠いので、や

して、地域的な可能性が広がったというこ

はり受験生の数が少なかったのです。

できているのではないかと推測されます。

より優れた学生を集めることが、ある程度

とは言えると思います。このことにより、

なぜ、国際地域学部が移転して、偏

10

開かれていると思います。

者数も 年前よりほぼ倍増しています。

かったのです。それが、白山キャンパスで

約

も上昇しました。

一貫教育ということになって、神奈川県や

10
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が必要になるので、渋谷の新しいビルに入
学は偏差値が

果の記事を読みました。それによると、本
上がったとのことでした。

ることができませんでした。

心回帰は大きな意味があったということが

地域貢献を徹底的に進め、地域の中核的な

の日野は、大学のミッションの一つである

わち、都心型の渋谷に対して、生活科学部

野のコンセプトを明確に分けました。すな

そこで、
「２校地化」に当たり、渋谷と日

てしまったのです。これには、補助金カッ

かったため、定員の１

を出しましたが、入学辞退者が極端に少な

人間社会学部では、前年と同じ数の合格者

合格後の入学辞退者が減少しました。昨年、

志願者に好感を持たれていることもあり、

さらに、渋谷で学ぶということに対して

でいいのかという気もしますが。

山田

大学としては、学生が集まらないことには

いい悪いではなくて、これが現実なのです。

れたキャンパスには、あまり集まらない。

えて、緑豊かな郊外にある学習環境に恵ま

・

倍の入学者となっ

しかし、私は、
「災い転じて福となす」と

学生の確保が大前提です。今全国に約３４

ました。しかし、短大を維持するためには、

放さない、四大に切り替えない」と決心し

私は、
「短大は絶対に廃止しない、手

都心に移転するという安易な解決策

どうしようもない。

都心に新校舎を造ったら志願者が増

存在として市民と共に歩んでいく郊外型の

トや、４年間は新しい学部の認可申請が実

言えるかもしれませんね。

キャンパスとしました。各キャンパスの違

井原

井原

いや性格が明確になり、成功していると思

質的にできないなどのペナルティーが課せ

いうように考えを切り替えました。これか

られます。

決めたのが２００８年でした。渋谷キャン

１

パスは２０１３年度に完成し、２０１４年

学科を新設したら、後々どうなるか分

０校の短大がありますが、本年度、定員の
部

・

２倍以上の入学者を確保できたところ

・

校しかなく、全体の７割
なく、むしろ既存の学部の中で学科あるい

新しい学部を作って定員を増やすのでは

慢のしどころです。

ていてもシェアが高くなります。ここが我

切り替える法人が出た結果、われわれは黙っ

は定員割れです。そのため、短大を四大に

は本学を含めて

専修レベルで学問の品揃えを豊か

かりません。
２

いう状況だったのですが、渋谷移転を公表

は専攻

と前々年は１割から２割近くの定員割れと
したところ志願者が急増し、定員の１

にして選択肢を増やす方向に、戦略を転換

・

・

のうちの一つは廃止し、もう一つを四大に

短大は全国どこでも経営が非常に厳

山田

組み入れました。そして、残った２学科を

しつつあります。
しい状況が続いていると言われますが、都

私が理事長になってから、短大の４学科

倍程度の学生を確保することができました。

14

短大は、渋谷移転の計画を公表する前年

ら加速度的に少子化が進むという時代に学

57

度に開校しています。

学内で渋谷と日野の２校地による展開を

います。

10

以来、同じレベルを保っています。
もちろん、大学も定員は確保しています。
２年くらい前のある雑誌で、この 年間で
・

偏差値が上がった大学 学部という調査結
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10

・

・
・

学部が中心となっています。理系の学部は、

カレッジの一つであ

なリベラル

アーツ

都心に戻しながら、工夫して、特徴ある短

要になるので、簡単に都心に移すことはで

どうしても実験などのさまざまな施設が必

大学で学んだことに起因しま
る Amherst
す。加えて、本学の教育理念の一つである

ど、せめて２年間、わが子に高等教育を受

ているのが良い例です。当該センターに所

本研究拠点を今出川キャンパス内に設置し

複数の外国協定大学が、自らの日本語

日

例えばスタンフォード日本センターなど、

事情もあります。こうしたことから、理系

養士の養成機関がほかにないという特有の

板倉地域周辺には栃木県まで含めて管理栄

ためのスペースが必要となります。また、

理栄養士を養成しており、調理実習などの

境科学部があります。食環境科学部では管

板倉キャンパスには、生命科学部と食環

きません。

けさせたいとがんばっている親御さんはた

属する留学生は、正課、課外を問わずさま

の学問分野は郊外のキャンパス、文系は都

のキーワードです。

「国際主義」
、この二つが今出川キャンパス

大とすることにより、生き残りを図ってい
ます。
この先、国内で短大に対する需要がなく

くさんいらっしゃいます。そうした中で、

ざまなプログラムを通して本学の学生と交

なるかといったら、私はそんなことはない

短大がなくなってしまったら、この国は一

流するので、日本人学生と留学生が共修し

と思っています。四年制大学は無理だけれ

体どうなるのかと心配しています。

やすい環境が整備されていると言えるで

山田

心という棲み分けになっています。

キーワードが出されました。都市型の渋谷

生命、先端技術、情報」がキーワードとし

合系学部が中心です。特徴として、
「身体

そうかもしれません。

色分けや特徴付けに関して、どのようにお

会のさまざまな場で活躍できる人物の養成

を獲得し、幅広い教養を身に付け、国際社

にできましたが、ここは外国語の運用能力

心に置くメリットは何でしょうか。

重点を置いていますので、文系の学部を都

いと思いますが、本日は都心回帰のほうに

山田

・

考えでしょうか。

を学びの中心にしています。

都心ということにならないのか

地方よりも東京、郊外よりも

竹村

うか。

全国的にそのような傾向なのでしょ

しょう。

・

キャンパスや学部の特性に応じた
明確な特徴付けと棲み分け

キャンパスに対して、郊外型の日野キャン

ニケーション学部という文系の学部も新た

て挙げられます。なお、グローバル コミュ

また、京田辺キャンパスは理系、文理融

パスでは社会貢献、地域貢献に力を入れる

山田 井原理事長から「２校地化」という

というお話でしたが、キャンパスに応じた

松岡 文系の学部が中心の今出川キャンパ

そうなると、改めてここで確認した

スは、
「リベラル アーツ型教育」に力を入

・

今話題に出ているのは、国際系は、国際
竹村

東洋大学の川越キャンパスは、理工

れています。これは新島襄が米国の代表的

24
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継いでいるわれわれは、現在、国を挙げて

した人物です。その素晴らしい伝統を引き

ところの男女共同参画の推進を唱えて実践

子女教育が国の礎を築くと考え、今でいう

歌子は、明治の男尊女卑の時代に、庶民の

し、研究し尽くそうという試みです。下田

所を作って学祖の業績を徹底的に掘り起こ

私がまず手を付けたのは、下田歌子研究

すべはないと思います。

の評価を得るということでしか、生き残る

が掲げた建学の精神を強く打ち出して社会

たが、具体的には、われわれ私学は創立者

井原 先ほど原点回帰というお話をしまし

でしょうか。

よるメリットは、どのようなものがあるの

や教学関係で、郊外から都心に移すことに

ではないか。これら以外の学習プログラム

や図書館が都心にあることは意味があるの

いうこと、あるいはラーニング

コモンズ

機関との連携などメリットがありそうだと

山田

していると思います。

生のためだけではなく、一般市民にも貢献

が挙がるわけです。都心のキャンパスは学

の方が参加してくださり、それなりの成果

都心のキャンパスで公開講座を開けば大勢

のキャンパスも地元に貢献をしていますが、

ポジウムや公開講座を開いています。地方

は社会貢献の一環として、どの大学もシン

よって違うというお話がありましたが、今

竹村

ことは間違いなく言えると思います。

うが非常勤の先生をお願いしやすいという

すが、これもやはり都心のキャンパスのほ

非常勤の先生方のお力が必要になるわけで

カバーすることは現実的ではありません。

すが、専任教員だけでカリキュラムを全て

任の先生方には頑張っていただいておりま

また、非常勤講師の問題もあります。専

方においでいただくことができたわけです。

が便利なのです。おかげさまでたくさんの

場所はやはり日野ではなく渋谷という都心

て無償貸与し、グラウンドも土日は少年野

地の一部を日野市の子育て支援施設用とし

域貢献といっていいと思います。

非常に喜んでいただいておりますので、地

プして食育活動を活発に展開しています。

といった学問分野があり、日野市とタイアッ

また、日野の生活科学部には保育や食育

て教育環境が非常に良くなりました。

結果、日野キャンパスにスペースが生まれ

の３学部のうちの２学部を渋谷に移転した

井原

ないでしょうか。

私大連盟としても、そのようなお考えでは

よく考えてみなければならないでしょうね。

限することが果たして正しいのかどうかは、

だからといってキャンパスの都心移転を制

れを活性化しなければならない。ただし、

大学が当然存在すべきでしょう。また、そ

必要性や意義があるし、その地方に合った

竹村

ればいいのでしょうか。

になりかねません。これはどのように考え

・

実践女子大学では、日野キャンパス

・

神明キャンパスの短大跡

球などに無料で貸します。これも日野市に

さらに、日野

その一環として、竹村学長にもお願いし

方よりも東京、郊外よりも都心ということ

実感として今のお話はよく理解でき

地方には地方なりの、大学に対する

取り組んでいる男女共同参画社会の実現に

るのですが、それを突き詰めていくと、地

シンポジウムの様子も開催場所に

寄与しなければなりません。
てシンポジウムを開こうとした時に、開催
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一緒になって努力し、市民の皆さまからエー

実現する一助として、われわれも日野市と

貢献しているわけです。住みよい日野市を

のは学生にとって非常に大きなメリットで

という土地で多様性を感じることができる

一方で、国際都市でもありますので、京都

統的な文化や建造物が数多く存在します。

リー、オムロン、島津製作所といった有力

「けいはんな」にはパナソニックやサント

しょう。

く、確実に地の利を生かすことができるで

が、 い ず れ に し ろ 京 田 辺 キ ャ ン パ ス に 近

企業も進出していますので、当該企業と京

はないでしょうか。今後は、文化庁とも連

田辺キャンパスの理系そして文理融合系学

ルをいただきながら地元と密着してやって

携して文化政策に関する教育研究環境の整

部が協力することにより、新たな事業創出

いこうと思っています。
東京への学生の集中という難しい状況に

都学」はさまざまな大学で取り上げられて

が期待されます。これは、キャンパスがしっ

備 も 視 野 に 入 れ て い ま す。 例 え ば、「 京

かりと地元に根付いて、地域の特性をうま

京都も近づいているという感覚

いますが、同志社では文化政策を学ぶ科目

法人 科学技術振興機構）のリサーチコンプ

群 の 新 設 な ど、 文 化、 芸 術 へ の 理 解 を 深

レックス推進プログラムにも採択されてお

山田 松岡先生に二つ、お伺いしたいので

また、京田辺キャンパスを含む広域圏で

り、企業

すが、一つは都心キャンパスならではのプ

関 西 文 化 学 術 研 究 都 市（
「け い は ん な」 学

に誇るイノベーションの創出を目指してい

く生かしながら学ぶ機会を学生に与えると

研都市）があり、現在も多様なプロジェク

ます。その中で、特に本学には人材育成事

いう大きな目標にかなう良い事例です。ま

松岡 今出川キャンパスが東京のような都

トが進行中です。関東の筑波研究学園都市

業における貢献が期待されています。

め、それを地域社会や経済へどのように活

心かどうかはさておき、先ほどから申し上

の よ う な も の で あ り、
「け い は ん な」 の 特

用できるかなどを学ぶ教育展開も考えてい

げている通り、今出川統合移転に併せてア

徴として民間企業が数多く研究所を設置し

紹介しましたが、学生が能動的に学ぶ空間

ログラムを、何か展開なさっているかどう

ラーニングの中心となるラーニ

ています。企業の進出増加に伴って人口が

というものはキャンパス内だけにとどまら

か。もう一つは、今の議論について、京都

ング コモンズを作りました。また日本人

クティブ

増えますので、当然地域の活性化にも寄与

ず、その大学のキャンパスがある「街」も

た、
「けいはんな」はＪＳＴ（国立研究開発

学生と留学生が共修しやすい環境を今後も

します。また、このエリアにリニア中央新

ます。

積極的に整備したいと考えています。

幹線や北陸新幹線の建設が表明されていま

の視点からどのようにお感じになったか、

京都の視点に関してですが、現在、文化

学習フィールドとして非常に重要と言えま

お聞かせいただけますでしょうか。

庁の移転に関連して文化、芸術面で京都が

す。 詳 し い 場 所 は ま だ 調 整 中 の よ う で す

・

研究機関が協力し、世界

・

・

・

また、先ほどラーニング

大学

注目されています。確かに京都の街には伝

・

コモンズをご
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す。文化や芸術の街として、外国人旅行者
や留学生があふれる国際色豊かな街として、

キャンパス移転に伴う

ないことが多いと聞きますが、いかがでし

際に、各大学では学内のコンフリクト（対

井原

られてしまうのではないかということを心

スは狭小であり、学生の居場所がかなり限

かったと思います。ただし、白山キャンパ

統合する際には、あまりコンフリクトはな

朝霞キャンパスを白山キャンパスに

たでしょうか。

ての「京都」は、学生にとって刺激的で魅

決、衝突）があったのか、それともスムー

配する声は、とても多くありました。白山

竹村

力あるフィールドです。

ズに進んだのでしょうか。キャンパス移転

学内の反対や混乱はあったのか

山田 東京への学生の集中ということがよ

と学部学科の改組、つまり、組織変更を同

キャンパスのアメニティの問題です。そう

そして最先端の科学技術が結集する街とし

く言われますが、その辺りはどのように見

した中で、移転した結果、やはり白山キャ

キャンパスの移転や都心回帰をする

ていらっしゃいますか。

時に進めると学内が紛糾してしまい、教授

ンパスの一貫教育は良かったということが

会が反対決議をするとか、うまくまとまら

学内の大方の意見でした。

松岡 収容定員の厳格化など、東京におい
可能性が高く、今後の行方に注目していま

ては大学を取り巻く環境が大きく変化する
す。一方で、京都も府外からの志願者や入

国際地域学部が板倉から白山に移る時は、

す。この移転は急な決定であったため、在

当初、地元の町は反対しました。しかし、

学生には新たに住むところの家賃や通学費

学者が非常に多く、学生が集中していると

もちろん、国内だけではなく、海外にも

の補助をするということが発生しました。

いう点では東京ほどではありませんが、
「大

京都での修学を希望される方が非常に多い

山田

従来を上回る規模の学部を新たに開設し、

ので、そのような方々に対して可能な限り

ついて、学内の混乱などはなかったのでしょ

学生数も増えたため、今は落ち着いていま

しっかりお応えしていきたいですし、その

うか。

学のまち」と言われるだけあって、状況は

中でも同志社の「志」に共感していただけ

竹村

近づきつつあると感じます。

る方は広く受け入れていくという方針は変

較的強くて、結果的に大きな混乱はありま

本学の場合、法人主導という面も比

その際に、どの学部が移転するかに

わらず持ち続けています。

座談会
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松岡

と考えています。

融合させた取り組みを充実させていきたい

て分かれています。今後は、文系と理系を

同志社の場合、１９８６年の田辺移

転時は、学年による、いわゆる「分断移転」

文理が融合した特徴のある研究を複数進

せんでした。
でしたので、教職員はもとより学生自治会

めることにより、まず教員同士が交流し、

年も前

による激しい抵抗があったのは事実です。

年、

から渋谷移転の話がありましたが、そのつ

ただ、１９９４年の工学部統合移転および

そこで、今回の資金計画では自己資金の

とによる教育効果への期待が高く、比較的

１年次から大学院まで一箇所で完結するこ

合の際には、校地間移動が大幅に減少し、

２０１３年に完了した文系学部の今出川統

生かしながら、文理融合したかたちで活性

と思いますが、二つのキャンパスの特色を

開が期待されます。もちろん時間はかかる

で浸透していく、そのような新たな教育展

次に大学院生が加わり、最後に学部学生ま

利返済分を教職員のボーナス削減により捻

化を図っていくことが、本学の新たな強み

その一例として、本学には「赤ちゃん学

う気持ちで説得し、理解していただき、我

学園の未来を作るにはこれしかないとい

入を少し減らして、未来を買いませんか」

６回開催して丁寧に説明しました。
「今の収

いかなければいけないと思っています。二

松岡

後の方向性などについて、
お聞かせください。

ていくというお話もありました。最後に、今

う希望に添うような品揃えを豊富に整備し

は望めない中で、
海外も含め、学びたいとい

山田

同志社としての独自の強みを作って

るのか」「赤ちゃんを研究対象にする場合、

具体的には、
「赤ちゃんの心はいつ生まれ

カニズムの解明を目指すものです。

り、
「ヒト」から「人」へと変わる発達のメ

する基礎的な原理を明らかにすることによ

期にかけての行動、認知、身体の発達に関

もので、ヒトの起点である胎児期から乳児

同利用

１６年４月に文部科学省の事業である「共

研究センター」があります。これは、２０

慢してもらいました。これはありがたいこ

つのキャンパスそれぞれが一貫教育を行い、

学校法人だけの問題ではない

につながると考えています。

いです。

が分かりました。もちろん、ボーナス削減
は簡単に受け入れられるはずがないので、

とでした。理屈だけで人を動かすことは難

どちらかというと文系と理系というかたち

これから学生の絶対数が増えること

しく、
「夢や未来を買おう」というメッセー

誰に許可を得るか」といったことから、脳

共同研究拠点」として認定された

・

も学びました。

と問いかけました。

ジがとても大事であるということを私自身

になっていて、両系列がキャンパスによっ

キャンパスごとに全学説明会を全部で５、

キャンパスの移転は

出できれば、渋谷展開は可能だということ

28

いう危機感があったと聞いています。

スムーズに決まったという印象のほうが強

ら 年後に大学がなくなるかもしれないと

井原 実践女子大学では、
ど頓挫したのは資金の問題によります。し

20

かし、当時も、このまま低落傾向が続いた

10

ほかに 億円を借り入れ、その借入金の元

30
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科学や生命科学、画像認識といった領域ま
で、さまざまな学問分野が融合して研究が

キャンパスの統合や再編を機に、

してもいいのですが、それぞれの意味合い

や存在意義を踏まえた上で今日的課題に応

げた文理が融合した形の研究であり、教育

はの良さや、その生かし方があり、それを

都心の、郊外には郊外のキャンパスならで

竹村

件を考えながら、新たな教育研究組織の開

りたいという時に、キャンパスの配置の条

ます。大学として、それに応える部門を作

ＩｏＴなど、さまざまな問題や課題があり

えます。例えば、健康寿命の延伸やＡＩや

えられるよう改革していく必要があると考

展開です。

今後どのように捉え、展開していくのかと

さらなるチャレンジを

井原 私が最後に申し上げたいのは、キャ

いうことが大事だと感じました。

展開されていきます。まさに先ほど申し上

ンパスの移転は、学校法人だけの問題では

本日のお話を伺っていて、都心には

ない面がとても大きいということです。

自体に公共性があり、その視点から大学は

、大学の社会的責任）という言葉があり
ity
ますが、これは大学が地域に存在すること

はユニバーサルデザインといった、ある意

した。社会福祉や健康

ではなく、ライフデザイン学部を新設しま

パスは無くしてしまったのかというとそう

白山キャンパスに移った際に、朝霞キャン

通じて社会に貢献するという使命がありま

そうかもしれませんが、大学には、学問を

でないと考えるのが普通でしょう。確かに

竹村

ということでしょうか。

ていくために、さらにチャレンジしていく

山田

・

ミュニケーションをとった上で移転を進め

れ以上話すことはないというくらいまでコ

ているのかを改めて考えることにより、既

るのか、どのような学問分野が必要とされ

する中で、今、大学には何が求められてい

このように、キャンパスの再編や統合を

わる根幹的なお話ができたと思います。ど

学の社会的な使命や大学のあり方全体に関

スの都心回帰という話題にとどまらず、大

山田

ンレンジしていく必要があると考えます。

からも、ニーズがある限り新たな構想にチャ

超少子化の時代に、拡張路線は適切

るようにしないと、大学に対する社会的な

存の学部にはないような新しい学部を作る

スポーツ、あるい

新しいニーズを発掘し、それに応え

社会的責任を果たさなくてはいけないとい

味で弱者に寄り添うようなかたちで学問を

発を常に考えているところです。

う意味を含んでいるのだと思います。

追究することなども含めた、極めて先端的

また、本学の場合、朝霞キャンパスから

このＵＳＲの観点からすると、大学の都

す。その使命を果たすためには、やはりこれ

University Social Responsibil-

合で移転するとしても、行政や地域住民の

な学部です。

Ｕ Ｓ Ｒ（

方々には十分に説明をする必要があり、こ

評価というものは得られないと考えます。

可能性も見えてくると考えています。

うもありがとうございました。

本日は短い時間でしたが、キャンパ

これから移転を考えている学校法人などは、

既存の学部をどうするかというと、解体

こうしたことが肝心になってくるだろうと
思います。

座談会
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