大学の講義の分類は大学や
・

学部 分野によってさまざま
であるが、理工系であれば、
一般に教養科目、語学科目、
基礎科目、専門科目に分かれ

私の授業実践

教育現場の最前線から

専門科目の講義のバランス
●豊田工業大学工学部准教授

する学生の多くが履修してい

る。受講者が４年生であるた

め、研究室に所属して卒業研

究に向けた実験を開始した学

生も少なくない。このため、

学生によって講義内容に対す

るモチベーションも知識も大

原 正則

目の中で、専門科目は２年生、

きく異なっており、どの学生

ている。そして、これらの科
特に学生が専攻する分野が決

はできないと思う。私自身も、年度ごとに重点を変えて

あり、どのような講義が最適であるか一概に決めること

況のため、講義の進め方は担当教員によって千差万別で

深く学習するのかは教員によって異なる。このような状

教科書の内容を広く学習するのか、特定の項目に絞って

対して講義範囲が広くなりやすい。講義内容についても、

連する教科書１冊分を学習する科目も多く、講義時間に

は、基礎科目と異なり、１セメスターの授業期間中に関

せて内容の解説レベルを調節することにより、講義自体

れが多くの情報を含有しているので、講義の段階に合わ

内容を総括的に説明している。教科書の図 表はそれぞ

ドで示し、個々の図

講義では教科書の図 表をパワーポイントによるスライ

科目の教科書には図や表が多く用いられている。そこで、

しく説明するには時間が足りない。また、工学系の専門

めに進行速度は速く、教科書の内容の全てを一つ一つ詳

講義は、１回の授業で教科書の１章分の内容を行うた

を基準とした講義にするかは毎回悩みどころである。

講義を行っているが、バランスのとれた講義を行うこと

の難易度のバランスを整えるようにしている。また、専

定した時期以降に主に講義が行われる。専門科目の講義

は難しいと実感している。

・ ・

表の解説を入り口として、各回の

昨年度から私が担当している専門科目（表面界面科学）

あるため、学生の研究トピックと関連付けて考察しやす

門科目の教科書に用いられるデータは実際の測定結果で

・

は４年生を対象とする講義であり、物質工学分野に所属
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すくなるのは、どの分野においても変わらないと思われ

実践的な講義も注目されており、これらの手法により講

最近、反転授業やアクティブラーニングなどを用いた

る必要がある。さらに、４年生は就職活動で講義を欠席

る。ただし、興味を引くトピックの紹介ばかりでは、講

義外学習時間の増加や理解度の向上が見られることが知

くなるよう、具体例を加えながら解説を行っている。自

義は面白くはあるが基礎知識や理論は結果的にあまり学

られている。一方、工学系の学科には、実験や演習といっ

する学生もいるため、そのフォローも必要となる。

習できていないことになるため、そのバランスにも気を

た実習科目があるため、通常の専門科目において事前準

分が取り組んでいる研究と関連があると学生も集中しや

付けた講義が必要である。

ペースを変えたり、大き目の身振り手振りで説明するよ

講義中に演習問題や問いかけを行うことによって講義の

用語の説明や計算式などは板書を併用している。また、

めると単調になり、学生の集中力が低下する。そのため、

に資料を配付している。しかし、
スライドのみで講義を進

であるため、
時間の節約のためにもスライドを用い、事前

講義の方法については、図 表の説明を中心とする講義

であり、多くの講義科目を受講しようとして、卒論研究

ンスが良くない。実際、本学の学生は基本的には真面目

して他の講義や卒論研究に割く時間が減ったのではバラ

は、講義を行っている教員としてはうれしいが、結果と

生も多い。その中で講義に熱心に取り組んでくれること

活動に多くの時間を割いており、時間的な余裕のない学

められると考える。特に４年生の場合、卒論研究や就職

備を必要とする講義をどの程度行うかは、バランスが求

・

う気を付けている。しかし、
講義も後半になると学生は集

講義も研究も完全なものは無いと考えれば、今後も一

などに充てる時間が減っている様子が見られており、こ

しい。特に、
基礎的な知識に差がある中で、全員が参加で

つ一つ取り組みを進めながら、学生にとって少しでも良

中が保てなくなるため、グループ学習などの導入も考え

きる形式のグループ学習となると、学生に十分な事前準

い講義となるように私自身も日々学習をしていきたいと

のバランスの改善が大学全体の課題となっている。

備が求められるが、４年生に対してどの程度の講義時間

思っている。

ているが、講義時間の配分や課題などとのバランスが難

外の学習を要求するかは、学年全体のバランスを考慮す

大学時報 2017.7

85

久留米大学人間健康学部

１ 久留米大学の歴史

約 万人の中核市である。久留米大学は、１９２８年

久留米市は、福岡県南部、筑後地域に位置し、人口

■

学科、５つの大学院研究科、

●久留米大学人間健康学部長、教授

として知られており、久留米大学は、文系学部も含め

て地域に根付いた大学として多方面で筑後地域の発展
に寄与してきた。

■２
医学部がある強みを生かして設立された
文医融合型学部

学部がある強みを生かした新たな学問体系を創りだす

高等教育機関として踏み出すべく構想されたのが、医

高まった。周辺の他大学との差別化を図り、魅力ある

においても、学長の強い意志の下、大学改革の気運が

少子高齢化や社会 経済の動向の中で、久留米大学

・

済学部、人間健康学部）
・

・

ある。久留米市は医師が多く、医療機関が充実した街

学生総数８０００名を超える地域に唯一の総合大学で

キャンパスと文系学部のある御井キャンパスに分かれ

キャンパスの配置が、医学部や大学病院のある旭町

の研究所 センター、附設中学校 高等学校をもつ、 「文医融合型学部」である。

13

現在は６学部（医学部、商学部、法学部、文学部、経

１９５０年の商学部開設以降、文系学部が増設され、

として歴史を刻んでいる。

３階建ての建物が寄贈され、その建物は今も大学本館

リヂストン株式会社創業者の石橋家から土地１万坪と

に九州医学専門学校としてスタートし、創立時にはブ

30

21

濵﨑 裕子

地域に躍動感を与える人間健康学部

明日への試み
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援活動を受け持っていた健康 スポーツ科学センター

・

ているため、従来は教員 学生の相互交流や協働があ

（大学附置研究所）を、学部 学科に昇華させることに

・

まり盛んではなかった。しかし、大学改革という視点

より、教育 研究機関として進展させる意向があった。

・

社会のニーズに応える人材育成

・

３

■

で考えれば、文系学部と医学部が融合してこれまでに
ない力を発揮することこそ、久留米大学のポテンシャ
ルを最大限に生かす方法であることが、将来を見据え

の２学科で構成されているが、どちらも前身としての

人間健康学部は総合子ども学科とスポーツ医科学科

域社会や時代のニーズに応える学部としての基本構想

「地域に貢献する実践的人材の育成」にのっとって、地

社会における大学の役割を俯瞰し、本学の理念である

前述のような学内体制改革からの要望ばかりでなく、

基盤があって、それぞれを発展的に改組するかたちで

を策定した。

た多角的な検討の下に確認された。

新学部に移行した。総合子ども学科に関しては、文学

キュラムや指導体制は改

輩出するためにも、カリ

新制度に対応する人材を

こども園をはじめとする

を養成してきたが、認定

部社会福祉学科子ども家庭福祉コースにおいて保育士

アプローチによる教育を行うことを教育理念の柱とし

として、医学、社会学、福祉学、心理学など総合的な

ど、子どもを取り巻く環境の課題に応える４年制大学

働く母親の増加に伴う病児保育に必要な知識の修得な

成や、児童虐待への対応としての子ども 家庭支援、

子どもに対応できる質の高い保育士 幼稚園教諭の養

総合子ども学科では、近年増加している発達障害の

・

善の必要性に迫られてい

た。取得可能な資格としては、保育士、幼稚園教諭の

・

他に小学校教諭（通信教育課程）、児童厚生一級指導員

・

学科については、健康

やレクリエーションインストラクターなどがある。

スポーツ医科学科では、現代社会のスターでもある

スポーツ科学科目の講
・

・

義 実習 実技と健康支
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た。また、スポーツ医科

人間健康学入門の授業

明日への試み

・

くるめ親子支援センター」

・

トップアスリートたちを支えるアスレティック トレー
が２０１７年

康の支援ができる人材の育成を教育プログラムの柱と

えてライフステージ全体にわたるスポーツ 運動 健

実践力を身に付けることを基本に、医学的な知識を備

スポーツ指導員などの資格に求められる知識

神科、看護学科などが医療

医学部の小児科、産科、精

わせに入ったところである。

と共に具体的な準備打ち合

れることが決まり、医学部

・

している。さらに中学校 高等学校教諭一種免許状（保

的ケアの必要な相談対応を

月に設置さ

ナーや、パラリンピックでも注目されている障がい者

健体育）の取得も同時にできるのは、九州では本学だ

受け持ち、総合子ども学科

技術

けであるという強みをもっている。その他にも、トレー

は保育所

・

・

・

・

・

新学科構想のときから行政との勉強会などを通して協

留米版「子育て世代包括支援センター」設置に向けて、

も筑紫丘ラグビークラブ ジュニアスクールの体力関

る体力関連の測定

ンターにおいてプロサッカーＪ１のサガン鳥栖におけ
・

評価に携わり、ラグビーにおいて

・

・

評価などを行い、パフォーマ

・

りにおいて行政との協働を実現したいと考えている。

・

さらに学部全体として、少子超高齢社会において「乳

かしていきたいと考えている。

保育現場の課題などを認知して、今後の教育内容に生

して、現職の保育士との良好な関係を築くことにより、

また、教員は保育所連盟が実施する研修会にも参加

４ 地域や行政との連携 協働

働作業を進めてきた。その結果、妊娠期から学齢期ま

連の強化と併せて測定

スポーツ医科学科は、前身の健康 スポーツ科学セ

でを切れ目なく支援する総合相談窓口である「
（仮称）

総合子ども学科では、厚生労働省が推進している久

■

きる人材育成」を目指している。

幼児から高齢者まで生涯を通じた健康づくりに貢献で

幼稚園における相談対応や地域の子ども

ニング指導者受験資格やアシスタントマネジャー受験

家庭支援機能を強化し、安心できる子育ての基盤づく

大型絵本を使った児童文化財の授業

資格（申請中）
、などがある。

10
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ンスの向上に貢献してきた。ラグビーに関しては、ド

創生の一翼を担うことにつながると考えている。

て、地域に躍動感を与え、大学改革の枠を超えて地方

・

ネット構築にも貢献している。これらのメディカルサ

ラムにどのように反映されているかについて、その特

文医融合型学部を掲げる教育方針が実際のカリキュ

カリキュラムの特徴

ポートは、学生の今後の実践的学びに生かしていく方

徴は次の通りである。まず、学部共通の専門基礎科目

５

針である。さらに、プロスポーツをはじめ、地域のさ

の中に、医学の基礎的な知識を医学部の専門教員が講

■

クターやアスレティック トレーナーなどが日本代表
チームの帯同派遣に関わっている。また、心肺蘇生法

まざまな健康増進やスポーツ活動におけるマネジメン

義する「医学総論」をはじめ、「からだのしくみ」「発

やＡＥＤを活用した北九州マラソンにおけるセーフティ

トサポートも進めつつある。特に、久留米大学と協定

達 支 援 論 Ⅰ」 な ど

科 目 を 配 置 し て い る。 そ し て、

を結んでいる筑後市にはプロ野球のソフトバンクホー
野球を通して地域振興の展開にも関与することが期待

クス（二軍）のベースボールパークが開設されており、

サービスラーニングなどの体験型学修を多く採り入れ

両学科に共通する教育方法としてフィールドワーク、

開する久留米市をはじめと

「キラリ創生総合戦略」を展

域および行政との連携は、

このように、両学科の地

Ⅱ」は医学部看護学科教員が担当する。必修科目の展

保育士養成の必修科目である「子どもの保健ⅠＡ Ｂ、

性を身に付けることのできる授業科目を配置している。

諭養成に関する科目に加えて、プラスアルファの専門

総合子ども学科においては、保育士養成 幼稚園教

・

する筑後地域の将来構想に

開コア科目の中に、「子ども学概論」「基礎小児医学」

ている。

基づく地域活性化に深く関

「子育て包括支援論」
「発達障がいの医学」
「子ども家庭

されている。

わり、これの実現に向けて

支援サービスラーニング」を配置し、そのうち３科目

・
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11

協働 推進することによっ

新体力テストの測定

・

設された学部であり、本学の歴史において新たな一歩

・

は小児科医師が担当する。学科専門 展開科目を３群
・

医科学」
「応用スポーツ医科学」
「アダプテッドスポー

スポーツ医科学科では、必修科目の「基礎スポーツ

法」
「病弱者教育概論」
「発達検査法」なども含まれる。

児保育論」など、看護学科教員の担当科目や「救急処置

中から選択できるようになっている。この中には、
「病

域文化に光を与え、その輝きを世界に伝え、人類の平

人間性豊かな実践的人材の育成を目指すとともに、地

し、人間愛と人間尊重を希求して、高い理想をもった

学部設置は久留米大学の基本理念「真理と正義を探求

様化は、教育分野にも大きく影響してくるが、今回の

社会の変動や技術進化の勢いが及ぼす環境変化や多

革の口火を切った学部である。

を踏み出すにとどまらず、さらなる進展を図る大学改

科目の

ツ特講」が、医学との関連が強い科目である。専門科

和に貢献することを使命とする」を再確認し、その意

家庭支援）に分け、それらに含まれる計

目は大きく２群（スポーツ健康支援科目とスポーツ教

図を具現化したものであると捉えている。

24

育関連科目）に分かれており、アスレティック トレー

も

（子どもの健康支援、子どもの発達支援、地域の子ど
明日への試み
ナー受験や保健体育教諭免許状に必要な科目を組み合

「人間性」という言葉の持つ根源的意味は、現代社会に

理念の中に用いられている「人間愛」「人間尊重」

・

わせて受講できるように系統的な科目配置をしている。
特に、人体解剖見学実習や附属病院整形外科での手術

豊かな生活の基盤となる総合的「健康」とを組み合わ

おいて改めて熟考されるべきであり、この「人間」と

・

リハビリテーション見学実習は、医学部を擁し、学部

久留米大学は、学舎そのものも御井本館として新し

本学部生には強調して伝えている。

基本方針が目指すのは「人間力」育成であることを、

しい学部であると言えよう。なお、本学の共通教育の

が蓄積してきたことを踏まえて飛躍していくにふさわ

せて学部教育の理念や方法に採り入れたことは、本学

年ぶりに開

周年を迎える久留米大学であ

に所属する医師がいる本学であるからこそできる授業
である。

６ 将来の展望

■

２０１８年には創立

るが、人間健康学部は経済学部設置以降

23

90
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れた。保育士 幼稚園教諭養成のための音楽室やプレイ

学ぶ場やグループ学習にふさわしいスペースも整備さ

せている。ラーニングコモンズなど、学生が主体的に

あって目的意識のはっきりした学生が多いようである。

わろうとする姿勢が見受けられ、１期生ということも

よくつかめていないが、いろいろなことに積極的に関

新年度が始まったばかりで、本学部生の特性をまだ

流を体験した。これらは、学部の地域貢献および連携

ルームはワンフロアに集約され、学修環境も改善した。

学生主体の活動を目的とする学生活動振興会という、

い建物に生まれ変わり、御井キャンパス全体が学生、

本学では、４年前から久留米 筑後体験演習を開講

他学部にはない組織もスタートしており、今後の活動

の始まりである。

し、フィールドワークを基とするＰＢＬ型科目を共通

展開に期待している。

教職員共にフレッシュな気持ちで新学期をスタートさ

教育に採り入れている。人間健康学部の学生も、５月
て協力し、教員と一体

に近隣の小学校で行われた新体力テストに測定者とし

出せる学生を育てたいと考えている。理念にある実践

力し合っており、４年後には、胸を張って社会に送り

新採用も含む学部教員は、熱い思いで学部運営に協

・

となって貴重な経験を

的人材の育成を行うためには、教員自身も専門性を生

・

積んだ。今後、幼稚園

今後に続くであろう大学改革のスタートを担った学

かし、学生を巻き込みながら地域社会における実践と、

総合子ども学科では、

部であるという責任は大きいが、学生を中心に置き、

なども含めて協力範囲

小学４年生の総合的な

大学関係者全員で将来ビジョンを共有して協働し、広

それらに関わる研究成果を教育に反映し、地域貢献に

学習の時間の学外活動

い視野と確実な歩みで人間健康学部を築いていきたい

を広げ、実習の場とす

にも参加して、地域に

と考えている。

つなげていく姿勢が求められる。

おける教育や多世代交
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る予定である。また、

竣工したばかりの御井本館

●京都橘大学副学長、国際英語学部教授

セイで、開学後の危機からどのようにして大学が再建さ

を思い浮かべることはできないであろう。私は、このエッ

丸となって再建し、今日の京都橘大学があるという歴史

に倒産の新聞報道がなされ、その後、大学の教職員が一

経営的にさまざまな困難に直面し、ついには１９７４年

いる。この光景からは、大学が開学後、数年のうちに、

現するとし、学術的に優れた教授陣を集め、初年度は全

学長の高田三郎は、高度な学問によって女性の自立を実

科、歴史学科からなる文学部単科の大学であった。初代

京都では５番目の４年制女子大学で、英文学科、国文学

る中森孟夫（１８６８―１９４６）の悲願でもあった。

た。高等教育機関を設立することは、学園の創立者であ

１９６７年、京都市山科の地に、橘女子大学が誕生し

橘女子大学の誕生と経営危機

れたのかを振り返り、またそこから学ぶものは何かとい

国から１１３名の新入生を迎えた。当時の『夕刊京都』

１

役立つと考えるからである。

と大学が周囲から受けた恩恵を再確認することは、必ず

う。そのときに、危機から再建を果たした諸先輩の知恵

これまで誰も経験したことのない困難な時代に入るだろ

北林 利治

わが
大学改革の原点をさぐる
大学史の
─
一場面 ─ 経営危機からの再建
日本の近代化と
大学の歴史

はじめに
２０１７年度、京都橘大学は１１００名の新入生を迎
えた。中央体育館で行われた入学式のあと、新入生であ
ふれる広場は、サークル勧誘の催しで華やかである。キャ
ンパスには、
「京都橘大学開学 周年」のバナーが揺れて

うことを考えてみたい。これから、日本の私立大学は、

50
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大学では、１９７４年４月、新学長に新村猛が就任し、

大学を絶対になくさないという強い決意を示した。この

ところが、大学設立から数年で、大学の存続がおびや

大学再建のための決意を表明する「大学教職員共同声明」

は、
「新築なった橘女子大学」というタイトルの記事で、

かされるほどの財政危機に見舞われることになった。こ

が発表された。大学再建のために教職員が団結して努力

集会は、自主的な再建を目指す強固な団結の場となった。

の経営の行き詰まりに至る主要な原因は、当時の理事会

するというものであり、
「大学の存続について、多大の友

大学の様子や施設を写真入りで詳細に報じている。

による政策判断の失敗にあったといえる。橘女子大学開

情と御配慮を賜っている、京都の全ての教職員の方々の

・

一層の御支持と御声援」をお願いするものであった。

４％にすぎず、また、

設当時の女子の大学進学率は
当時の京都橘女子高校との進学上の連携もきわめて希薄

年史』が当時の状況を生々しく描写しているように、理

しく、累積債務がふくれあがり、
『京都橘女子学園１００

る。京都私学教職員

き取り組みがなされ

いた中で、特筆すべ

大学が公的な金融機関との取引をいっさい遮断されて

事会自体が機能を失った状態となり、大学の経営は混迷

組合連合が「橘女子

であった。こういったことから、開学当初から経営が苦

の度合いを深めていったのである。ついには、１９７４

学園教職員支援貯蓄
組合」を結成するの

日、新聞各紙が「橘女子学園、４億円に上る不

年１月

渡り手形乱発により倒産」と報じることになる。

である。橘女子大学

この報道が、大学の教職員、学生、保護者に与えた動

開された貯蓄運動

に、京都を中心に展

をつぶさないため

揺は計り知れないものがあっただろう。その中で、教職

で、預金は短期間の

２ 大学の再建へ向けた教職員の奮闘

員は、団結して大学を再建することを決意した。１９７

うちに４０００万円

開学当時の橘女子大学

13

４年２月５日には、教職員が全学園総決起集会を開催し、
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22

の熱意に支えられて、大学の再建が始まったのである。

の前年に当たる。私立大学を守ろうという京都の人たち

この時期は、私立学校振興助成法が成立した１９７５年

たと同時に、大学教職員にとって大きな励ましとなった。

を超えたという。これらの資金は学校運営の助けになっ

だけである。大学のこれらの苦しい経験から、いま私た

述を読んだりすることによって、再建時代の事情を知る

００年史』
『京都橘学園

なさった旧教職員から話を聞いたり、
『京都橘女子学園１

験した教職員はもう誰もいない。私自身も、この経験を

違いない。今日の京都橘大学には、この再建時代を直接経

―

言い換えれ

改革と発展の軌跡』などの記

また、打ち切られていた国庫補助金を回復するために署

ちが学び、伝えていかねばならないこと

は何かを次に考えてみたい。

大学運営の組織作り

―

―

名運動が行われたり、京都の多くの大学の学長をはじめ、

ば、継承すべき橘の精神

４

関係する人たちが協力をしてくれた。私たちは、京都に
ある私立大学として、このときに受けた支援を決して忘
れてはならない。

大学存続の危機を乗り越えたことは、その後の京都橘

橘女子大学は、１９７７年度からは国庫補助金が再び

広がりを見せることになった。これらの改革の、いわば

現在に至るまで、さまざまな改革を重ね、今日の規模と

大学の運営にも大きな影響を与えた。大学は、この後、

交付されるようになり、破綻から３年半で財政再建を成

原点が、財政再建時代に培われた教職合同の運営組織作

３ 橘の精神の継承

し遂げることになる。文学部のみの女子大学であった橘

りではないだろうか。

このことについて、ひとつ例を挙げてみよう。今日の

女子大学は、その後、２００５年に共学化されて京都橘
学科、大学院５研究科を

発展の最大のきっかけになった出来事は、女子大学から

大学と改称し、現在は６学部

擁する総合大学に発展している。４３３３名の在籍者が

男女共学化し、看護学部開設によって新たな分野に学部

て重大な危機は非常に苦しい体験であったが、同時に、

それまで存在した総合計画委員会を解消し、基本政策検

を広げた２００５年改革であろう。この改革に当たって、

あり、本年は開学

年の記念の年に当たる。大学にとっ

11

後の京都橘大学の改革と発展の礎となっていることは間
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よび国際英語学部設置のときにも、この基本政策検討委

２０１２年の健康科学部、２０１７年の発達教育学部お

が成し遂げられる際の大きな機動力となった。その後、

のさまざまな情勢が分析

議論される組織であり、改革

し、教学、経営の両者から委員が出て、教学 経営両面

討委員会を発足させた。この委員会は、学長を委員長と

しく財務を公開している。

担当の職員が説明するとともに、大学情報誌にも毎年詳

生にも財政を公開し、ラーニングコモンズの一角で財務

開催されている。同時期には、財政公開デーと称して学

ン策定からは、マスタープラン経営 財務報告会として

受ける。この財務報告会は、２０１４年のマスタープラ

かりやすい資料が作成され、財務担当の理事から説明を

・

・

・

会では、新任教職員の自己紹介や学科ごとの教員の紹介

年３回開催される。４月に開催された本年度最初の懇談

７８名と各部署の課長が一堂に会する教員懇談会が、毎

意を形成していく大学の風土がある。全学の専任教員１

互いに議論し合って問題を提起し、改革を進め、学内合

よるアドバイザー制度も、この頃に始まったと聞いてい

の充実を目指したのである。クラスやゼミ担当の教員に

再建を行うに当たって、教職員が一丸となって教育面で

る大学作りに取り組んだということである。大学が自力

も大切にしてきたのは、何よりも教育によって評価され

大学の危機から再建に至る道のりで、教職員がもっと

教育で評価される大学を目指して

が行われた。大学でこのような集まりも珍しいのではな

る。一人一人の学生を教職員が一体となって支えるとい

５

員会が改革の速度を速め、スムーズな学内合意に至る中
心的な役割を果たしている。

いかと思うが、京都橘大学らしい会だとも言えるのでは

う京都橘大学の教育の伝統は、再建時代に培われたと言

京都橘大学には、教員と職員が大学運営の両輪として、

なかろうか。
いう仕組みが作られてきたのも、おそらく大学再建時代

ン」を作成し、大学のミッションを明確にするとともに、

私たちは、２０１４年に、「京都橘学園マスタープラ

える。

からの良き伝統であろう。全教職員が出席する会におい

２０２２年までの大学作りの道筋を示した。マスタープ

また、教職員に高い財務意識を持たせる財務報告会と

て、私のような財務資料の見方に明るくない教員にも分
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ルの教育改善の支援があり、年に数回「たちばな教育サ

領域の一つとして、個人レベル

学部学科など組織レベ

教育で評価される大学にすることにある。具体的な活動

り良く学びたい学生の思いを合致させて、京都橘大学を

使命は、より良い教育を実現したい教職員の思いと、よ

た教育開発支援センターを紹介したい。このセンターの

うことを示す最近の一例として、２０１６年に開設され

教育によって評価される大学を目指す京都橘大学とい

を目指している。

る大学になること

の地で存在感のあ

大学として、京都

教育で評価される

を示し、何よりも

れる学園となる」

育によって評価さ

教育を展開し、教

に基づく質の高い

として「教学理念

ミッションの一つ

ランでは、大学の

学が行ってきた地域連携を再検討し、
「暮らしの安心 安

促進事業の採択を受け、地域の課題の整理とこれまで本

いる。２０１６年度には、京都市の「学まち連携大学」

う科目を必修科目にして、全学生が履修することにして

る。また、カリキュラムの面では、
「地域課題研究」とい

結び、年２回、山科

とは、２０１３年に「地域連携 協力に関する協定」を

業などとさまざまな事業を展開している。京都市山科区

に継承され、大学全体として地域社会や地方自治体、企

に始まった地域連携は、２０１４年に地域連携センター

る。２０００年設置の文化政策研究センターから本格的

地域から学ぶ教育をより充実させていきたいと考えてい

教育を展開してきた。この地で、地域に受け入れられ、

私たちは、京都の山科の地にある一つのキャンパスで

れ、まさに「教育の橘」を毎回実感するところである。

悩みとともに、より良い教育に向けた熱い思いが感じら

話していらっしゃる姿を見ると、先生方の日々の授業の

生が、新しい試みを取り入れられた話や失敗例を交えて

な雰囲気の中で実践を語り合っている。大ベテランの先

名の教員が授業実践を報告し、お茶を飲みながら、気楽

ロン」を開催している。この集まりでは、毎回、２、３

現在の京都橘大学

・

・

醍醐地域教育懇話会を開催してい
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・

・

歴史の継承、観光振興」の三つの

全 健康 福祉 育ち合い」
、
「地域（経済）振興、まち

を解決しようとす

員が協同して課題

なったのは、教職

再建の大きな力と

・

課題の下、さまざまな教育プログラムを展開している。

る組織作りと、さ

・

大学が主催したあるイベントの参加者アンケートで「京

らには、教育の充

・

都橘大学に期待すること」を聞いたところ、
「地域活性化

づくり」
、
「地域文化

９％を占め、自由記述

・

のための取り組み」が１位で

・

実によって学生や
地域に受け入れて

には「京都橘大学は地域に根ざした大学である」
「親 し
みがある大学である」などの記述もあった。こういった

もらおうとする教職員の情熱であった。

歳の生涯を閉じるまで、

いて高等教育機関への進学者が増加した時期であり、こ

きた。もちろん、大学の再建 発展の時期は、日本にお

展した大学の歴史から、
「橘の精神」を読み取ろうとして

再建、そして現在は学生数４０００名を超える規模に発

私は、このエッセイで、大学の経営の行き詰まりから

を保つために、絶やさず持ち続けていかねばならないだ

な困難に直面しても、私立大学としてのアイデンティティ

ずに引き継いできたものであり、私たちは今後どのよう

危機から再建と発展のときを通して、京都橘大学が忘れ

森孟夫だけである。彼の教育へのパッションは、大学の

代に、京都で個人の経営で学校教育に携わった人物は中

民家を改造して教室を作ったという記録もある。この時

の発足当初は経営が困難であり、中森自ら斧刀を握って、

教育へのパッションを持ち続けた人であった。手芸学校

学校を設立した中森孟夫は、

思い起こせば、京都橘大学の母体である京都女子手芸

ありがたい言葉を聞くと、一層地域に受け入れられる大
学にするよう身が引き締まる思いがすると同時に、かつ
て大学再建時代に、京都の多くの人々が当時の橘女子大
学を支援してくださったことを思い起こさずにはいられ
ない。

開設当時の京都女子手芸学校

ろう。

おわりに

71

れが再建に大きな貢献をしたことは否めない。しかし、
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