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社会情勢 

   国レベル：財政再建、経済産業のグローバル化、格差社会 など 

  地方では：経済振興、少子高齢化対策、地方創生 など 

序  いま、何故リベラルアーツか  ー  問題の背景 

 高専を取り巻く状況 

 ・平成26年度：文科省「実践的な職業教育を行う新たな高等教育機関の 

  制度化に関する有識者会議」 「職業大学」の創設の答申 

 ・平成27年度：「高等専門学校の充実に関する調査研究協力者会議」 

  高専の将来像に関する調査研究（法人化問題、教育制度問題等を含む） 

 ・少子化の進展、工学（教育）離れ、運営費交付金の継続的削減 

工学教育や高専の存在意義に係る問題 

産業や教育のあり方に係る問題 



（１）科学技術成熟社会と経済グローバル化時代の技術者に求められる資質と 

  能力は何か。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）工学（教育）離れ、日本の工学・技術者教育の危機とその克服の必要性 

（３）高等教育機関としての高専の教育及び教育制度の特徴と社会的使命 

  ー教育制度や教育課程に関する学術的研究と理論化が必要（工学教育の歴 

  史、高専教育の教育社会学的研究、教育制度の輸出問題など） 

（４）高専におけるリベラルアーツ教育ー 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 ＆ humanities 

  など)、日本社会に根差した liberal arts 教育の模索、技術と技能の違い、 

  「アクティブリベラルアーツ」の必要性 など 

（５）地方創生時代における高専の工学教育・技術者教育の役割及び社会が期 

  待するところー高専の存在意義と存続のための条件 

工学教育におけるリベラルアーツ教育の必要性 
           ー 問題提起の視点 ー   



１ 科学技術成熟社会・経済グローバル化時代における 
  工学教育・技術者教育は如何にあるべきか 
  

 

＊科学技術の水準が過度に高度化・飽和して技術革新（イノベーション） 

 の余地が小さくなった社会、資本主義的産業発展の推進力であるフロ 

 ンティア（未知・未開拓の世界）が狭くなった社会 

＊誰でもが同程度のレベルの技術をもつことができる（技術の普遍化） 

 技術の寿命が短い、競争の激化 

＊技術と技能（人間の資質や能力に依存する技術）の境界が不明確になり 

 機械文明が社会の主要な位置を占めるようになる 

＊市場経済システムの下では社会格差（科学技術力の差、ギリシャ問題等） 

 が生じる 

＊経済活動が国境を超える（経済産業のグローバル化、文明と文明の衝突） 

科学技術成熟社会とは 



・アナログカメラ → デジタルカメラ 

 ・誰でもが（良い）写真が撮れる 

 ・フィルム撮影、現像、焼き付けを生業とするカメラ店がなくなる    

・書籍 → ネット通販や電子書籍 

 ・ 出版社、取次店、書店などが減少 

 ・読書文化の衰退 

・液晶テレビ・パネル  

 ・世界的規模での競争 

 ・SHARPは技術力では超一流 → 外国企業の傘下へ 

 ・価格競争で敗北 → 製品に「視る」以外の付加価値が必要 

科学技術成熟社会の下では 

＊新しい技術が既存の産業を駆逐し新たな産業と市場をつくるー社会と文化 

 のドラスチックな変化が起こる 

＊｢優れた技術｣｢良いものをつくる｣だけでは売れないー何を作ればよいのか 

技術の閉塞感 



＊科学や技術が社会に及ぼす影響を洞察する力や新しい社会的価値を創り出 

 す能力：そのためには、人間と人間社会の理解及びその変化と変化過程な 

 どを洞察し理解する力が必要 ＝ソーシャルデザイン能力 

＊ソーシャルデザイン能力とは、深い洞察力、創造力（豊かな発想力）、想 

 像力、広い視野、社会性などの人間的資質の総体、ここではこれらの資質 

 を培うための学術、教養、実践的活動などを総称してリベラルアーツ 

 と（暫定的に）呼ぶことにする。 

＊大学の工学教育や高専の技術者教育の中でその力をどのように養うのか？ 

  2020年から大学入試が思考力重視の入試に変わる、グローバル化時代の 

 もと思考力や論理力を養う教育の重要性が認識されている 

グローバル化した科学技術成熟社会の技術者に求めら
れる資質・能力とは 

時代の要請として、いまリベラルアーツが求められている  



工学部・理工学部志願者数の推移（1990～2006(H17)） 

理工系離れというよりも工学離れ、技術離れ！ 

05年 00年 

国内での製造業の全産業に

占める割合が２０％をきる 

 

大学工学部への 
志願者の推移 

理系学部志願者推移（H16～H20） 

２ 工学教育・技術者教育の危機とその克服の必要性 

高校生の 
工学離れ 
について 



国立医・歯学系    ４４ 
国立文系       １５ 
国立法・経済系    １０ 
国立理・農学系     ４ 
国立工学系       ４ 
国公立薬学系      ３   

［79～
68］ 

国立医・歯学系    １３ 
国立文系       ２２ 
国立理・農学系    １３ 
国公立薬学系     １２ 
国立法・経済系    １１ 
国立工学系       ９   

［67～
64］ 

国立医・歯学系    ２０ 
国立文系       ２５ 
国立理・農学系    １１ 
国立法・経済系    １０ 
国立工学系       ８ 
国公立薬学系      ２   

［63～
60］ 

国立文系        ４３ 
国立保健・看護系       １５ 
国立理・農学系     １３ 
国立法・経済系      ６ 
国立工学系        ４ 
国公立薬学系       ２   

［59～
57］ 

国立文系         ３５ 
国立保健・看護系     ２６ 
国立法・経済系       ９ 
国立工学系         ７ 
国立理・農学系       ５  

［56～
55］ 

国立工学系       ２６ 

［54～
50］ 

国立工学系       １７ 

［49～
46］ 

大学入試偏差値 

・工学系学科の人気低下 

・大学生の学力低下 

・１年生で基礎科目の補習 

 授業（数学・物理等） 

・リベラルアーツと専門教育 

 の両者が不十分 

・モチベーションアップ、 

 友達づくり支援 

 （手取り 足取り） 

・習熟度別授業 

・就活の負担 

・本格的な専門教育は大学院で 

・就職先人気ランキング 

  金融、商社、鉄道・・・ 

 （有名メーカーでも製造業 

 は人気低落、公務員・法 

 曹関係も敬遠気味） 

学力面・教育面からの考察 

工学教育には人気がない（魅力がない）！ 



 

・理工系の学部は文科系より1.5倍から2倍

は学費がかかるし、大学に入ってからの
勉強も、実験や実習で大変。でも、卒業

して入社してみたら、 学生時代に横で遊

んでいた文系の学生と待遇が同じで、し
かも会社に入ってからの出世も、彼らの

方早いようだ、と気づく。ある大手メー

カーの取締役など、ほとんどが文系出身
ですから。 

  

・こうなったら、よほど理工系の勉強が
好きだという人しか、理工系の学部に入

学しようとは思わなくなってきますよね。

投資効果が悪すぎます。 
     

      （学習院大学 経済学部経営学科 
                   今野浩一郎教授）  
 

いわゆる「理工系離れ」について 

約80% 

20数% 

－自然科学や技術に対する日本社会の意識－ 

Web検索から 



高専教育の問題点と課題 

高専教育に対する産業界、中教審、OECD(経済協力開発機構)などの評価
は高いが、依然として問題点や課題が存在する 

＊産業界に対する高専卒業生の評価アンケートでは、リーダーシップ力、 

 プレゼンテーション力、マネージメント力、主体的行動力、語学力など 

 が弱いという指摘がある。これが卒業後の個人の成長や社会的処遇に影 

 響していないか。 

＊専門教育としての早期５年一貫教育の優位性が必ずしも明確に示されて 

 いないので、確かな社会的評価は得られていない（学歴主義に押されて 

 いる、複線化路線の国民的認知は得られていない）。 

＊高専創設後５０年が経っているが、教育内容、教育制度そのものが科学 

 技術成熟社会、経済産業グローバル化時代に対応できるものとなってい 

 るかの点検・見直しが行われていない。 

＊教育理念に関し、大学工学部、「職業大学」との区別の明確化が必要 



（１）教育内容や制度が科学技術成熟社会、経済産業グローバル化時代に 

       対応できるものとなっていない、 ｢技術は理工系、経営は文系｣は古い 

（２）工学者や技術者という職業が日本の若者に人気がない、魅力がない 

  結果として、工学分野での優秀な人材の確保が困難になりつつある 

   夢とは未知なるもの、未開拓の世界があるからこそ生まれる 

   工学教育の危機、技術創造立国の危機 

（３）“ものづくり”一辺倒ではなく、 “社会づくり・文化づくり”による自己 

  実現に夢と希望を見いだせる学校教育と職業観の確立が必要 

   創造力、想像力、広い視野、社会性などの資質と能力（教養）が重要 

（４）大学・高専は財政問題面からみても楽観視できる状態ではない。 

   
工学教育・技術者教育、技術創造立国の危機という観点から、

リベラルアーツ教育を含む高等教育全般の変革がいま必要 

日本の工学教育・技術者教育の問題点と課題 



３ 高専の教育及び教育制度の特徴と社会的使命 
  

 （１）そもそも高等教育とは何か、どのようなものでなければならないのか 

 （２）本来の工学教育とは“工学分野の学問や技術を教えること”なのか、そ 

   れとも“工学者や技術者を育てることなのか” 

 （３）高専教育は、工学教育・技術者教育の歴史の中でどのように位置づけ 

   られるのか 

   ・５０年前になぜ複線化教育課程が創始されたか  

   ・高専教育が果たしてきた役割は何か、なぜ比較的高い評価を受けてき 

    たのか、しかしその制度が必ずしも国民の意識レベルで深く定着しな 

    かった（していない）のはなぜか  

    

これまで高等教育機関としての高専の教育制度や教育課程全般
について本格的な学術的研究はなされてこなかった 
 



（４）１５歳からの早期一貫の専門教育の何が有利なのか、短所はないのか 

     日本型後期中等教育(受験勉強型学習)からの解放は何をもたらしたか 

（５）高専におけるリベラルアーツ教育とは何か、なぜ必要なのか 

   専門教育も含めて思考力や論理力を培える教育ができていたか 

   大学工学部の教育とどのような違いや特色があるか 

（６）諸外国の教育制度と比較してどのような特徴があるか、専門家育成 

   教育として類似の制度はあるか、優位性はあるのか 

   一例：グランゼコール(フランス)   マイスター制度(ドイツ) 

 

    

＊教育研究機関や企業技術者等を含む教育社会学的研究が必要 

 （５０年の歴史があるから十分なデータがある） 

＊高専の存在意義と存続、強い社会的認知の獲得のために重要 

 リベラルアーツ教育を含む高専教育（”者”を育てる教育） 
  の学術的研究が必要 
 



４ 高専におけるリベラルアーツ教育 
   ー内容と方法論の確立が求められているー 
   

＊一般教養科目については１～３年に授業が集中している。大学レベル 

 の教養科目については必ずしも十分とは言えない。 

＊授業を補完するものとして、これまで全人教育または人間性の涵養と 

 いう名の一種の教養教育を行ってきた。具体的には実験実習、創造工 

 学、課外活動、寮生活、ロボコン・プロコン・デザコン、工場見学や 

 工場実習、インターンシップなどを通してその実現を目指してきたが、 

 これらが本来の意味での教養教育ないしリベラルアーツ教育と言える 

 かどうかは検討を要する。 

＊科学技術成熟社会、経済産業グローバル化時代における「リベラルア 

 ーツ教育」とは何か、の研究が必要。 

高専の教養教育の現状 



（１）高等教育とは完成教育（専門教育に加え、社会人としての教養や広い見 
   識を培うための教育）であること  

 

（２）高専教育において特に重要な視点は、単なる博学と言う意味での教養主 
   義ではなく、実践性を重んじた教養でなければならない 
   
 
 

 

（３）求められているのは、ソーシャルデザイン能力＝創造力、想像力、広い 

  視野、社会性などの資質・能力を育てるためのリベラルアーツ教育 

   工学教育・技術者教育における創造力（豊かな発想力）、想像力、広い視野、社会性 

     とは一体何かの研究、及び高専教育の中での定義と教育方法論が必要 

   

 
  

   

 

・職業人としての真の教養とは、「自分が社会の中で何をなすべきかを知っている、ある 

 いは知ろうとしている状態」（社会学者 阿部謹也） 

・実務家と大学人：リベラルアーツの概念に大きな差がある、個人・分野でも差がある         

高専の教養教育を考える上で考慮すべき事柄 

 「日本の高等教育＝大学から素材を供給して企業や社会が育てるという考え方」の崩壊 

“アクティブリベラルアーツ”（造語） 



創造力について 
「創造力は、“世界が我々に影響を与えるもの”(ゲーテ)と出会うことに

よって育まれる。自然界の深遠さ、優れた人々、異質なもの、先人の偉大

な行為、優れた古典や芸術などから刺激と感動を受けることが教養を高め、

洞察力を磨く。これらとの出会いから得られる何かを真摯に受け止め(行

動)、気づいた疑問や問題に深い洞察を加え(発見)、その結果を謙虚に受け

入れる(受容)、この過程が新しいものを生み出す力となる」 

 読書は単なる情報収集行為ではない、「新しい世界との出会い」を 

 生み出す積極的な実践行為である ー読書活動の重要性 

想像力について 
 想像力とは、社会を構成する他の人間や未知未経験の世界とのシンクロ 

（同期すること）ができる能力である 

  マニュアル化やシステム化は想像力や創造力を育てない 



（４）西欧各国の教育理念や教育制度との比較・評価、日本社会 

   の特異性の理解などが必要 

注１：中世ヨーロッパのリベラルアーツは、文法・修辞学・論理学・算術・幾何学・天文学・音楽のいわゆるSeven Liberal Arts 

注２：哲学Philosophyや神学(宗教学)はこの分類の外にある(超越している)とする考え方もある。 

 Sciences 

Natural  
Sciences 

Formal  
Sciences 

Social 
Sciences 

Applied 
Sciences 

Medicine 

Physics 

Engineering 

Psychology 

etc. 

Mathematics 

Geometry 

Computer 

     Science 

etc. 

Economics 

Politics 

Sociology 

Management  
   Theories 

etc. 

神が創ったものを対象とする学術・学問 

Things God made 

Liberal Arts 

Arts (Humanities) 

Visual Arts Speculative 
Arts 

Painting 

Drawing 

Film 

etc. 

Philosophy 

Classics 

History 

Languages 

Law 

Literature 

etc. 

Performing 
Arts 

Music 

Theatre 

Dance 

etc. 

人間がつくったものを対象とする学術・学芸 

Things humans made 

ArtsとSciencesを始める 
ための基本的教養 

Engineering 
Arts 

Architecture 
Industrial 
    Products 
    Systems 

Machines 
Computer 
    Programs 

etc. 

通常日本ではこれらを
Sciencesとは考えない 

工学は応用自然科学
(science)であるが、 
技術はArts(humanities) 
 

理系という
勘違い? 

何のためにリベラルアーツ（教養を含む）が必要なのかについて、西欧と日本で意義づけが異なって 
いるのではないか （いわゆる「理系、文系」の区別は日本の大学受験体制に由来する） 



（５）技術は人間が作るものである以上  Arts (humanities) の一種である 

  したがって、その質や価値は人間の資質や能力に依存する。また、社 

  会的評価の対象となる（ソーシャルデザイン性が問われる）  

 

 

 

 技能と技術の違いと関係性の考察、適切なリベラルアーツ教育  
 西欧では、工学・技術は長い間 “学問” ではなかった 
    “ものづくり” や工学教育・技術者教育の方向性を考える上で重要 

工学教育・技術者教育におけるリベラルアーツ教育の位置づけ
が不明確、高専だからこそできる研究テーマ 

（６）日本社会や日本人の思考法に根差した liberal arts 教育の研究が必要 

   グローバル化とはすべてが西欧化を意味するものではない 
   「エンジニアリングデザイン」は欧米発ではなく日本発の概念 
   これまでのようなキャッチアップ型の思考では事態の打開は困難 

    
（７）エンジニアリングデザイン教育との違いと共通点、及び技能と技術の 

  違いを明確に リベラルアーツ教育との関係の究明が重要 



５ 地方創生時代における工学教育・技術者教育の役割 
   ー高専の存在意義の確立と存続のための条件 

（１）地方ではどのような人材が求められているかー必ずしも工業系だけで 

  はない、狭い専門性をもっているだけではダメ（専門性を活かせる職業 

  が少ない＝極端に言えば専門以外の職業にも就ける力が必要） 

   製造業であれば技術マネジメント・経営能力、管理能力なども必要 

（２）地方には高等教育機関が少ないので、地域人材輩出のためには社会人･ 

  職業人としての十分な教養（リベラルアーツ）を身に着けさせる必要が 

  ある  地方のまちづくり人材の輩出も高専の社会的使命 

（３）教育力全般の低下、工学教育の危機などを背景として、地域社会や産 

  業界は（勉強だけではない）しっかりした人間教育を望んでいる 

   この面における高専教育の存在意義を一層高めることが重要 

       リベラルアーツを含む教育の質を高めるとともに、社会と地域 
    への適切な広報活動を行い社会的評価を獲得することが重要 



＊我々を取り巻く問題や課題は、高専だけでなく日本の工学教育・技術者 

 教育全体のものという視点からその危機の克服に寄与することが必要、 

 また、そこから本質が見えてくる  

＊「高専リベラルアーツ研究会」を立ち上げ、リベラルアーツ教育を含む 

 高専教育全般の学術的研究を開始する 

     必然的に日本の工学教育･技術者教育の見直しに繋がる 

＊企業技術者や他の高等教育機関との連携及び公的資金による研究の遂行 

  研究の客観性の保証、高専教育･制度の全国規模の広報活動に通じる 

＊全高専の問題・課題として取り上げ、取り組むことが重要 

  今後の高専教育の充実・高度化や高専の将来ビジョン策定に際し、本 

  研究の成果が有効な理論的基礎となり得る  

高専教育を取り巻く種々の問題の克服への一歩   

まとめ 


