
米子工業高等専門学校 リベラルアーツセンター 設立式 

 

2016（平成 28）年 5月 21日（土） 

 

会場：米子工業高等専門学校図書館情報センター 

 

 

 

開会挨拶（13：00～13：15） 

 米子工業高等専門学校校長 氷室 昭三 

 

 基調講演（13：15～14：00） 

   米子工業高等専門学校名誉教授 齊藤 正美 

「いま、何故リベラルアーツか」 

 

トークセッション（14：00～14：55）「リベラルアーツとは何か」 

   米子工業高等専門学校名誉教授    齊藤 正美 

   石川工業高等専門学校建築学科教授  道地 慶子 

   米子工業高等専門学校教養教育科教授 川邊  博 

   コーディネータ：米子工業高等専門学校リベラルアーツセンター 

副センター長 加藤 博和 

 

  閉会挨拶（14：55～15：00） 

  米子工業高等専門学校リベラルアーツセンター長 熊谷 昌彦 

 

 

施設見学（15：00～15：30） 

   説明：米子工業高等専門学校建築学科准教授 高増 佳子 

 

  研究会（15：30～） 

 

 

  情報交換会（17：30～） 
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【開会挨拶】 

 

米子工業高等専門学校校長 氷室 昭三 

 

＜プロフィール＞ 

1980年 3月熊本大学大学院理学研究科修士課程修了、同年 4月持田製薬株式会社東京研

究所研究員採用（83年 3月まで）。博士（工学）。 

1983 年 4 月有明高専採用、2004 年 4 月同校教務主事（08 年 3 月まで、12 年 4 月から

16年 3月まで）、16年 4月米子高専校長。 

1999年 4月水環境技術研究会会長（2003年 3月まで）、2007年 1月上級教育士（工学・

技術）取得、同年 4 月大牟田市環境審議会会長（16 年 3 月まで）、同年 8 月日本高専学会

会長（11年 7月まで）、13年 8月日本混相流学会理事（15年 7月まで）、15年 4月ファイ

ンバブル学会連合副理事長（現在に至る）。 

受賞：2002年 11月国立高等専門学校協会・奨励賞、05年 8月日本混相流学会・技術賞、

09年 3月文部科学大臣賞、11年 8月平成 23年度全国高専教育フォーラム優秀発表賞。 

 

高専における教養教育の充実について 

 

高専の目的は「深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成する」で、

この中にある“学芸”であるが、それは“学術”と“技芸”の意である。高専

において実際上中心的に教授される内容に則して言えば、学術およびその応用

技術を意味しているということである。また、“職業に必要な能力”には、職業

に必要な各種の能力を含み、単に特定分野の職業に必要な専門的、技術的能力

のみならず、一般職業人として、また、社会人として必要な知的、道徳的能力

も含まれていると考えたい。 

このことに関し、昭和 46 年の中教審答申が参考になる。「高等専門学校は、

おおむね現行の高等専門学校に相当するものであるが、現行の工業、商船関係

以外にも、このように早くから専門教育を施すことが適当な職業教育の分野へ

の拡充が考慮されるべきである。また、今後、たとえば、大学入学試験の好ま

しくない影響から解放され、青年期における人間形成に重点をおくという目的

をもって義務教育修了者に 5 年程度の一貫教育を行うことも検討する必要があ

る。」と述べられ、高専は、このときから「専門職養成の目的」と「人格養成の

目的」をもつことになったようである。 

このような背景から高専では若年技術者教育の観点から丁寧な授業、生活指

導、課外活動の指導など、きめ細かい教育が行われてきた。ここに高専教育の

優位性を見ることができる。しかしながら、平成 23年 1月に出された中教審答
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申「今後の学校教育におけるキャリア教育・職業教育の在り方について」では、

「高専の入学者は、技術やものづくりへの関心が高く、比較的目的意識が明確

であるが、そのような中でも入学者の意識は多様化してきており、15 歳からの

5年一貫教育の中で勉学に対する動機付けを維持・向上させていくことには困難

が伴う。また、高専の卒業者は、企業からその専門的知識やコンピュータ活用

能力、誠実さなどが評価されている一方で、コミュニケーション能力について

は期待値に比べて評価が低い。」ことが指摘されている。 

一方、平成 21 年（社）日本経済団体連合会「競争力人材の育成と確保に向け

て」によると、企業が求める「人材像」の要素は、「自主性・積極性」「進取の

精神」「柔軟な発想と深い考察力」「コミュニケーション力」「国際的な視野と多

様性の受容」などである。また、学生時代に若者が身につけておくことが望ま

しい資質としては、外国語能力（特に英語力）を含む国際的な視野、物事を考

察する際の基礎となる思考力、それを支える深い教養、自主性・積極性を促す

多様な知識・経験などが挙げられる。これらを考慮すると、国際化対応能力を

含めた教養教育の充実は、これから社会に出る若者を教育する上で重要な柱と

すべきである。 
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【基調講演】 

 

「いま、何故リベラルアーツか」 

               米子工業高等専門学校名誉教授 齊藤 正美 

 

＜プロフィール＞ 

1968年鈴鹿高専卒業、70年山梨大学工学部機械工学科卒業、72年名古屋大学大学院工

学研究科機械工学専攻修士課程修了。工学博士（名古屋大学、1989年）。 

1972年東京芝浦電機株式会社入社。生産技術研究所に所属し、ウラン遠心分離機の研究

開発等に従事。「ウラン濃縮装置の開発」により社長賞（1978年）。 

1981年より鈴鹿高専機械工学科、電子制御工学科に所属し、教育研究等に従事。専門は、

塑性加工、バイオメカニクス（人間医工学）。国立高等専門学校機構理事長賞（2008年）。 

2010年 4月米子高専校長（16年 3月まで）。一般社団法人全国高等専門学校連合会デザ

コン専門部会長（14～16年）。16年 4月米子高専名誉教授。 

 

現在、我が国の政治、経済、教育等のあらゆる分野にわたって解決すべき大

きな問題や課題が横たわっている。国レベルでは財政再建、経済・産業のグロ

ーバル化への対応、高等教育改革等があり、地方では少子高齢化対策や地方創

生等が重要課題となっている。 

このような問題や課題の発生は、戦後我が国が歩んできた高度経済成長時代

の思考法や各種法制度・政策などの限界が顕在化してきていると考えることも

できる。中でも高等教育の問題に関しては、20 年以上も前から教育内容、教育

制度、財政問題、社会貢献等の面からの改革が求められており、平成 16年には

国立大学法人化、及び高等専門学校については独立行政法人化が進められた。 

このような社会情勢の中で、平成 20年 12月 24日付けの中央教育審議会「学

士課程教育の構築に向けて」では、とくに教養教育の重要性の観点から、「創造

力の涵養のためには、専門的な知識や技術はもちろん、リベラルアーツや幅広

い総合知識の修得が重要であり、そのような面にも配慮した教育カリキュラム

と教育環境の整備が重要である」という答申がなされた。このような答申の背

景には、戦後の我が国の社会、文化、価値観等の変化や国際的な経済産業の構

造と枠組みの変化などがその根底にあることが認識されている。 

 本基調講演では、まさに今日本の工学教育・技術者教育の根源的な変革が求

められているという観点から、その一翼を担う高専教育のあり方を問うととも

に、今後の 50年間に通用する教育体系を創り上げていくことを目標とし、また

今後の議論と研究の基盤とするために、以下の視点からの問題点と課題、及び

広く研究対象とすべき事柄を提起する。 
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（１）科学技術成熟化社会と経済産業グローバル化時代における技術者や工学

者に求められる資質と能力は何か、またそのような人材を育成するための

教育は如何にあるべきか 

（２）若者の理工系離れと日本の工学教育・技術者教育の危機及びその克服の

必要性 

（３）高等教育機関としての高専における教育および教育制度の特徴と社会的

使命－教育制度と教育課程に関する学術的研究の必要性（教育学や教育社

会学者の参加が必要） 

（４）地方創生時代における高専の工学教育・技術者教育（職業人・産業人と

しての人材育成教育を含む）の役割、社会がそれに期待するところは何か

の究明 

（５）高専におけるリベラルアーツ教育 － 内容と方法論の確立の必要性と重

要性、西欧の大学の教育制度と諸概念（liberal arts, sciences, arts and 

humanitiesなど）、日本社会に根差した liberal artsや arts and humanities

教育の模索、技術と技能の違いの究明 など 
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【トークセッション】 

 

「リベラルアーツとは －イギリス教育の仕組みからみえるもの－」 

石川工業高等専門学校建築学科教授 道地 慶子 

 

＜プロフィール＞ 

The University of Manchester  

M.A. (Master of Arts) in Urban Design and Regeneration 

1級建築士。株式会社住環境学研究所を経て、2009年から石川高専勤務。 

福岡市都市景観賞 特別賞、日本都市計画家協会 最優秀賞 日本まちづくり大賞等。 

建築だけでなく環境とともに快適に暮らせる仕組みづくりの研究を行っている。 

 

 リベラルアーツとは、西洋世界の学術・学問の基礎で、生きるための力や自

らを開放するための知識を身につける古代ギリシアで生まれた概念である。リ

ベラルアーツ教育は基礎的な教養を形づくり、人としての根幹部分をつくる学

びで、リベラルアーツ教育を通して異なるものへの理解を持ち、自身のアイデ

ンティティを確立していくグローバルな人材を育成する基礎となるものである。 

イギリスでは義務教育は 11年間で、初等教育（5歳～11歳）と中等教育（12

歳～16歳）に分かれる。15歳～16歳の 2年間は、GCSE（General Certificate 

of Secondary Education）課程といわれ、修了時に GCSE全国統一試験をうけ

修了認定としての評価を受ける。義務教育終了後の生徒の進路は、就職、職業

資格取得、高等教育進学に大別できる。職業資格は主に継続教育カレッジでそ

の教育訓練が行われる。高等教育に進学するものは、さらにシックスフォーム

と呼ばれる課程で 2年間の高等教育を受け、いわゆる大学入試にあたる GCE-A

レベル（General Certificate of Education, Advanced Level）により A～Eのグ

レードで評価され、その評価に見合った大学へ入学する。この 2 年間が、日本

でいう大学入学後の一般教育課程に相当すると考えられ、イギリスでは大学入

学前に基礎的な教養課程を習得しているといえるだろう。 

 この仕組みの違いから、一般的に、日本からのようなイギリスのカリキュラ

ム以外で学習してきた留学生がイギリスに大学進学を望む場合、必ずファンデ

ーションコースを受講し大学の学部専攻課程に進む。カリキュラムの違いから

生まれるギャップを埋め、学生の英語力を伸ばし、イギリスの生活や文化に慣

れる時間を設けることで、イギリス大学入学に備えるためである。また、イギ

リスの学校の教育は知識教育ではなく、得た知識でものを考える訓練を重んじ、

さまざまな答を導き出し正解に至るプロセスを通して個人の能力を養う教育を

おこなうため、試験方法も記述式で授業も発言することが求められる双方向の
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形式であることも大きな違いであるからである。 

大学の学部においての専攻の編成も日本とは違い、‘Ａ アート’（アンドヒ

ューマニティーズ）と‘Ｓ サイエンス’の 2 学部に大別される。リベラルア

ーツが‘Ａ’と‘Ｓ’の「入り口」と考えられており、これらの科目を履修し

た後にメジャー（専攻）を決める仕組みになっている。 

イギリスの大学院においては、専攻を横断して学生が学ぶ環境‘T字型’に留

まらず、‘Πパイ型（ダブルメジャー）’や‘△トライアングル（トリプルメジ

ャー）型’教育が確立されている。実際、さまざまな学部専攻から大学院に進

学し共に学び、いくつもの学位を横断的に取得している学生が少なくない。ま

た、現役や社会人と年齢層も幅広く、フルタイム、パートタイムそしてデイス

タンスと学び方もさまざまである。 

「創造」のためには、異分野との融合による相乗効果や分野横断的な発想が

必要不可欠で複数の専門分野に精通し、かつ全体の調整もできることが必要で

ある。多様性が増している社会に対する理解の幅と深さの両面が求められてい

る現代、一般教養教育の基礎により「幅広い知識」を備えた「高い専門性」を

もつグローバル人材の育成が実現できる整備が日本の教育環境においても必要

ではないだろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

【トークセッション】 

 

「高専の目指す教養」 

米子工業高等専門学校教養教育科教授 川邊 博 

 

＜プロフィール＞ 

1994年金沢大学大学院自然科学研究科修了、同年米子高専着任。 

専門分野は、素粒子論。博士（理学）。 

現在、教務主事補、リベラルアーツセンター員。物理・応用物理（本科）、現代物理（専

攻科）を担当。 

 

高専教育を取り巻く環境の中で、教養教育の重要性がにわかに取り上げられ

ている。高校や大学等他の学校に対する、高専の特色をいよいよ外見からは見

えにくい内面の部分に求めるようになった。高専の教養科目が、大学の教養科

目に比べてより基本的であるために、最低限その立場が保たれていたのは事実

であり、これまで批判的な観点で改善を求められることもなかった。高専教養

教育は高校の教科や大学の教養科目とは似て非なるもので、課されるものでは

なく、また決してそれ自身で独立した純粋な教養であってはならない。そのあ

り方を再確立するこの機会を逃すと、教養教育は最大限果たせる役割と期待を

永遠に放棄することになり、これを生かせない高専にとっても計り知れない損

失となることを覚悟しなければならない。そして、この改革が外部から課され

るものでなく、高専内部から自発的になされるものであることが大きな意味を

もつのである。 

 教科書や学ぶ内容の共通部分が多いとはいえ、事実上大学入試のみを目的と

する高校教育と、学びの継続を上位の教育機関に委ねない高専の教養教育のあ

り方が同じであるのは有効性の観点から問題である。高専教育において、教養

科目は課程としての人間教育の最終機会であるため、それを学ぶことが学ぶ者

の思考様式、人格、社会や技術への関わり方に確実に影響を及ぼすという確信

をもって教える必要がある。高専入試の経験のためか学生は、放置すれば大学

入試型の勉強をしてしまう。高専教員は教育者・研究者として自らの「学び方」

の経験を生かし、「いかに学ぶか」という自発的発展システムをそれぞれの科目

を通じて学生に伝える使命をもつ。一方では、我々が学生の立場で経験した大

学教養に課題を見出すならば、それを高専に持ち込んでもいけない。 

 学ぶ過程を 2つに大別すると、「記憶する、真似る」という近距離的な蓄積す

る進歩の方向と、「類推する、活用する」というやや遠距離的で飛躍する理解の

方向があり、いかなる教育もこれら 2 つの座標軸がなす 2 次元面内の方向で特
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徴づけられると考えてみよう。その中で、多くの成功した高専生が共通して示

すであろう、創造性を発揮させる方向こそが、2つのバランスのとれた目指すべ

き方向である。伸びる学生は、教え方によらず、適度なバランスの方向を手探

りで進むのであろうが、教える側がその方向に適った教育を実践することによ

り、多くの学生を伸ばす効率的な望ましいあり方を実現するに相違ない。そし

て、「学ぶ」方向性に関する共通認識をもつことこそが、高専カリキュラム検討

の出発点であると思われる。 


