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関西学院大学  学長

村田   治先生

Society 5.0へ向けて、
今大学に求められていること

　経済のグローバル化が進む中、少子
化、高齢化社会を迎え、労働人口が急減
する日本が、これまでの豊かさを維持
するにはさまざまな分野でのイノベー
ションが欠かせないと考えられます。
その担い手として期待されるのがベン
チャー企業、中でもそれを牽引するアン
トレプレナー (起業家)で、その育成は多
くの大学の共通課題となっています。
　近年、日本は、これまでの経済成長を
支えてきたイノベーションを生む力が
弱まってきていると言われ、多くのイノ
ベーションには何らかの技術革新、また
はそれを促す研究開発力が欠かせない
とされています。そのバロメータとも言
える優れた論文の増加率は他の先進諸
国に比べて見劣りし、世界シェアも低
下、またかつては世界一だった特許の出
願件数も３位へと後退しています。研究
開発への投資額はヨーロッパと比べて
遜色ないのに結果が出ていない。これは

「人材育成の方法や組織がうまく機能し
ていないからだ」と言わざるをえません。
　原因の一つと考えられるのが、理数教
育の弱体化。この春には文部科学省と経
済産業省が「数理資本主義の時代」をま
とめ、Society 5.0 へ向けては理数能力
の育成が急務であると警鐘を鳴らしま
した※４。また、2017年度には、日本の研
究開発力の低下はゆとり教育で数学と

理科の授業時数が極端に減ったことが
原因ではないかという、経済学者グルー
プによる報告も出されています※５。これ
はスタンフォード大学のハヌシェク博
士（Eric.A.Hanushek ：エリック・アラン・
ハヌシェク）による、PISA（Programme 
for International Student Assessment：
国際的な学習到達度に関する調査）等の
国際学力テストの数学と科学の成績が、
生産性や経済成長率と相関関係にある
という指摘とも一致します。
　AIやIoT（Internet of Things）、ロボッ
トに日常的に囲まれるSociety 5.0では、
文系の人間であってもこれらの基本的
な構造を理解しておくこと、理数系につ
いての基礎的な素養、特に微積分学、代
数学、そして統計学などの理解は最低限
必要でしょう。しかし日本ではこれま
で、大学受験のために理系と文系を分
け、大学進学後も卒業後も、その区分に
沿ったキャリア形成が大半を占めてき
ました。その結果、理系人材は文系の出
身者に比べてコミュニケーション能力
が低く、逆に文系人材は論理的思考能力
が弱いなどの極端な通説(俗説)さえも生
まれています。
　ここへきて、中央教育審議会でも高校
段階での文理分けをなくし、たとえば数
学なら全員に数Ⅲまで学ばせることなど、
大学分科会と初等中等教育分科会を巻き
込んだ議論が始まろうとしています※６。
　日本における人材育成や組織のもう
一つの弱点は、戦後、工業化による高度

成長を目指して大量生産に適した人材
を育てることに力が入れられ、アントレ
プレナーに求められる個性や強みを伸
ばすことに注力しなかったことです。
　Society 5.0へ向けて、求められる能
力、教育の目的が世界的に変わる中、こ
の方法は限界にきています。日本経済
団体連合会会長による昨年の新卒一括
採用についての発言はその象徴ではな
いでしょうか。「日本人はプロセスイノ
ベーションに強くて、プロダクトイノ
ベーションが弱い」、つまり「できたもの
をより効率的に生産していくのは得意
だが、新しいものを作るのは苦手」など
とも言われてきました。しかし、関西学
院の二つの国際学校※７の生徒たちを見
ている限り、これは教育や制度、組織の
あり方によるものだと実感しています。
　この度の大学入試改革の目的の一つ
は、教科の学力という、人間の能力のほん
の一部を問うことからの脱却です。アン
トレプレナーに求められる資質なども含
め、偏差値で表される学力以外の能力を
伸ばそうという意識が、教育において希
薄になっていたことは否めません。新し
い学習指導要領の下、今後、中学、高校で
は「主体的に学習に取組む態度」を育む
探求型学習などが重視され、基礎学力の
養成においてもこれまでとは違ったアプ
ローチが図られます。大学としても、高校
までの取り組みをしっかり受け止められ
る入学者選抜の方法を充実させ［左コラ
ム］、これからの社会で求められる力、企

大学トップから高校生へのメッセージ
小高い丘を登り、青々とした芝生の向こうに立つ時計台と背後に聳える甲山を見上げ、「この大学
で学ぼう」と入学を決意した村田治学長。それから40年余。「Kwansei Grand Challenge 2039」

（KGC2039）※１を軸に、さらなる改革を加速させる関西学院大学を牽引する。「時計台を中心に実学
的な学部を左、精神的な営みを探求する学部を右に配し、その両面を身につけるというキャンパスの構
図※２が、“素直な”気風を育ててきたのではないか」「今後は品位に加え、強さを取り入れていくことが課
題」と語る村田学長に、Society 5.0※３へ向けての人材育成、そのための改革についてお聞きしました。

1955年生まれ、東京都出身。1980年3月 関西学院大学経済
学部卒業、1982年3月 同大学院経済学研究科博士課程前期
課程修了、1985年3月 同博士課程後期課程単位取得退学、
経済学博士。1989年関西学院大学経済学部助教授を経て、
1996年教授。教務部長、経済学部長、高等教育推進センター長
を務め、2014年より学長。2017年より中央教育審議会委員。
専攻はマクロ経済学、景気循環論。著書に『公債と財政赤字の
マクロ理論』（有斐閣 1996年）、『現代日本の景気循環』（日本
評論社 2012年）など。あしなが育英会副会長（2005年～）も務め
る。大阪府立生野高等学校出身。

文系・理系の垣根をなくした
分野横断教育で、AI活用とともに

“誠実さと品位”を身につける

ユニバースケープ（株）
info@universcape.co.jpまで

※１　創立150周年となる2039年を見据えた「超長期ビジョン」と、2018～2027年の方向性を示す「長期戦略」からなる。教育の質保証や学生の学修成果の修得、
「質の高い就労」の実現に向けST比の改善、神戸三田キャンパスの活性化、理系の充実などのための実施計画が盛り込まれている。

※２ ウィリアム・メレル・ヴォーリズ（William Merrel Vories 、1880 ～1964年）の設計による。ヴォーリズはアメリカ合衆国に生まれ、1905年に来日し、宣教活動
の傍ら、学校建築をはじめ数多くの西洋建築を手懸けた。西宮上ケ原キャンパスの設計では、関西学院の個性と独自性を赤い瓦屋根とクリーム色の外壁が特色
のスパニッシュ・ミッション・スタイルで表現した。2017年には、1929年の上ヶ原キャンパス移転以来、その設計思想を継承しながら施設の機能向上を図ってい
ることが評価され、日本建築学会（業績）賞を受賞している。

※3 AI、Iot、ロボティックスなどの進歩によって到来する超スマート社会。

JEP（Japan e-Portfolio）事業
　関西学院大学は昨年度まで、国の「大学入学者
選抜改革推進委託事業（主体性等分野）」に採択さ
れ、 eポートフォリオを活用するなどの研究プロジェクト
を行ってきた。今春には、複数の大学と一般社団法人
教育情報管理機構を立ち上げ、引き続きeポートフォリ
オを入試に反映させていく仕組みについて研究する。

デキル！学部
明星大学建築学部
（2020年春開設）
ポスト2020、
日本の美しい街並み、
建築のために今求められる、
文理融合型の人材

進路のヒント
大学独自の
奨学金制度
シリーズ
大学が地域の核になる
――京都文教大学の挑戦
時代の要請を受け、
地域社会貢献活動で
“はたらく人”を支援し、
社会に情報発信する
産業メンタルヘルス研究所
連載 雑賀恵子の書評
「父が娘に語る経済の話」

大学ジャーナルオンラインから

京都大学特色入試
第1回合格者による振り返り座談会
新たな学びの設計書を手に
連載 「１６歳からの大学論」
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　　高校生のための
生命科学ガイドブック
生命科学するって？
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編集協力：京都産業大学生命科学部
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「生物が好き」「大学ならではの実験がしてみたい」「人の役に立ちたい」ひとのために

もっと身近な
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業のニーズはあるが具体的には示せてい
ない力、イノベーションを生むための力の
育成に注力していかなければならない。日
本の教育もここで変わらないと、社会や経
済は危機的な状況に陥ると思われます。

※４   理数系人材の産業界での活躍に向けた意見交換会の記録
をまとめたもの。「Society5.0の実現には、高い理数能力で 
AIのデータを使いこなす力に加え、課題設定し、それを解決し
ていく力や、異なるものを組み合わせる力など、AIでは代替し
にくい能力を用い、価値創造を行う人材が求められている」と
ある。

※５   「学習指導要領の変遷と失われた日本の研究開発力」。西
村和雄（神戸大学特命教授）、宮本大（同志社大学）、八木
匡（同志社大学）による。

※６   ４月 17 日の中央教育審議会への諮問の中で、高等学校教
育のあり方について「いわゆる文系・理系の類型にかかわら
ず学習指導要領に定められた様々な科目をバランスよく学ぶ
ことや、STEAM 教育（Science（科学）、 Technology（技
術）、 Engineering（工学）、Art（芸術）、Mathematics（数
学）等の各教科での学習を実社会での課題解決に生かして
いくための教科横断的教育の推進」とある。

※７ 関西学院千里国際中等部・高等部と関西学院大阪インター
ナショナルスクール。

AI 活用人材育成プログラムと 
Kwansei コンピテンシー

　本学ではこの春から、日本アイ・ビー・エ
ム株式会社と組んで、全学部生を対象に

「AI活用人材育成プログラム」を始めまし
た。大学卒業後、営業や現場を統括する職
種に就く学生であっても、これからはAI
の知識、さらにはAIへどのようにデータ
を与えればいいのかなどを知っておかな
ければならないからです。
　AIに代替できない能力の育成も急務と
言えます。この観点からは、卒業までに身
につけるべき能力・資質を10のKwanseiコ
ンピテンシー（右上図）としてまとめまし
た。知識、技能に関するものは二つしかな
く、本学の重視する「誠実さと品位」が組
み込まれています。もともと各学部には学
位プログラムがあり、それぞれに入学者選
抜、カリキュラム、学位授与の三つの方針

（AP、CP、DP）がありますが、多くは知
識レベルのアウトカム、アウトプットを求
めていますから、それらに加え、すべての
学生が学部の区別なく身につけるものと
位置付けました。入学時と卒業時の２度の
調査で達成度を測り、これに就職先や社会
へ出てからの活躍の様子、あるいは入試の
成績などを加味すれば、IR（Institutional 
Reserch：大学経営に必要な調査や分析、
またはその組織）の貴重な資料にもなるは
ずです。
　コンピテンシーの育成を教育の一つの
柱として考えると、対面式の、人と人とが

向き合う教育がますます重要になってき
ます。と同時に、正課の授業で知識を学び、
技能を身につけることに加え、幅広い経験
も不可欠です。そこでKGC2039では、課外
活動、体育会や文化クラブの活動などを、
正課外教育として位置付けました［下コラ
ム］。チームワーク力やリーダシップ、ある
いは忍耐力などの育成には、これらの活動
が大いに役立つからです。さらに言えば、
キャンパスのありよう、たたずまい、その美
しさへの配慮も欠かせません。それらはそ
のための大きな力になるはずだからです。

　神戸三田キャンパスを一大改編。
理系学部の充実と
文理横断教育を加速

　2021年春、理数系人材育成の強化と、文
理横断教育の加速を通じて、これからの社
会が必要とするイノベーションの起こせ
る人材、アントレプレナーの育成を目的と
して理系を中心に神戸三田キャンパスを
大きく改編します。キャッチフレーズは

“Be a Borderless Innovator”（境界を超え
る革新者）。学生が国境、文系・理系の枠、学
問分野、大学と社会などの様々な境界を越
えて活躍することをイメージしています。
　具体的には現在の理工学部を理学部、工
学部、生命環境学部、建築学部の４学部に

改組、発展させ、総定員はほぼ変えること
なく再編します※８。規模は拡大せず分野を
広げ、分野横断型の学びを充実させたい。
関西の私学では最もバラエティーに富ん
だ理系の拠点を目指すとともに、地球規模
の課題解決を目指すサスティナブルエナ
ジーの一大研究拠点の形成も図ります※９。
　文系と理系、学問分野間の境界を越えた
学び、分野横断型の教育システムの展開に
も力を入れます。一つは、西宮上ケ原キャ
ンパスで実績のあるメジャー・マイナー制
度を神戸三田キャンパスでもさらに発展
させます。すでに本学では、学部間の垣根
が低いという特徴をいかして、2004年に
４年間で二つの学位を取るマルチプル・
ディグリー制度を、2014年のスーパーグ
ローバル大学創成支援事業（SGU）採択以
降は「ダブルチャレンジ制度」※10を教育の
基本に置いてきましたが、神戸三田キャン
パスでもこれらをさらに強化していきた
いと考えています。
　また、メジャー・マイナー制度ほど大が
かりではありませんが、各学部から基礎的
な専門科目を中心に 12科目程度の科目群
を提供してもらい、他学部の学生が自由に
履修できるようにする予定です。
　アントレプレナーの育成では、理系で
ありながらもアントレプレナーシップを
持った人材、特に今後は数学のできる人材
が重要視されることから、理学部を開講母
体に、アントレプレナー育成科目をつく
り、これに総合政策学部が提供する「経営、
知財、会計、マーケティング等の科目群」
や、「AI 活用人材育成プログラム（10 科
目）」を組み合わせた育成プログラムを創
設。同窓のベンチャー企業創業者らの支援
でインキュベーション機能も整備し、学生
の起業を後押します。

アカデミックエリジビリティー
Academic Eligibility for KG athletes

（関西学院大学体育会員に関する対外試
合出場のための資格制度）
　今春の入学者から実施されている、体育
会所属の運動部の学生に対して一定の
単位を取らなければ試合に出場できないと
する制度。一般社団法人大学スポーツ協会

（UNIVAS）の動向も見据えながら、学生ス
ポーツ、運動部の活動は、本来、教育の一環
であると、文武両道の原則を再確認する。

豊かな人間関係を
築く力

困難を乗り越える
粘り強さ

よりよい社会に
変革する情熱

誠実さと
品位

生涯にわたって
学び続ける力

論理的な
思考力

幅広い知識・
深い専門性

主体的に
行動する力

多様性への
 理解

対立する価値を
調整する力

Kwansei コンピテンシー

　新たに設ける学部では、工学部を物質工
学、電気電子応用工学、情報工学、知能・機
械工学の４課程からなる課程制とし、物質
と電気電子、情報と知能といった隣同士の
課程でマルチプル・メジャー制度を設け、

「タコ壺型」の教育・研究に陥らないように
します。建築学部では、かつての構造計算
中心から、デザインや都市計画などについ
ても学べるよう時代に合ったカリキュラ
ムを提供します。工学系であると同時に、
総合政策学部と連携し、理系、文系双方の
視点から学びを深めてもらおうと考えて
います。
　さらに、理学部は、1961年の西宮上ケ原
キャンパスでの発足時の名称に戻し、私学
としては唯一、電波、X 線、赤外線の３つ
の天文学を揃えた「物理・宇宙学科」を創
設する点が大きなトピックスとなります。
　生命環境学部では、国際的なPBL（課題
解決型学習）プログラムに力をいれるとと
もに、植物、昆虫、微生物について機能分析
などから取り組む「生物科学科」を創設し
ます。また、医学部ではないものの、生命に
ついて学べる生命医科学科の充実も図り
たいと考えています。
　以上ご紹介した予定、構想のほかにも、
１年半後の開設までには企業との連携も
含めたいくつかの仕掛けも用意しようと
考えています。

※８   新設の学部・学科・課程の名称は仮称（設置構想中）。今後、
変更になる場合がある。総合政策学部は現在の590名を 
495名にする一方、建築学部を含む理系は805名と増やす予
定。

※９  ４月にはSDGｓ推進本部を発足。中でも大きな柱であるエネル
ギー問題については、理学部の次世代有機ELやパワーエレク
トロニクス、生命環境学部の人工光合成、建築学部のネット・
ゼロ・エネルギービルの研究などに期待が集まる。

※10  全学生が自身の所属学部や主専攻の学び（ホームチャレン
ジ）に加えて、異なるものとの出会いの場に挑戦する（アウェイ
チャレンジ）独自の教育制度。「インターナショナルプログラム」

（留学等の国際交流)、「副専攻プログラム」（他学部での体
系的な学び）「ハンズオン・ラーニング・プログラム」（社会での
実践型学習）の３つから構成される。
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　新学部の大きな特徴の一つが、入試の工夫に
よって、文系のみなさんにも道を開いた点です。
人間に興味があり、世の中や日本をキレイにした
い。日本の建築や街作りに素朴な疑問を感じて
いる、あるいは建築や街作りに強い関心がある、
そんな人なら、文系の人でも大歓迎です。もともと
文系のみなさんの中には、社会の課題に向き合
いたいという人も多いと思います。ポスト2020の
社会課題の解決、従来の業界の慣行、建築デザ
イン・街作りの常識に果敢に挑戦し、おかしいと
思えることには、はっきりと「おかしい」と言える建
築士を目指してほしいです。
　もちろん、数Ⅲとは言わず、数ⅡBまで学んできて
もらえばいうことはありませんが、そうでなくても受
験は可能です。材料研究に進むなら別ですが、構

造計算に必要な基礎的な数学、解析や幾何学、
および物理の力学などは、建築を学びたいという
強い意欲さえあれば、大学入学後でも身につける
ことができます。反対に理系のみなさんには、国
語や歴史を、受験に必要ないからと捨てないでほ
しい。建築学にとっては、数学が物事を合理的に
組み立てるための原理について学ぶという点で
重要なのと同じぐらい大切だからです。

デキル!学部 明星大学 建築学部（2020年春開設）

ポスト2020、日本の美しい街並み、
建築のために今求められる、
文理融合型の人材
2020年の建築士試験の受験要件緩和（建築士法改正）に対応
したカリキュラムで、学部卒業で全員一級建築士受験資格を
世界を魅了する景観、歴史的建造物に比べて、個性がなく美しさに欠けると評される日本
の街並み。人口減少社会の中でのインフラの老朽化や空き家問題、環境問題など、これから
の建築家、街作りの専門家には幅広い視野や多岐にわたる能力が求められます。また建築
士養成では、2020年からの建築士試験の受験要件の緩和（建築士法の改正）へ向けたカリ
キュラムの刷新も急務です。こうした中、文系の高校生にも建築士への道を開き、文理融合
による建築学の再構築を目指すのが、明星大学が来春開設を予定している建築学部。その
開設の主旨や背景、狙いなどを、日本における宗教建築の第一人者で、日頃「建築のわかる
市民、行政職員の数をヨーロッパ社会のように増やしたい」と語られる村上晶子学部長予定
者にお聞きしました。

日本の街並みは
なぜ美しくないのか？

　その原因は、江戸時代までの木造中心の循環型
の建物、街並みが、レンガや石造りの西洋建築、西
洋的な街並みへと転換されることになった明治
期に遡らなければなりません。
　建築という言葉は江戸末期の造語ですが、一般
に認知された経緯は、伊東忠太※が、当時の「造家
学会」を「建築学会」に改称して建築という言葉を
広めようとしたことに遡ります。「造家」という言
葉には芸術的な意味合いが抜けているとの思い
があったため、機能的な構築物とは一線を画した

《建築》に改称した経緯があります。
　「建築」architectureは、歴史や文化、人々の日常
生活にも目配りし、科学からアートまでを含んだ
抽象的概念を表わす言葉です。彼の思想はその後
の建築界に大きな影響を与え、大正後期までは、
それまで木造建築しかなかった日本にも、美しい
レンガや石造りの建築がたくさん現れました。
　ところが1923年（大正12年）の関東大震災を
境に、日本の建物、街並みは安全、防災を最優先
とし、建築に対する考え方も、構造設計、つまり
工学的要素を重視したものに転換しました。こ
の流れは、第２次世界大戦後の国土の復興、それ
に続く高度成長期に拍車がかけられました。急
激な人口増から住宅を増やすことが最優先とさ
れ、法整備も後追いとなる中で、建築物は画一的
で個性に乏しく、街並みは乱雑なものにならざ
るをえなかったと思います。この流れはバブル
崩壊で、一旦押し留められるかに見えましたが、
直後に始まったグローバル化によって、東京へ
の一極集中が推し進められ、超高層ビルによる
中心街の形成は、他の主要都市にまで及び、美し
い街空間への期待は大きく後退しました。同時
に、地方の疲弊が進んだことは今更説明するま
でもないと思います。こうした都市政策、街作り
が、住む人の生活の豊かさや幸せにつながって
いるのかどうか、若いみなさんの意見をぜひお
聞きしてみたいと思います。
※1867 ～1954　東京大学名誉教授。建築家、建築史家　日
本建築を最初に見直し、日本建築史を創始したとされる。

総合大学の良さを活かして、
これからの建築の課題に応える

　しかし近年は、超高齢化の進展、低成長、人口減
少社会への転換、建築、街並みを取り巻く状況は
一変しています。ついてはこれまでの高度成長を
前提とし、経済優先の建築、思想なき街作りを一
旦リセットし、未来へ向けてパラダイムを転換す
る必要があるのではないでしょうか。あわせて、
新しい価値観を持った建築のプロフェッショナ
ル、市民の育成と、大学における建築教育の改革
も急務です。
　建築の伝統が深く根付いたヨーロッパでは、家
を建てること一つをとっても、日本に比べてもっ
と身近なことであり、建築物や街並みに対する住
民の当事者意識ははるかに高い。子どもの頃から
の建築教育にも熱心ですし、大学における建築
学部の多くは独立していて、芸術、美学系に加え
て、経済学や心理学など、人文・社会科学系の科目
も充実し、建築が中心の体系だった教養教育が備
わっています。その上、ミケランジェロ以来の伝
統を持つイタリアなどでは、学生数が5000人規模
のものもあります。もちろん卒業生のすべてが建
築士になるわけではありませんが、建築について
の基礎的素養を持ち、街作り、身の回りの環境に
対して意識の高い市民、行政マンを数多く輩出し
ています。
　これを日本における建築人材（建築のプロ
フェッショナル）の育成に当てはめると、建築学
部が総合大学の中にあることは大いに強みにな
ると思います。工学系、理工系大学・学部の中に置
かれた建築学科、建築専攻、建築士養成プログラ
ムに比べて、教養教育文理融合教育、最近のキー
ワードでいえばSTEAM教育に力を入れやすいか
らです。
　文理融合というと近年は、AIの進化、Society 
5.0への移行を視野に、文系の生徒や学生に向け
て語られることが多いですが、建築教育において
は、理系人材に対する文理融合教育もきわめて重
要です。社会における様々な課題、世界全体を見
据えたときのSDGｓに象徴されるような課題、社
会インフラの構築を担うものとしての倫理観な
どについて意識を高めることが、これからの理系

人材、技術者にとって不可欠だからです。
　このような趣旨から来春、明星大学では従来の
理工学部総合理工学科建築学系の規模を拡大し
て、建築学部を新設します。キャッチフレーズは

《建築のチカラで世の中にもっと笑顔を》、ポスト
2020を見据え、建築学、建築のあるべき姿を追求
し、「文理融合型の人間学としての建築学」を追求
したいと考えています。

３つのモデルで学び、
卒業時には一級建築士受験資格も

　カリキュラムとしてはまず、２年次から３つの
履修モデルを用意しているのが大きな特徴です。
建築全般について学ぶ「建築デザイン」、自分の身
の周り、住宅が好きだという人対象の「住宅デザ
イン」、耐震工学、構造設計、地盤工学、水理学、都
市環境などの社会インフラ、あるいは解析などが
学べる「建築都市エンジニアリング」です。いずれ
にも、３年次にはそれまで学んだことを元に自ら
手を動かして物を作る「デザインスタジオ科目」
がおかれ、体験から学ぶことを重視しています。
また建築都市エンジニアリングでは、開設以来の
地元の商工会との地域・企業連携にも引き続き力
を入れます。
　専任教員（研究室）は、現在の10名から18名へ。
実務家教員や、市民との合意形成や集合住宅にお
ける住宅計画などについて考えるコミュニティ
デザインの教員、また今後は避けて通れない木工
の専門家も揃えました。

　あわせて2020年からの建築士試験の受験要件緩
和に対応すべく、必修科目の単位をすべて取得す
ることで学部卒業時に一級建築士の受験資格が得
られるようにします。1年次からの積み上げには
これまで以上に力を入れてもらい、４年次には、卒
業研究と並行して受験対策講座も設けます。
　全国的に建築の学部化が目立ちますが、国内
の大学における建築の学びがすべて建築学部に
なってほしいと願う私にとっては大歓迎です。た
だ、こうした中で文系のみなさんにも道を開いた
のは、関東圏では本学が先駆けです。
　文系のみなさんの興味の対象は、法学部や公共
政策系、経済・経営などと重なるかもしれません
が、新学部は、卒業時には全員、一級建築士受験資
格の取れるカリキュラムになっている点が全く異
なります。私はこれまで建築や街作りについての
様々なレベルでの議論を見てきましたが、いざと
言う時、自分の力でモノを作れる人とそうでない
人とでは、寄せられる信頼が全く違います。自分の
興味のある分野についての見識を深め、一級建築
士の資格も目指せる新学部に期待してください。

建築学部　学部長予定者
村上　晶子 教授

明星大学の建築は、2005年に始まる（理工学部
建築学科）。ユニークなプレゼンテーション入試を行っ
てきたが、2010年の理工学部再編（総合理工学
科建築学系に）で姿を消した。今回の学部化により、
文系、芸術系マインドに溢れる高校生がチャレンジで
きる入試がAOで復活した。（第１回と第２回で実施）

小論文、プレゼンテーション入試も復活。

1984年 東 京 藝 術 大 学 美 術 学 部
建 築 科 卒 業。1986年 東 京 藝 術
大学美術研究科建築設計専攻修
了。1986年坂倉建築研究所入所。
2001年株式会社 村上晶子アトリ
エ一級建築士事務所設立。2005
年～明星大学理工学部建築学科
教授（現総合理工学科）。2008年
～2013年九州大学 客員教授、博士

（工学）九州大学。日本建築家協会
登録建築家。一級建築士・福祉住環
境コーディネーター。神奈川県立湘
南高校出身。

研究分野

建築デザイン
モデル

建築デザイン、建築計画、
都市デザイン、建築史、
構造デザイン、建築環境・設備など

住宅デザイン
モデル

住宅設計、住環境、
住宅構法など

建築都市
エンジニアリング

モデル

建築構造、建築材料、
建築生産、耐震工学、
地盤工学、都市防災など

文 系 の み な さ ん に も 期 待 し ま す
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早稲田大学 入学センター TEL 03-3203-4331 
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めざせ！
都の西北奨学金

主
な
入
試
前
予
約

採
用
給
付
奨
学
金

申請資格 申請期間

第3回：
10月15日～
11月28日
第4回：
1月6日～
1月23日

今年度は
終了

入学後

学業優秀者

経済的に修学困難な学生等

奨学金額・支給期間 採用予定人数

小野梓記念奨学金
（新入生予約採用型）

大隈記念奨学金

校友会給付奨学金
小野梓記念奨学金
（在学生採用型）

紺碧の空奨学金

一都三県（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）以外に設
置された国内高等学校もしくは中等教育学校を、2020年3
月卒業見込みの者または2019年3月以降に卒業した者。
（注）通信制高校は一都三県以外に在住。専修学校の高等課程修
了者、高等専門学校3年次修了者を含む

一都三県（東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県）に設置さ
れた国内高等学校もしくは中等教育学校を、2020年3月
卒業見込みの者または2019年3月以降に卒業した者。
（注）通信制高校は一都三県に在住。専修学校の高等課程修了者
、高等専門学校3年次修了者を含む

①児童養護施設に入所している者、または退所して2年以
内の者。②小規模居住型児童養育事業（ファミリーホー
ム）に入所している者、または退所して2年以内の者。③養
育里親家庭への委託措置を受けている者、または委託措
置が解除されて2年以内の者。

40万円（年）
原則4年間継続支給

採用候補者
約1,200名

（第1回～第4回合計）

採用候補者
約200名

（第1回～第4回合計）

若干名

学部104名以内
研究科45名以内

学部200名
研究科188名

35名

40万円（年）単年度支給

40万円（年）単年度支給

40万円（年）単年度支給

①入学検定料および入学金
免除②授業料、実験実習料
等、その他諸経費を免除③月
額9万円を給付　原則として
在学中4年間の継続支援

その他学内奨学金も多数。

「小野梓記念奨学金（新入生予約採用型）」
も加わり、入学前予約採用型もさらに充実。

日本で
トップクラスの
充実度
多種・多様な学内奨学金
(すべて給付型)で学生を支援

日本で
トップクラスの
充実度
多種・多様な学内奨学金
(すべて給付型)で学生を支援

日本で
トップクラスの
充実度
多種・多様な学内奨学金
(すべて給付型)で学生を支援

日本で
トップクラスの
充実度
多種・多様な学内奨学金
(すべて給付型)で学生を支援

日本で
トップクラスの
充実度
多種・多様な学内奨学金
(すべて給付型)で学生を支援

日本で
トップクラスの
充実度
多種・多様な学内奨学金
(すべて給付型)で学生を支援

※詳細は募集要項（奨学課ホームページよりダウンロード）をご参照ください。
https://www.waseda.jp/inst/scholarship/

半期（春学期）分授業料相
当額（入学時納入金から免
除）　半期（春学期）授業料
原則４年間免除
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出願前に採用内定が決定

給付期間は4年！！

http://www.kansai-u.ac.jp/scholarship/奨学支援グループホームページ
https://www.kansai-u.ac.jp/nyusi/入試広報グループホームページ

関西大学「学の実化」入学前予約採用型給付奨学金
2020年度入試受験予定者対象
一般入試・センター利用入試の出願前に採用内定が決定する【返還義務のない】給付奨学金制度です。
※本奨学金の申請・選考結果は、入学試験の得点や合否に影響を与えるものではありません。　※本奨学金への申請や採用内定をもって他大学への受験や進学を制限することはありません。
※高等学校での評定平均値や、家計支持者の所得金額による基準があります。申し込み前に、必ず関西大学奨学支援グループのWebサイトをご確認ください｡

給付金額：年額30万円～55万円（学部・出身高校の地域により異なる）
給付期間：標準修業年限（4年間）（継続審査あり）　申請受付期間：2019.11.5（火）～12.2（月）※最終日消印有効

奨学金に関するお問い合わせ　学生センター奨学支援グループ
入試に関するお問い合わせ　入試センター入試広報グループ

昨年採用内定実績
約260名

申請から採用までの流れ

奨学金募集要項
ダウンロード開始

申請書類
の提出（郵送）

選考結果
通知

入学試験
出願・受験・合格
（一般入試・センター利用入試）

関西大学入学
（本採用手続き）

2020

◆2019年度入学生の実績を記載しており、今後、変更が生じる可能性があります。
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シリーズ　大学が地域の核になる—京都文教大学の挑戦  　　

書評 雑賀　恵子
京都薬科大学を経て、京都大学文学部卒業、京都大学大学院農学研究科博士課程修了。大阪産業大学他非
常勤講師。著書に『空腹について』（青土社）、『エコ・ロゴス　存在と食について』（人文書院）、『快楽の効用』（ち
くま新書）。大阪教育大学附属高等学校天王寺学舎出身。

雑賀恵子の
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時代の要請を受け、地域社会貢献活動で
“はたらく人”を支援し、
社会に情報発信する
産業メンタルヘルス研究所

　このような時代の要請を受け当研究所では、地
域における社会貢献活動の一環として、大学の社
会連携部フィールドリサーチオフィスと連携し、地域
の中小企業へ向けて、「職場のメンタルヘルス・組
織改善研修」を提供している。従業員および家族
の健康が最優先であるという意思を経営者が持ち、
その姿勢をことあるごとに、しかも永続的に発信する
ことが健全な経営につながることを理解してもらうと
ともに、はたらく人の支援として、足元の大学という
組織ではたらく人（教職員）を対象に、健康でいきい
き働き続けられるためのワークショップを年9回開催
している。講師は本学教員のほか外部講師が担当
し、ディスカッションやグループワークを通して、“はた

らくこと”を改めて考える機会としてもらっている。参
加者にはアンケートに協力してもらい、その結果を分
析して研修内容の充実も図っている。
　社会への発信ということでは、2009年から「産業
心理臨床家養成講座」を開催してきた。年間20週
40コマの講義を2年間受講することで、産業保健活
動に関する知識を、基礎から実践的なものまで網羅
的、体系的に学べるというもので、本年度で11期生
となる。これまでの受講者は、臨床心理士、医師、歯
科医、精神保健福祉士、保健師、看護師、作業療
法士、産業カウンセラー、大学院修了生、大学院生
である。2013年には、講座の修了生らによる京都文
教大学産業心理臨床研究会が発足し、年1回研究

発表・活動報告会を開催し
ている。
　2012年からは年6回、中
小企業診断士・臨床心理
士共同研究会も行ってきて
いるが、両者の融合が生み
出すさまざまな気づきや斬新
なアイディアはとても貴重な
ものとなっており、京都以外
の中小企業研修にも発展し
ている。

専門家が学び合う産業心理臨床家養成講座

地元中小企業対象セミナーを学内で実施 職場のメンタルヘルス・組織改善研修の案内チラシ

2015年9月、国連総会でSDGs（持続可能な開発目標）が採択されて以降、
政府、自治体、企業、非営利団体や大学などでは、

「家族やその子孫が安心して住むことができる世界をつくるために
どのような取り組みが必要か」が問われるようになった。
企業が世の中をよくするための製品・サービスを提供し続けようと思えば、
従業員が健康でいきいきと働き続けることが必要であり、
そのための人を大切にする経営が求められている。

京都文教大学 
臨床心理学部 臨床心理学科 教授
産業メンタルヘルス研究所長

中島　恵子

　朝起きてから今までのあなたの行動を考えてみよう。朝食
も、着るものも、本やノートも、通学の運賃も、授業も、みな
お金を払って手に入れたものだ。自分の身の回りのモノも
自分の行動も全てお金が介在している。お金がなければこ
の世の中、生きてはいけないといっていいくらいだ。それをど
うやって手に入れるのだろう？　労働によって？　では、労
働賃金はどうやって決められるのだろうか。どうしてお金持ち
と貧乏な人がいるのだろう。何も生産しないし、労働もしな
いで、投資とかデイトレとかなんとかで稼いている人は実際

何をしているのだろう。貸し借りにおいて利子という形でお
金は膨張したりするし、その利率は変動するのだけれども、ど
うしてどういう仕組みで動くのか。各国の貨幣の関係はどう
なっているのか。仮想通貨ってわけわからない。だいたい、
人々の間でも、国々の間でも、なんでこんなに怒りを覚える
ほどの格差があるんだ？　そもそも、お金ってなんだ？
　お金は道具や単なる媒介項ではなく、実体もない。にも
かかわらず私たちの世界は、お金が示す価値に支配されて
おり、お金に牛耳られている。貨幣を保証しているのは国家
だけれども、その国家ですらお金を国家権力に従属させるこ
とはできず、逆に振り回される有様だ。
　本書は、お金がなぜ登場し、どうして世界を牛耳るまでに
至ったかを、人類史という壮大なスケールをあっという間に
駆け巡りながら、タイトル通り実にわかりやすく説いている。
経済学者のバルファキスは、なぜこんな本を書いた（2013
年）のか。
　バルファキスといえば、2015年債務危機に喘ぐギリシャ
に誕生した急進左派連合政権の財務相として登場し、理

不尽で不毛な金融救済措置と緊縮政策を押し付けるユー
ロ圏の中枢すなわちドイツの金融当局に対し、敢然と立ち
向かい大幅な債務帳消しを求めたことで有名だ。革ジャン
を着こなし、オートバイを乗り回すハンサムなスキンヘッズと
しても知られている。ギリシャが陥った危機は、実は日本の
格差を生み出す仕組みと根本的には同じだ。そして現在、
怪物と化した資本主義経済は地球資源を食い荒らし、激し
い格差をうみ、その結果世界のあちこちで排外主義や極端
な国家主義が台頭している。地球環境の悪化と第二次大
戦前夜にも似た政治経済の混乱のツケを払わされるのは、
あなたがた若い世代だ。もしあなたがこんな世界に対して
怒っているとすれば、その怒りは正当なものである。
　持続可能な経済と公平な分配を本気で目指さないと、
人類そのものの存続さえ危うくなる。そのためには、資本主
義の本質を知らなければならない。本書は、若いあなたがた
が自立した考えを持ち、未来を生き続けられる扉を開くため
に書かれた。そう、あなたの怒りを表す足場を確保するため
に。

ヤニス・バルファキス著　
関美和訳
ダイヤモンド社

父が娘に語る
経済の話
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１６歳から
の

大学論
第20回 P r o f i l e

１９７３年石川県生まれ。２０１0 ～１４年に文部科学省研究振興局学術調査官も兼任。
２０１１～２０１４年総長学事補佐。専門は学問論、大学論、政策科学。南部陽一郎研究
奨励賞、日本金属学会論文賞他。著書に「研究を深める５つの問い」講談社など。

京都大学  学際融合教育研究推進センター 
准教授　宮野　公樹先生

　先日、京都大学で「アカデミックデイ2019」

という市民参加のイベントがありました。そこで、

「勉強思考、研究思考、学問思考」というタイト

ルでポスター展示をしたので、今回はそれを紹介

します。下の表をご覧ください。

　これを論文にしようなどとは思っておらず、論理

的、単語的熟慮なしにあえて直感で作ったもの

でいろいろアラがあることはご了承いただきたい

ですが、僕が思う感じは読み取っていただけるの

ではないかと思います。このポスター発表中、非

常にたくさんの方が質問に来られてびっくりしまし

た。以下、幾人かの印象深い質問を記載します。

ーー勉強、研究、学問の順番だが、これは小学校

から中学、高校、大学と移っていく順番を表して

いるのか？

　順番に意味はもたせていません。例えば、学問

精神は、幼児が強くもっているように思えます。幼

児はやりたくないことは絶対にしないし（ゆえに、

ある意味で本分に忠実とも言える）、質問もスト

レート。「この世は、誰が作ったの？」などといった

無垢な精神から放たれる言葉は、世間にまみれ

た大人を一瞬で貫きうろたえさせます。

　研究については、僕はどちらかというと職種と

いったイメージをあてています。加えて、今日、自

由研究や探究学習として中学や高校でなされて

いるのもこの研究の部類に入るように思います。

他方、研究ばかりで学問はほとんどしていない大

学人も正直多いように思います、本分は学問な

のに･･･

ーー先生は、大学での講義でこのようなことを話

しているのか。だとすれば、どんな感想をもらえた

ら嬉しいか？

　大学の講義は、特定の専門知識を一方的に

教えるものではない、というのが僕の考えです。そ

もそも学問とは既にある知識を記憶するものでも

なければ、教えるものでもない。したがって、大学

は「学ぶ」ところではなく「考える」ところということ

になりますから、考えさせられる講義こそ大学に

相応しいと思っています。単なる専門家の集まり

が大学ではないのです。

　こういう考えから僕は。講演や講義を終えた後、

「余計にわからなくなった」と言われるととても嬉

しいです。僕が感じるこの世の謎――それを真理

と言い換えてもいいのですが――、それをともに

味わうことができたと感じるからです。他方、「わか

らなかった」と言われるとちょっとショックです。誰

しもに共通する不変（普遍）、大常識について話

しているつもりで、この講義は誰がやってもそうな

る、宮野の意見ではないと言われるのを目指すわ

けですが、まれに宮野節などといわれることがあ

り、どうやらお褒めにあずかっているようなのです

が、僕としては残念な気持ちになります。（続く）

勉強思考、研究思考、学問思考。

勉 強 研 究 学 問

構 え どこかに答えがある クリアすべき目的がある 問いと化す（黙って生きる）

表現手法 テストで点をとる資格に合格する 論 文 生き様（よう）

行動原理 達成の追求 意味、意義の追求 普遍（大常識）の追求

必須事項 対 象 資 金 時間（しかない）

立 場 受 動 客 観 主観（しかないという覚悟）

営 み 覚える 究める 悟る（に近い）

専門分野 あり あり （つまるところ）無し

仕事観 ー 職 業 （いじでも）本分

教育方法 指 導 例えばカリキュラム （しいていうなら）徒弟的
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新たな学びの設計書を手に
特色入試生として大学にいる中で、
他の学生との違いなどは感じましたか？
唐澤　大学から特別な追跡を受けている
感じはありませんでした。他の学生と比
べて何か違いがあるわけではないし、カ
リキュラムも差はないです。先生方に顔
を覚えてもらえているなという印象はあり
ます。教育学部の特色は 5,6 人しかいない
ので「あなた特色生だよね」と先生に言
われると、ひどい点数取るわけにもいか
ないという気持ちになり、それはいい意
味でプレッシャーでした。
纐纈　私は特色入試の合格最低点だった
ので、周りの特色生がしっかりやってく
れるだろうと思ってあまりプレッシャーは
ありませんでした。特色で入れたことが
ラッキーって感じで、あとは自分の人生
だと思い、学業もさることながらサークル
活動に打ち込んでいました。私は参加で
きませんでしたが、最近、総合人間学部
の特色生が先生に集められて話をしたと
聞きました。
森　私も同じように他の人と比べて何も
変わったことはありませんでした。経済
学部は 25 人ほど特色生がいましたので特
別扱いということもありません。経済学
部ということもあって、経営系ゼミに入っ
て、周りの人が経営学をきっちり勉強す
る中で美術を軸に持った自分がいるのは
特色で入れたからかなと思いますね。変
なヒトがいると思って面白がってもらえた
ので、居づらさはなかったですね。
若林　自分の研究室の教授に「僕は特色
で入ったんですよ」と話をしたら「そう
なの？」と言われました（笑）。特色だか
ら先生方に見られているかもと思ってま

したが、先生たちでも知っている人と知
らない人がいるんでしょうね。
特色生であることで
何か困った点は？
纐纈　合格が決まるのが一般入試生より
も一月ほど早いので、受験勉強していた
時に比べて入学時は少し英語力が落ちた
かなと思う部分がありました。最後の最
後に根詰めて勉強することもありません
でしたから。周りの友達が頑張っていた
ので一緒に頑張れた部分もありますが、
モチベーションを保って勉強し続けるの
が少し難しかったですね。
若林　そうですね、大学始まるまで何を
モチベーションにしたらいいのかわから
なかった。合格決まってから勉強しなかっ
たな…（笑）。
土肥　早めに合格が決まったことで新
生活に向けてゆっくり準備できたのはよ
かったですね。
森　数学が得意ではなくて、特色入試で
は数学を解くことなく入学したので当初
は不安もありましたが、大学なので数学
があまり必要でない授業を選択できます
し、数学が必要になったとしてもできる
人に助けてもらえたので、特段困ったこ
とはありませんでした。
唐澤　一般入試を通っていないという多
少の後ろめたさはありました。私たちの
年から始まった特色入試だから、ついて
いけなかったら特色入試を自分が否定す
る例になってしまうので。やや強迫観念
的でもありましたけど、おかげでやる気
を維持できました。結果的には良かった
ですね。
みなさんは入試の際に4年間の学習計画を

記した「学びの設計書」(以下、設計書)を
大学に提出していますが、
そこで書いたこととの相違点や、
書いたことで学生生活への影響は
ありますか？
森　私は現代アートのマネジメントに取
り組みたくて、美術史などを扱う文学部
ではなく経済学部に入りました。そこか
ら自分のやりたいことがぶれることはあり
ませんでしたね。経済学部での学びはアー
トに特化していたわけではありませんが、
授業を通して経営学に興味を持てて自分
の幅が広がったと思います。アート関連
のスキルは、展覧会の企画運営にバイト
やインターンを通じて携わることで勉強
していました。春から就職することは決
めているのですが、自分がどういう形で
アートに携わるのかを少し悩んでいます。
キュレーター ( ※博物館や美術館で研究・
展示・保存・管理などを行う役の人 ) にな
りたいのですが、展覧会の企画運営に徹
するのか、その内容に対して責任を持つ
立場につくのか、というところでまだ決め
かねています。
若林　卒論で扱う内容もこの先の大学院
でやろうと思っていることも、設計書の通
り地方交通についての研究です。高校生
のときと違うことと言えば、もう少し現実
に即した考え方をできるようになったこと
でしょうか。地方都市には新しいことに
取り組むお金も体力もないことや、海外
と日本では公共交通に対しての感覚が違
うので、海外のシステムをそのまま日本
に取り込むのは難しいこと。実は工学部
でも都市交通を扱っている研究室がある
こと、そもそも地理学とはどういう学問で

工学部とは何が違うのかなどなど、多く
の視点から考えられるようになりました。
その上で自分のできること、やりたいこ
とは何か考えると、設計書に書いたこと
に現実味を加えたものになっていました。
知識や考え方が進歩しても自分の行き着
く先は同じだったんですね。
唐澤　私は教育格差に興味がある旨を設
計書に書いたのですが、今取り組んでい
る題材は受験に関する教育社会学で、当
時の問題意識をもっと自分自身に惹きつ
けた形になっています。私は小学校受験
を経験しているのですが、そういう人は
社会全体で見たらごく少数。そういう自
分が取り組むことで当事者性というリア
リティや、自分がやる意味が見いだされ
る気がしています。
　私は設計書のコピーを取って京都に
持ってきていて、学年の節目ごとに読み
返していました。どのゼミを選ぼうか、
何がしたかったのかと思い悩んだときに
設計書を読み返すと、高校生のときに考
えていたことを通じて、どういう軌跡でこ
こに来たのかが思い出されたんです。も
ちろん入学して変わったことはあります
けど、高校の段階で思考を整理しておい
たことは良かったと思います。やりたいこ
とがないと漏らす同期の人を見ると、考
えを自分の言葉にしておいてよかったな
と思いますね。研究テーマが見つからな
いなどということはありませんでした。
纐纈　先に自分のやりたいことを整理で
きていたのはよかったですね。周囲には
思っていた学びと現実が違うと思って転
学部（学科）した人もいるので、この学
部で自分は何ができるのかを、特色入試

2016年度入試から始まった京都大学特色入試。
その第1回合格者のみなさんに4年間を振り返り、
これまでの生活や入学時からの変化を語っていただきました。
(本紙121号、122号に入学時の対談、座談会を掲載)

京都大学特色入試
大学新入試元年を
来年度に控えて

第1回合格者による振り返り座談会

土肥　真瑳さん
文学部 4回生

開明高等学校出身

森　詠美さん
経済学部 4回生

三重県立川越高等学校出身
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大に行っていたとしても京都にいたらよ
かったと思う部分もあったと思いますし、
選んだ道以外のことについては、いい悪
いは言えないというのが本音です。京都
にいたことで、たまたまの縁ですが展覧
会の企画などに携わったりできましたし、
経済学部の同期は外資のコンサルや金融
機関に行く人が多いのですが、そういう
人たちと一緒に勉強できたのは面白かっ
たと思います。そういう意味では京都に
いてよかったと思いますね。
纐纈　私は自分が特色生であるというプ
レッシャーを感じることもなく、のびのび
過ごせたと思います。回生 ( 学年 ) が上が
るにつれて自分が特色生であることを忘
れていってしまうほどでした。学生生活
を振り返るとサークルに力を入れすぎて
しまったかなとも思いますが、授業を通じ
て都市環境に興味を持ち、就職もインフ
ラ系に進むことになりました。希望すれば
会社で国際事業部に所属できるので、設
計書に書いていた国際問題には、大学を
出てから携われたらと思っています。
土肥　後悔ではないのですが、もっとい
ろんな人やものに触れておけばよかった
と思います。学年が上がってサークル活
動も落ち着いてきたので、いろんな本を
ゆっくり読む時間ができたのですが、面
白いものがたくさんあるものだと今更な
がら実感しています。先生方の専門の話
を聞く中でも、それぞれにこんな面白さ
があったのかと気付かされたり、未だに
多くの面白いに出会っています。みなさ
んが大学に入ったら、専門とは一見関係
のない授業に出てみたり、隣に座った学
生に話しかけてみたり、ぜひ臆せず色々
な物事に触れてみてください。
若林　来春から大学院に進みますが、修
士課程を終えてからは就職しようと考え
ています。大学生になってからは、高校
のときに比べて確かに自由は増えたかも
しれませんが、実は本当の自由を見落と
してしまっているんじゃないかとふと思う
ことがありました。やらない自由を謳歌す
るより、やる自由を掲げることが今後の自
分に繋がるように感じます。4 年間で自分

を受ける段階で調べていたことは大きな
一歩でした。大学の授業を受けていく中
で興味を惹く別のテーマに出会い、私は
設計書とは違うテーマで卒論を書くこと
にしたのですが、それでもどうしてこの学
部に入ったんだろうと思うことはなかった
ですね。サークル活動の受験生サポート
を通じてたくさんの受験生と出会う中で、
設計書を書き自分のやりたいことを整理
するというのは重要だと感じています。
土肥　学びの設計書を書いておくという
のは自分の考えを整理するきっかけにも
なりますし、有言実行できる良さがあり
ますね。ただ僕は設計書と今やっている
ことが違っていても全然いいと思います。
多くの学部は一学科制で興味の振れ幅を
許容できる仕組みになっているんですか
ら、迷って考えて変えることは悪いこと
じゃない。
　僕は卒論を、学びの設計書に書いてい
たとおりに西欧の歴史で書くことにしまし
たが、学びの設計書に書いたことを守ら
なくてはとの思いが強すぎて、視野が少
し狭くなってしまったと思う部分もありま
す。もう少し幅広いジャンルに触れてお
けばよかったかな。自分が特色だという
のは自分で言わなければ周囲の学友には
知られないので、自分だけが気にしてい
るだけだとは思うんですけどね。
若林　専攻や進路など色々と悩むことが
あると思うのですが、その時に比較する
ための基軸として設計書が活躍してくれ
ました。設計書を書いていたことで大学
生活に余裕が生まれると思いますね。
後輩たちに特色入試を
薦められますか？
土肥　特色入試受けたいなと思うなら、
気負わず受けてみるといいと思います。
文学部の場合、特色だからって何も他の

の視野を広く保たなくてはいけないと感
じたことや、実際に地方自治に携わるに
は、自分の手足を動かして地域の実情を
知ることが必要だということを踏まえて、
今は研究職にこだわらずに進路を考えた
いと思います。
　そして、実は何かクリエイティブな仕
事をしたいなという野心があるんです。
新しい環境で何かをやっている人を見る
と羨ましいなとずっと思っていて、機が
熟せば自分のクリエイティビティをビジ
ネスで試してみたい。自分はポジティブ
思考なので、やろうと思ったらできる気
がするんです（笑）。うまく行けば周りの
人が褒めて、期待してくれて、それに応
えようと自分がさらに奮闘できる。そうい
うサイクルでここまでやって来たことが
そうした自信につながっているのかもし
れません。
唐澤　高校生の時に見えていた大学より
も実際の大学はよっぽど広かった。教育
学、さらにはその中の教育社会学を例に
とっても、こういう研究の分野があって、
そこにいる院生や先生方が想像を超える
熱量で取り組んでいることに驚かされま
した。高校時代には見えていない世界を
覗き見たような、そんな 4 年間でした。こ
んなに広い世界が広がっていることを知
ることができたのは意味があることだっ
たと思います。高校生の自分にはまだ見
えていない面白いこともいっぱいあるよと
言ってあげたいですね。これもきれい事
かもしれませんが（笑）。ほんの少しでも
知の蓄積を生み出そうとしている人がい
て、そういうものに触れることができたこ
とが、京大に入学してよかったことだと思
います。大学やここで活躍している人た
ちは魅力的で、いずれは大学院に戻りた
いとは思いつつ、大学の外の社会にも面
白いものがあって，それを知って好きにな
れたらいいなと思い、私は就職すること
にしました。今もまだまだ視野は狭いで
すが、昔に比べたら見える世界は広がり
ましたし、視野が広がる楽しさを 4 年間
を通じて知ることができましたから、これ
からも見える世界を広げていきたいです。

人とかわることはありませんから。自分の
将来を考えるいい機会ですし。1 回生のと
きは、負担もあることだし安易に薦めよう
と思わなかったかもしれないけど、今は
薦められますね。
唐澤　設計書など書類の準備に時間がか
かるかもしれないけど、リターンは大きい
です。できることならみんな書けばいい
のにと思うほどです（笑）。設計書を書い
ているときはきれい事ばかりだなと思っ
ていましたけど、きれい事だとしても本心
で興味のあること、勉強のことじゃなくて
もこういう大学生活がしたいということを
明確に認識しておけば、逆算して学生生
活を思い描くことができると思います。例
えば自分はたくさん留学したいから単位
の取りやすいところに入ろうとか。誰でも
自分が入れるところでいわゆるいい大学
に行こうと考えるのは当たり前のことだと
思いますが、合格することとは別の大学
選びの理由を考えて、自分の中で言葉に
しておくことは、入学した後、自分の指
針になると思います。
纐纈　一回受験のチャンスが増えると
思って受けてねっていうのは、入学当時
と変わりませんね。いろんな問題解くの
が好きだった身としては、特殊なタイプ
の問題を解けるのは楽しいし、一般入試
とは違う見方が得られるという点ではお
薦めできます。でも、今後、入試制度が
変わることも踏まえると、書類準備に負
担はあるので、一般入試で手いっぱいな
ら無理して受ける必要はないかなとも思
います。
あらためて4年間を振り返って、
これからの進路についてお聞かせください。
森　今も就職に関して悩んでいますが、
大学に入るときも京大かロンドンの美大 k
かで迷っていました。きっとロンドンの美

若林　良輔さん
文学部 4回生

駒場東邦高等学校出身

唐澤　和さん
教育学部 4回生

東京学芸大学附属高等学校出身

纐纈　佳凛さん
総合人間学部 4回生

滝高等学校出身
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全学部・全入試においてCEFR B2
※
以上の英語資格・検定試験の

スコアを有する合格者の中から30名を選考し、100万円を給付します。
※条件の詳細は、「中京大学 ネットキャンパス」をご確認ください。

返還不要

梅村学園100周年記念留学給付奨学金

詳細は「中京大学 ネットキャンパス」「2020年度入学試験要項」をご確認ください。

あなたの頑張りを全力でサポートしたいから、
中京大学は、受験生の皆さんを応援します。

※2年目以降の受給資格の継続については、毎年審査があります。

入試成績優秀者給付奨学金
A方式定員の3人に1人が給付対象

前期日程入試A方式【 3教科型】の合格者の中から成績優秀者を選考し、

入学金をはじめ授業料・教育充実費を235名に、最大 4年間給付します。
※

自身で将来を切り拓くあなたへ

返還不要

豊田キャンパス…
工学部・現代 社会学部
スポーツ科学部  

詳細はネットキャンパスへ

中京大学  ネットキャンパス

ht t p s : // n c . c h ukyo-u . a c . j p

名古屋キャンパス…
国際学部　　　　　　　・文学部・心理学部・法学部
経済学部・経営学部・総合政策学部・工学部

地 下 鉄
八  事  駅
直　　結
お問い合わせ先…入試センター 〒466 -8 6 6 6 愛知県名古屋市昭和区八事本町 101-2  TEL . 0 5 2 - 8 3 5 -717 0 ＜電話受付時間＞平日 9：0 0～1 7：0 0

（2020年4月設置）


