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対談

名 古 屋外 国語大学

外国語大学の未来に向けて

いこうとすると、共感力だけではだめです。逆に、相手に巻き込ま

亀山先生■昭和女子大学では、
グローバルビジネス学部を

で、
しっかりと相手を睨み返す力が欠かせません。

立ち上げられるなど、
大胆な改革を行い、
話題を呼んでいます。

坂東先生●その通りですね。
目標をしっかり持って、
そのための力

就職率もすばらしい高さを誇っていますね。坂東先生のもとで昭

を養うことが絶対必要となります。一方で女性が自立自立といっ

和女子大学は、
ますます輝きを帯び始めているような印象を受

て、
周りの人に共感する力がないと本人の人生が寂しいだけで

けます。学生に単に教養を与えるだけでなく、
しっかりと出口を作

なく、
社会に通用する人材になり得ないのではないかと思います。

って行く
ところが、
大学の評価自体につながっていくのだ、
というこ

日本人はディベート力が弱いからもっと議論する力が必要で
あると言われますが、
議論で勝つのではなくて、
議論の過程でお

坂東先生が、非常に明確な７つの人材育成目標を掲げて

互いに新しい発見をしたり、相手を納得させるとかというのが本

おられます。
「グローバルに生きる力」、
「外国語を使う力」、
「ＩＴ

来のディベートの目標でないかと思います。
段階として議論はしま

を使いこなす力」、
「コミュニケーションをとる力」、
「問題を発見

すが、勝った負けたではないということを学生にきちんと伝えてい

し目標を設定する力」、
「一歩踏み出して行動する力」、
そして最

きたいですね。

後が「自分を大切にする力」です。
じつによく考え抜かれた目標

就職に有利な語学系だからこそ
社会で通用する人材を育成する使命も

だな、
と思いました。最初にお聞きしたいのは、
まず、
この発想がど

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

Mariko
Bando

数をほこる男性社会のなかで、
女性がしっかりと自立して歩んで
れ、
マイナスに働く可能性がある。
それなりに手に職を付けたうえ

とを今さらながら実感しました。

Ikuo
Kameyama

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

グローバル人材育成

昭和女子大学が掲げる
学生のゴールを明確にした「7つの目標」

こから生まれたか、
ということです。

×

名古屋外国語大学長・前東京外国語大学 学長

亀 山 郁 夫 先生
かめやま いくお

1974年東京外国語大学大学院外国語学研究科修士課程修了。1982年
天理大学外国語学部助教授、1987年同志社大学法学部助教授、東京外
国語大学外国語学部教授を経て、2007年東京外国語大学長に。ロシア文
化やロシア文学を研究し、主な著書に
「破滅のマヤコフスキー」
「磔のロシア―
スターリンと芸術家たち」。翻訳書にドストエフスキー著「カラマーゾフの兄弟」
など多数。

昭和女子大学 学長

坂東先生●かつての昭和女子大学では学問に集中し、教養

亀山先生■ここ1、2年、受験界では、就職に有利だからという

を身に付けて魅力的な女性になることが大切だと言われており、

ので、
理系の受験が増えていると聞きます。
いわゆる理高文低の

良妻賢母教育が主流でした。社会に通用するとか、就職を見

傾向です。若者たちが理系にどんどん流れて行く現象を、坂東

据えた教育は二の次だという考え方がかなり強かったんです。

先生はどんな風にご覧になられますか。

坂東眞理子 先生

しかし、女性の社会進出が普通になった今、女子大学は教

坂東先生●私が学生だった産業成長の時代、
国立大学には

養を身に付けさせるだけではなく、社会に出たときに通用する人

工学部が増設、増員され、成績の良い人はみんな理系に行き

間を送り出すことも使命ではないかと思いました。
そこで、昭和女

ました。私はその人たちが日本の経済の発展を支えたと思います

ばんどう まりこ

子大学では社会人として通用する力を身に付けて欲しいと考

が、彼ら全員が理系の仕事に向いていて、適正に能力を発揮

え、7つの目標を設定いたしました。学生が社会に出てからすぐ

したわけではないと感じます。学部は理系で勉強したけど実は文

使えるように、分かりやすい言葉を意識してあります。例えば、
よく

系マインドを持っている人が、
違和感を持って組織の中で面白

目標として掲げられている
「クリティカルシンキング」
という言葉

い仕事をしていることもあるので、理系に行くのも悪くないかなとも

を、学生が読んでストンと納得できるように言い換えたのが「問

思いますね。特に。文系から理系に転換するのは困難ですが、

題を発見し目標を設定する力」
というようにです。

逆は可能です。

富山県生まれ。1969年東京大学卒業、
総理府入省。内閣広報室参事官、
統
計局消費統計課長、男女共同参画室長、埼玉県副知事、
ブリスベン総領事
などを経て、2001年 内閣府男女共同参画局長。2004年から昭和女子大
学大学院教授･女性文化研究所長。2007年から昭和女子大学学長。現在
に至る。
「米国きゃりあうーまん事情」
「 副知事日記」
「 女性の品格」
「 夢を実現
する7つの力」
「働くということ」
「働く女性が知っておくべきこと」
など著書多数。

2013年春から名古屋外国語大学は、東京外国語大学の元学長である亀山郁夫先生を新しい学長として
迎えることになりました。学長の交代は11年ぶり。亀山先生が以前勤めていた東京外国語大学は、2012年度
に外国語学部を廃止、
「 世界諸地域の言語と文化に通じ、優れたコミュニケーション能力と人間的な想像力を

クリティカルシンキングに偏らず
「共感力」を併せ持つことが大切

化学部」
と
「世界諸地域の歴史や社会の仕組みに通じ、
そこに内在する問題をグローバルな視野で解決できる

亀山先生■今、
クリティカルシンキングというお話が出ました

代の若い受験生にある理系志向は、逆に内向き志向というか

能力を備えるとともに、国際ビジネスの舞台で幅広く活躍できる人材」
を養成する
「国際社会学部」に改組し、
グ

が、
私自身も、
常々、
クリティカルシンキングって何だろうかと考え

安全志向の表れなんですね。
その点が非常に残念ですね。医

ローバル人材育成への取り組みに力を入れました。

るんですね。今の大学における知の在り方というのは、
クリティカ

学系の志向は、
やはり、
根本において、
生命とは何かというヒュー

本学でも、
「 多様化、高度化する国際社会を見据え、国際共通語である英語 を基盤に、職業分野に直結す

ルシンキングではもうだめなのではないかとさえ思うことがありま

マンな問題意識に支えられていなくてはならないはずです。

る能力を持った人材育成」
を目的にして、2013年4月から現代国際学部を２学科から３学科に改組。亀山新学

す。
むしろ、相手の意見や気持ちをしっかりと受け止める
「共感

坂東先生●理系が社会に必要だからというか、
就職に有利だ

長指揮のもと、新たなるステージへと向かっております。

力」が求められているのではないかと。共感する力が欠けている

からと選ばれているのが寂しいですね。私どもの大学は、先ほど

と、文学や芸術といった教養の根幹を果たすもっともリアルな部

お褒めいただいたように２年連続女子大学での就職率トップな

分に触れることがないまま終わってしまうような気がします。

自分がどんな人生を生き
んですけど、学生は1 年生のときから、

今回は、
「 夢を実現する7つの力」
を軸に大学を改革することで、
グローバルに活躍する女性を社会に輩出
し、高い就職率を誇っている昭和女子大学学長の坂東眞理子先生をお招きし、多様化する社会ニーズに対し
て外国語大学が如何に立ち向かうかを話し合っていただきました。

■DIC578
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■スミ

への関心は非常に高かったわけですが、彼らには、
自分たちが
日本を支えていくんだという気概があふれていました。
しかし、現

備えるとともに、国際社会の舞台で言語間・文化間の媒介者として活躍できる人材の養成」
を目指す「言語文

07
01

亀山先生■そうですね。1960年から70年代にかけて、医学系

とはいっても、共感力だけでもいけないわけですね。圧倒的な

たいか、
何をもって世の中に認められようと思っているのかというこ
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グローバル人材育成

名古屋外国語大学

外国語大学の未来に向けて
ールとしての英語の必要性が、
この数年、
非常に声高に叫ばれ

けられて道をきかれて答えられるくらいで十分という時代。
グロー

し語るためには、
語学がきちんと身に付いていないといけない。
どち

女性の人生では大きな比重となりますが、
それと社会生活をどう

ています。単に大学などの教育の場だけでなく、
ごく日常的で、
身

バルに活躍する人材を輩出することは目指していなかったんで

らの習得が先なんだと、
思うこともあります。
もちろん両方いっぺん

バランス取って過ごして行くかということを、
とことん教えます。
そし

近なところで、
英語が話せないとだめだという自覚が高まっていま

アメリカの大学に行か
すよ。
でも、
この10年はそれでは物足りず、

とりあ
にというのが理想なんですけどね。大学の4年間で考えると、

て、就職してある一定の社会経験を身に付けた上で家庭を持

す。韓国における英語教育のラディカルさが、
刺激になったと思

なくても劣らない中身のある教育を受けた人材が日本で求めら

えず始めの1・2年生はツールとして語学を身に付けることに集中

とうという風に思えるように仕向けるのです。
それが就職率トップと

います。
私自身、
グローバル化に追いついて行かなければならな

れるようになってきました。

するべきだと思います。
それから、
3・4年生で語るべき内容となる専

いう結果に反映されているのではないかと思います。

いというひたすらな想いで、東京外国語大学の学長として6 年

亀山先生■大学選びは、
就職も視野に入れる時代にあるなか、

間過ごしてきました。
ロシア語、
ロシア文学の専門家である私とし

社会で使える教養を身
今はそこでどんな力を身に付けられるか、

外国語学部は人文系でありながら手に職が付くので、
不況に強

ても、
きわめて苦しい戦いです。
でも、
ともかく、
最近の風潮を見て、

に付けられるかということが重要になっています。

ルを身に付けないといけないとは思いますが、
日本の中学・高校

いと言われていますよね。だからこそ、単に語学の習得に留まら

ようやくグローバル化が日本人の意識の奥にまで浸みてきたの

亀山先生■その通りですね。韓国・中国の進んだ英語教育にも

での英語教育は物足りなさすぎますよね。

ず、
社会学系の学びの要素も必要になってきたのだと感じます。

かな、
という思いを強くしています。

あるように、
単に海外に行ったときに多少とも日常会話ができれば

中国や韓国に比べて文法力や会話力が劣っているし、
ボキ

25年前はアメリカで生活することに意味があったんですけど、

門的なものを自分で考える。
その2段階が好ましいと思っています。
本当は大学が語るべきものを見つける方で、高校までにツー

私が、
東京外国語大学で学長をしていたとき、
グローバル化

よい、
というのではなく、
日本人の多くを底上げ的にグローバル言

ャブラリーに乏しいのが致命的。
だから大学ではそれらが足りな

せないと思います。女性の就職は男性と違って、世の中に出ると

に対応する教育カリキュラムの改革を断行したいと考えました。

語の習得に向けてリードしていく必要があると思います。外国語

その
い学生たちにしっかりと、1・2年のうちに語学を勉強させて、

き素手では戦えないんです。男性の場合は手に職がなくても職

グローバル化時代に向けて、
学生の意識を変えるには、
教員の

を勉強する動機の一つに、
「外国人と友達になりたいから」
と答

上で専門的な知識を習得してもらう。
日本の大学生って大変で

場が期待して鍛えてくれるので、大学時代に ぼーっ としている

意識から変えて行かなければいけないと感じました。
しかし、教

える学生が少なくありませんが、今では、英語さえできれば、
スカ

すね。

学生も、
就職後立派な社会人になれるんですよね。女性はそれ

員の一人一人は、
英語以外の地域言語や、
地域の文化研究

イプその他のWebサイト上で簡単にコミュニケーションできる時

が期待できないから、学校にいるうちにきちんと勉強して
「これが

に対して非常に高い誇りを持っている。
ですから、
「グローバル

代なんです。
ただ、面白いことに、
そういうサイトにアクセスしてくる

という能力を身に付け、
それを手がかりに職場での居場
できる! 」

スタンダード」である英語を中心としたカリキュラム編成をと、
い

外国人の英語は、結構、破天荒というか、型破りです。要すれ

所を確保しなくてはいけないんです。だから昭和女子大学で

きなり言っても受け入れ難い部分があるんですね。

ば、
通じればよいという、
強さですね。
ここは、
何としても学びたいと

は、女子学生が社会に出て活躍できる力を身に付けさせる教

坂東先生●私もそう感じました。教員と民間の経営者の意識の

ころです。

育をしています。

間にものすごいギャップがある。民間の企業経営の方たちは、

坂東先生●そうですね、
ブロークンイングリッシュが国際語にな

亀山先生■確かに、女子学生は在学中も非常によく勉強して

グローバル化はどんな企業でもやらないと生きて行けないと骨身

っているのが現実ですよね。

いくし、優秀な学生が多いですね。大学4年間を有効に使って

にしみていますよね。

そのく
亀山先生■私はそういう傾向も悪くないなと思うんですよ。

卒業していく
という印象があります。

亀山先生■ところで、
昭和女子大学はアメリカに分校を持って

らいの大らかさ、図々しさで英語を話す。英語コンプレックスを

坂東先生●私たちの世代で女性で社会的に活躍している方

いらっしゃいますが、
かなり前から語学の教育が進んでいたとい

感じることなく、
英語を発する強さ、
これが大切です。

は、
大学で語学をしっかり勉強し、
社会経験をしてから、
アメリカ

うことでしょうか。

グローバ
私自身、英語による会話はほとんど60の手習いで、

のビジネススクールとかロースクールに通って専門知識を身に

ル化時代にかなり乗り遅れた人間ですから、大したことは言えま

付けて、
社会に戻ってさらに活躍するというパターンが多いです

せんが、
彼らの勇気だけは見習いたいと思います。
あとは英語を

ね。
きちんとしたスキルを身に付けた上で、
どういう教育を自分が

使って何をしたいか、
ということです。例えば、
自分が日本という狭

受けて、
自分をどう育てて行くか、長期的な視点で考えた方が

い社会に留まっていられないので、海外に向けて何かを発信し

亀山先生■思うに、語学を身に付けて語るべき何かっていうの

成功しています。男性は自分で考えなくても、職場や社会が考え

たいとか。
目の前にいる日本人には評価してもらえなくても、外国

は、
答えとしては月並みなようですが、
やはり、
教養なんですね。教

てくれる。女性は機会が少ないんです。

人なら自分の能力を評価してくれるかもしれない、
とか、
そんな希

養というのは自分が生きていく上で、末永く喜びを経験するため

亀山先生■そうですね。女子学生は男子学生以上に厳しい試

望をもって国境を越えて世界とつながっていこうというのは、
それ

の知だと捉えています。単なる物知りとは異なり、
その人にとっての

練を歩まなくてはならない宿命を背負っています。
それによって養

だけでも、
とても大切な自己主張だと思います。

アイデンティティや語りたいこととどこかで深くつながっていてこそ、

われる強さというものが、今日本に求められている気がします。韓

坂東先生●そうなんですよね。例えば、
生け花ができる女性がい

本物の教養だと言えますね。
だから、
物事を何でも知っている必

国での女性大統領の誕生には、我々も励まされますね。女性に

るとします。
日本にいたら当たり前で誰も認めてくれないけれど、
別

要はなく、
むしろ、
ある特定の領域と、
ある種の理解の深さが求め

は、
女性特有の繊細さに支えられた強さ、
ねばり、
精神のダイナ

の国の人から見ると賞賛を得られるんです。
そういう風に、外の

られる。
しかもその深さの感覚は、
共感力からしか生まれない。他

ミズムがあって、
それこそが、
今の社会に必要とされているんでは

世界に出たら自分を評価してくれる人が一気に広がりますね。

者や他者が作ったものと一体化できないと、
ほんとうの意味での

今後求められる 本物の教養 を
学生にどう教えていくか

経験知は生まれない。
例えば、
読書にしても、
これは、
他者すなわ

坂東先生● 25 年前、先々代の理事長が「アメリカの社会や

企業が求めるグローバル人材を育成するために
大学の言語教育はどうあるべきか

文化を理解し、太平洋の架け橋となる女性を育てたい」
とスタ

亀山先生■さて、
言語の話になりますけど、
コミュニケーション・ツ
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名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

坂東先生●手に職という感覚は、男性より女性の就職に欠か

ないかと思うのですよ。

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

とを考えさせられるんです。家庭を持ったり、結婚するというのは

ち著者との出会いそのものです。
あるいは、小説であれば、登場
人物たちとの出会いの体験そのものであり、彼らの言葉や行動

ートさせた分校です。当時は、
「アメリカでの生活は経験させた
いけど、
危ない目にあわせないでください」
という親御さんが多か

坂東先生●先ほどからお話に挙がっているように、単に語学を

に共感し、
それを自分のものとして受け入れるところから始まります

った。語学と言っても、英会話ができる程度で、外国人に話しか

習得するだけでなく、
何か語るべきものをもたないといけない。
しか

よ。
そのような
「受け入れる力」は、
どのようにして養えばいいのか、

Apr. 2013 特別号
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対談

グローバル人材育成

名古屋外国語大学

外国語大学の未来に向けて
坂東先生●知識や教養というのは与えればこっちが空っぽに

坂東先生●私も、教養には自己完結する教養と社会や他者と

外形だけの、
たんなる浅い知識にとどまってしまう。
つまり、
古典が

ことを非常に直接的に教えてくれるんですよね。
みんなで音楽を

なるという訳ではなく、与えれば与えるほど自分も気がつくことがあ

つながる教養があるのではないかと考えています。
かつて日本の

単なる常識のアイテムでしかなくなってしまう。
それを、
私たちは、
一

聴く
とか、
みんなで講義を聞く
とか、教員と学生で場を共有して

り、
新しい見方ができて自分が豊かになるんですよね。

教養は自己完結的で、
自分の心の安らかさ、
自分が知的な生

方的に強要できるのか、
ということです。
ですから、
先生方は、
自分

いるという感覚がありますね。
そういうのが大学に広がると、
教養も

亀山先生■私もそう思います。私自身、学生の卒論で新しい視

活をするということを目指してきて、
そういう教養はある種うらやまし

の持っている教養という知の体系に甘んじることなく、
それが、
本当

学びやすくなると思います。

点を見付けて、
それを自分のテーマに発展させていったこともあ

い悠々自適な境地と言えるかもしれないですけど、
社会につなが

の意味での教養知に落とし込めるように、
世代を超えて徹底して

坂東先生●これぞアクティブラーニングですね。一方的に講義

ります。

る働きかけがあまりない。
これから求められる教養はアクティブ

語りあう必要がある。
そのうえで、
お互いが努力しあって新たな教

を聞くのではなく、
「先生はそうおっしゃいますけど、
私はこう思いま

坂東先生●そういう刺激が私たちを育てるんです。
自分が教え

で、
共感するもので、
自分だけでなく他の人も一緒に幸せにできる

養知の体系を作っていかなくてはならないと思うのですね。

す。」
と、先生とのやりとりができるような場所を作らなければいけ

ると真似されると出し惜しみする人もいるけれど、
それで教員も成

ようなものでないといけないと感じています。

坂東先生●私が教養の授業のときにいつも若い人に教えてい

ないと思っています。

長するのです。

ることがあります。今流行しているものは今選ばれるだけの魅力

亀山先生■大学の先生の多くは、大学は、学問を提供する立

があるのだけれど、世代ごとに流行りの文学とか文化があって、

場だからと言って、
それを口実に自分の殻に閉じこもる傾向があ

時代が変化しても選ばれたものだけが生き残っていく。
だから、

るんですよね。他者をまじえて自分の学問を語るのが不得意な

常に変わり続けることが
学生や社会に支持される大学の条件

時代によって選ばれた古典っていうのは本当に得なのよって教

先生が少なくありません。私の考えでは、
自分の専門知をいかに

亀山先生■時代とともに、
学生と先生の付き合い方の理想も変

えています。
せっかく今学んだことが通用しないというもったいない

わかりやすく言葉で伝えるかが大切で、
それには、
やはり教育者

化してきましたね。語学や教養のあるべき姿も変化してきました。

ことにならないように、今読んだものが何十年も先に残るような深

としての情熱が不可欠です。教育者の情熱というのは、
声そのも

語学の在り方の変化としては、私たちの時代の外国語学部

い教養を身に付けるべきですよ、
と。

ともかく、語り
のだと思うのです。大きな声でも、小さな声でもいい。

は、
「世界に飛び立つ人材は、
外国語学部からしか生まれない

かけるという情熱、
そういう情熱を持っている先生が一人でも二

くらい」の夢が抱ける場所でした。
しかし、今はグローバル化で

う。違う文化の人と会話をするときに、共通の基盤になるんです。

人でも多くいる大学が、本当の意味で良い大学と言えるのでは

世界が自分の至近距離にまで近づいてきて、
外国語学部という

もちろん、
知らないことを話すから面白いという好奇心的な面もあ

ないでしょうか。

名称でイメージできるものがどんどん痩せてきていると思います。

亀山先生■坂東先生がおっしゃったように、教養という知の体

りますが、
共通の話題があることで繋がりやすくなることもあります。

坂東先生●ハーバード大学では学期の間は教育者としての

私自身、
それを痛感し、
東京外国語大学の外国語学部を言語

系をどうやって若い人たちに継承していくかというときに、
ある種の

亀山先生■教養はグローバルな活躍の手助けにもなるというこ

仕事に比重を置いてください、
春休み、
夏休み、
冬休みのうちは

文化学部と国際社会学部の二学部に改組しました。
むろん、
老

知の体系として捉えられがちです。
例えば文学などはそうですね。

とですね。先ほどお話に挙がったライトノベルも、本を読む習慣

研究者の仕事をしてくださいと言われているそうです。大学の教

舗としての看板を守る、
「変えない」
という選択肢もありえました

人文学的な教養は古い時代からの知的な遺産で、
それを現

を身に付けさせるには、
必要かもしれません。本を読む習慣が身

員は教育者と研究者、
どちらの役割も果たしてほしいですね。

「変える」
という選
が、私は、114年の伝統をいったんは捨てて、

代でも継承しなさいというのは、上から目線だと思うんです。
アク

に付いていない若い人にいきなり古典を与えても受け入れられ

亀山先生■人文系は特にそうだと思います。
自分たちの研究を

択肢を選びました。
といっても、
この構想を実現するのに、
15年も

ティブな教養は、必ずしも過去からの知的な体験を指すわけで

私には、
じつは、
大きな
ないのはわかっていますからね。
でも、
そう、

学生に還元していく。
自分がしている研究を、
生きた言葉で伝え

かかりました。グローバル化の時代、大学は、動かなくなったら

はないんです。
教科書に載っている知的体験とは違うかもしれな

夢があるんですよ。名古屋外大の学生全員に、
ドストエフスキ

て行く
ことは、
次世代の教養が生まれるための不可欠な行為。
そ

「死」だと思うんです。東大の法学部でさえ定員が満たなくなる

いけど、
若い人が持っている知的体験、
つまり彼らが夢中になれ

ーの
『カラマーゾフの兄弟』
を読ませる夢です。私の翻訳で。
な

の努力を惜しんだら、教員として、
あなたは何をしているのです

時代ですから。動くこと、変えることは、
もう、
グローバル化時代の

るものも教養になり得るのではないかと思います。

ぜって、
もし、
『カラマーゾフの兄弟』が読み通せれば、一生、読

か、
と問いたくなります。

宿命なんだと思っています。

坂東先生●若い人が夢中になれるライトノベルとかポップミュ

書コンプレックスを抱かなくてすむようになりますからね。
あとは、
ど

坂東先生●そうですよね、
大学の価値も変化してますね。
大学ラ

ージックなどを教えるということですよね。

んな小説でも、
長さにおびえることなく本が読めるようになります。

ンキングも20年前と比べると大分変わりました。変えようと思えば、

亀山先生■そうです。
若い人たちの知の文化を、
上の世代の人

坂東先生●そう、
そしてライトノベルにとどまらずに次の段階のも

どこの大学でも変えられると感じています。

間、
たとえば先生方がしっかり受け止めてあげないと、
どんどん若

のを読ませるのが教育。
もっと面白いものがあるよと、背中を押し

亀山先生■グローバル化の時代、情報化の時代というのは、

い人と先生が乖離して行ってしまいます。若い人に、
シェイクスピ

てあげるのが教育ですね。若い人を見ていると、
「あれもこれも、
も

一寸先は闇の時代です。恐ろしい不確実性に満ちている。
た

アの面白さを分かれ、
といっても、
むずかしい。
私はたまたま中学生

っと面白いことがあるのに、
何で気づかないんだろう」
って、
もどか

だ、転落も早いかわりに、逆に上昇も、
あっという間に可能にな

時代に
『ハムレット』
を読んで、
ものすごく気に入って、
それから何

しくなることがあります。本当は「あの人があれ面白いって言って

る。
グローバル化時代というのは、
言ってみれば、
巨大な目をもつ

度も何度も暗記するく
らいになり、
役者になってハムレットを演じた

たよ」
とか、学生同士や学生と教員の間で気軽に共有できると

猫のような存在だと思っているんです。動いていることに、
目が行

いとまで思ったほどです。
高校時代には、
シェークスピアの原書を

いいですよね。

ですから、常に
く。動いていないところに、世間の目は向かない。

引っ張り出してきて、
三幕一場の例の有名なセリフ
「生きるか、
死

教員が知識を与えることを惜しまず
学生と場を共有するために必要な考え方

「変わる」。
そして「変える」
という心の用意をしておいたほうがい

また、
日本の古典だけでなく、
海外の文学もクラシック音楽もそ

ぬか、
それが問題だ」
のセリフを丸ごと暗記したく
らいです。
でも、
当
ハムレットに自己同一化したいという、
きわめて特殊な
時の私には、

い。
それは、教育カリキュラムだけの問題ではありません。名古
屋外国語大学は、
その点で、先見性に満ちた大学だと思って

事情があった。
その時、
その時代だからこそ、
『ハムレット』
の世界

亀山先生■ハーバード大学の例のサンデル教授の講義のよ

います。
これからも、
グローバル社会で活躍できる学生を一人で

に深く同化できた。
でも、
今は、
それは、
ほとんど不可能です。
ですか

うに、興味や学びを共有できるのが理想ですね。ハーバード大

も多く輩出できるよう努めていきたいと思います。
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名古屋学芸大学

教養って大事でしょという
学の講義がなぜ素晴らしいかというと、

名古屋学芸大学

ら、
これほどの名作でも、
内的な同一化の体験を伴わないので、

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

坂東先生はどうお考えでしょうか。
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名古 屋 外 国語 大 学

名古屋外国語大学 現代国際学部リニューアル!

グローバル化時代に必要な教育と改革
グローバル化時代を動物にたとえるなら、
巨大な目をもつ猫。私たち大学人も、
ビジネ

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

グローバル社会で
生き抜くための
キャリア教育を強化

2013年4月就任の新学長、新副学長、新学部長からメッセージ

多様化、高度化する国際社会を見据えて、現代国際学部は2013年4月より各学科を再編。
社会で求められる英語力や専門知識などを備えた グローバルエグゼクティブ の育成を目指します。

ス界の人々同様、
つねに時代のニーズを見きわめ、
将来を予測して行動しなければな
りません。動きつづけることは、
時代の宿命です。
中部地方で唯一の外国語大学である
本学の一層のプレゼンス向上には、教育内容の実質化と不断のカリキュラム改革が
不可欠です。
が学ぶのは、
むろん生きる糧を得るためですが、
では、
何のために生きるのか、
と問われた
なら、
次のように答えます。
生命が喜びであることを確認するために生きる、
と。
しかし、
人生
は、喜び一色に包まれているわけではなく、
むしろ一割の喜びのために九割の苦しみに

学長

亀山 郁夫 教授

現代英語学科

RENEWAL!

英語を世界英語として捉え、
そこに現代
社会で起きている事象を融合させた 現
代英語 を武器に、国際社会の最前線
で活躍できる高度職業人を育成します。

国際教養学科

NEW!

国際的な教養を生かし、航空・旅行・ホ
テルやマスコミ・ジャーナリズム、国際
機関、国際ボランティアなど。
グローバ
ルな舞台で活躍できる人材を育成。

国際ビジネス学科

RENEWAL!

高度な英語力を活かし、国際企業をは
じめとするさまざまなフィールドで活躍で
きる、次代のグローバルビジネスのフロ
ントライナーを育成。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

学生たちには、人は、何のために学ぶのか、
そのことの意味を伝えたいと思います。人

現代英語学科を2学科に再編

耐えているというのが現実です。
努力と忍耐の大切さを、
学生たちに伝えたいと思います。
私は、
長い間、
ドストエフスキーを中心とするロシア文学の研究に勤しんできましたが、
今後は、
それらの知識を学生たちの人間力の育成に役立てたいと思います。
グローバル
社会にあって、
世界の文学から国際社会の仕組みにいたる幅広い知識をもち、
他者と
の豊かな共感力を備えた心優しく逞しいグローバル職業人を育てること、
それが夢です。

国際教養学科

国際社会に対しての対応力や見識を持ち、多彩な分野で活躍できる人材を育成する
ために新設された「国際教養学科」。キャリア形成の科目で自身の将来設計と専門の
学びを融合させ、
それぞれが目指す職業で必要になる英語力を養成することで、将来へ
のビジョンの実現を図ります。考える力、生きる力、表現力、情報リテラシー、国際ガバナンス、英語の技能を学ぶことに加えて、
「日本研
究」
「アメリカ研究」
「ヨーロッパ研究」
「アジア・オセアニア研究」
「 中東・アフリカ研究」
で世界各国の言語や文化背景を学びます。

NEW!

実社会で戦うための英語力を養成!
「高度な語学力」、
「幅広い教養」
そして「豊かな専

大学は、
学生に社会的及び職業的に自立するために

門性」、
これらが学生のみなさんに本学で修得していた

必要な能力を身につけさせることを一つの重要な目的と

だきたい能力です。

しています。一方、
教師が犯すいちばんの間違いは、
教え

人は「ことば」を用いて考え、考えたことがらを整理し、

すぎること、
お膳立てしすぎることだという意見があります。

表現します。同時に他者が表現したことを十全に受け止

学生が自ら計画や準備をし、
自ら学ぶ、
それができるよう

め、討論し、
自分の考え方を新たに構築してゆきます。
「こ

に工夫し、精神環境を考えるのが教師の役目だという説

とば」の重要性はあらためて言うまでもないでしょう。

です。
自分のことをいつも誰かに「してもらう」のではなく、

そうした充分に鍛え抜かれ洗練された「ことば」が表現

「それは私の問題だから私がします」
という大人になること
を願うからです。
しかし、

しているもの、
それが
「教養」であり、
「専門

「大人」の属性として

性」です。
そしてそれを

重要なのは「自立」以

発する主体が「豊か

外にもありそうです。学

な個性」を体現するこ

生たちには、単位、研

とになると思います。学

修、
アルバイトなどだ

生のみなさんが個性

けではなく、時にはこう

ゆたかに輝く大 学で

いう問題も考えてもらい

あることを願い、尽 力

たいですね。

したいと思っています。

杉山 寛行 教授
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副 長
学

水光 雅則 教授

1
2
3

「聞く」
「読む」
「話す」
「書く」
という英語力向上に必要な4つのスキルを徹底的に習得し、
ビジネスでも使える高度なコミュニケーション能力を育てます。
学生3人につき外国人教員1人という、
PUT（パワーアップチュートリアル）で、外国語で考え、
外国語で語る力を実践的に養います。
専門分野を英語による講義で学ぶ「Academic Subjects in English」。
「ツーリズム」
「ジャーナリズム」
「グローカリズム」
といった具体的な分野を英語を通じて
理解できるように教育します。

新 学科長からの
メッセージ

国際教養学科発足にあたって
国際教養学科は2013年4月、名古屋外国語大学現代国際学部の三つ目の学科と
して発足します。新学科の基本理念として、私たちは「境界を超える」を掲げて
います。どんな場や状況に置かれても、自ら考え判断し、発信し行動できる人材
を育成したいという願いがこの理念には込められています。そのための教育方針
として4つの柱を立てました。①英語を主とする実践的な語学力を身につける、②
地域研究によって世界を知る、③リテラシー系・ガバナンス系・リクリエーション
系からなる専門科目群で、情報・世界の構造・人間を立体的に学ぶ、④キャリア
科目とゼミナール科目を通して「大学で学ぶこと」と「キャリア形成を考える」こ

外国語

学部長

奥田 隆男

ととを結びつける、以上の4つです。学生と教員の距離をできるだけ縮め、互いに
教授

顔が見える学科にしたい、それが私たちの強い想いです。
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Message

名古屋学芸大学役職教員からのメッセージ
管理栄養学部 学部長

人

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

名古屋学芸大学
10周年を振り返って

山中 克己

が生きるためには、食べなければなりません。この食べることを科
学的に考えることが出来る人材を育てるのが、管理栄養学部の役

目です。幸い、管理栄養士の国家試験合格率も高く、責任は果たしたと
思っています。さらに私達は、食料資源のこと、それを分かち合うことな
ど、人類が地球号という船に乗っているという世界的な考えに立つ必要

2002年、名古屋学芸大学が生まれました。

卒業生数（〜2011年度）

「人間教育と実学」という建学の精神に基づき、実社会で求められる、
心と身体のバランスの取れた国際感覚豊かな人材を育成。
皆様のおかげで10周年を迎えることができました。

1,179名

管理栄養学部／管理栄養学科

735名

メディア造形学部／映像メディア学科
デザイン学科

555名

ファッション造形学科

540名

Katsumi
Yamanaka

名古屋学芸大学

教員たちの想いをお届けします。

デービス校、オーストラリアのグリフィス大学で成功しています。
ここ10年、学生と教員が管理栄養学部号という一つの船に乗って、良
い航海をしていると思っています。

名古屋学芸大学

ヒューマンケア学部／子どもケア学科 子どもケア専攻 324名

があります。幸い学生の海外栄養研修は、米国のカリフォルニア大学

幼児保育専攻 337名
計3,670名

メディア造形学部 学部長

木村 一男

多

彩な名古屋学芸大学創立10周年事業も一段落し、11年目がスタート

しようとしています。

メディア造形学部では、昨年10月はじめに栄・ナディアパークの国際デザ

インセンター・ギャラリーで「10周年記念展メディア造形学部『10年の歩
み』」を開催し、映像メディア、デザイン、ファッション造形各学科の卒業
制作の秀作を選んで一同に展観しました。こうして1期〜7期までの作品をず
らりと並べると、あれこれの想いが浮かんで感無量でありました。
すでに多くの卒業生諸君は、社会やデザイン界の中堅として大活躍して

Kazuo
Kimura
名古屋学芸大学 学長

います。頼もしい限りです。これからの大活躍を期待したいと思います。
メディア造形の世界は日々変化をとげ、新しい領域へと発展しています。メ
ディア造形学部も、この10年目を一つの節目として、三つの学科ともども力を合
わせ、さらなる変革・成長を目指して気も新たに力強くその一歩を踏み出したい。

井形 昭弘

新

しい大学をつくるにあたり、どこにでもあるような
大学ではなくユニークな大学にしたいと思い「名

ヒューマンケア学部 学部長

古屋学芸大学」の創設に情熱を燃やしました。管理栄養

ヒ

士、養護教諭、保育士等の養成と芸術系の人材育成とを
調和した内外に誇れる大学ができたと思います。

年記念を共に祝うことにしました。「子どもケア学科」の１学科であります

の育成を目指しています。大学は社会に有能な人材を送

が、２専攻に分かれ、前者は養護教諭を、後者は保育士と幼稚園教諭を

り出し、貢献することが最大のミッションで、卒業生にも

主として養成しています。それに関連したあらゆる分野を学んでもらっ

大きく羽ばたいて欲しいと願っています。また、在学生は

Akihiro Igata
09
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10周年を迎え、本学が大きく前進することを決意いた
します。

ました。そして、その上に大学院子どもケア研究科が2011年に開設

学院も完成年度に達することでもあり、他の２学部と歩調をあわせて10周

は実学を身につけ、豊かな人間性に裏打ちされた専門家

を持つことを期待しています。

ューマンケア学部は他の２学部から３年遅れて2005年に開設され

されました。つまり、ヒューマンケア学部は創立７周年でありますが、大

今や社会が大学を評価する時代になりました。本学で

もちろん卒業生も卒業年度や学部、学科を越えた連帯感

末松 弘行

Hiroyuki
Suematsu

て、身体だけでなく心もトータルにケアできる、一味ちがう人材を育てて
きました。更に、来年からは「子ども心理コース」を創設して子どもに強い
心理のスペシャリストも養成しようとしています。これらの方面で、実際に
活躍できる人を育成するということで、益々の発展が期待されます。

Apr. 2013 特別号
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創立

10 周年記念事業

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

名古屋学芸大学

管理栄養学部

節目となる創立10周年を迎え、大学や各学部で記念事業を開催しました。
著名なゲストをお招きしてのシンポジウムから、学生参加型のイベントまで、
学部の特色を生かした催しの様子をリポートします。

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

健康・栄養研究所

講演とシンポジウム「今、共食を考える」
（土）に「ウィルあいち」で、小泉英明先生をお招きしての特別講演「脳は、 いっ
2013年2月23日
しょの行動 で育つ」とシンポジウム「共食で、あたたかい食育を」を開催しました。

「つくってあげたいごはん」コンテスト
「管理栄養士が子どもの食事の夢かなえます」コンテスト

11
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「つくってあげたいごはんコンテスト」と「管理栄養士が子ど

えよう！大学たんけん」のプレイベントには市内小中学生が参

もの食事の夢かなえますコンテスト」を開催しました。

加、栄養教諭を目指す学生による食育講義や体験的実習が

本事業のキーワードは「食育」。日進の小中学生が 食事 に

行われました。合同祭では応募全665作品を展示しました。

向き合い、興味・関心を深め、家族、食習慣、食文化について

在校生・卒業生から185作品が応募された「管理栄養士が子

考える機会にしたいと考えました。また、卒業生・在校生には

どもの食事の夢かなえますコンテスト」では、金賞以下27作

管理栄養士としてその能力を活かした献立作品を期待しま

品が選ばれ2012年11月24日
（土）表彰式を行いました。

した。

さらに、両コンテストの成果を「つくってあげたいごはん作品

「つくってあげたいごはんコンテスト」は応募665作品から、

集」として編纂、刊行しました。関係各位のご理解ご協力に

秀賞20作品、入賞43作品が選ばれました。「食べることを考

心より感謝申し上げます。
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名 古 屋 学 芸 大 学 リニュー ア ル !

「名古屋学芸大学創立10周年記念展

ヒューマンケア学部子どもケア学科子どもケア専攻に

―メディア造形学部「10年の歩み」―

名古屋外国語大学

名古屋外国語大学

メディア造形学部

子ども心理のスペシャリスト を育成する
「子ども心理コース」
を設置!

（水）〜11月4日
（日）、10周年の記念としてメディア造形学部の3領域、映像メディア学
2012年10月31日
科、デザイン学科、ファッション造形学科が育んできた10年の集積より秀作を、ナディアパークの「国

際デザインセンター・デザインギャラリー」にて選抜展示しました。

こ

れまで養護教諭の養成を中心とした教育を行ってきた「子どもケア専攻」は、
「養護教諭コース」と「子ども心理コース」の2コース設定にな
2013年4月より、

ります。新しく誕生する「子ども心理コース」では、幼児〜青少年の心理に特化した学
びを充実させ、子ども心理のスペシャリストの育成を目指します。心理学とは、人間がモ
ノや行動を認知する仕組みを知り、それにともなうこころの動きや発達について科学的

名古屋学芸大学

名古屋学芸大学

に研究する学問です。子ども心理コースの心理学では、認識がどのように発達していく
かという「知的」な側面、人とどうかかわりを築いていくかという「関係性」の側面を軸
に、子どものこころはどう発達していくかを理解していきます。さらに発達の遅れや偏り、
歪みについても学び、将来、さまざまなケースに対応できるカウンセリングマインドを養い

ヒューマンケア学部

遊びの交流会

（土）にメディア造形・管理栄養・ヒューマンケア
2013年3月2日

学部の合同卒業イベントとして、 夢を叶えることの嬉しさ や
夢を持つことの素晴らしさ を体感できるような交流会を行い
ました。

ます。認定心理士をはじめ幼稚園教諭・小学校教諭の資格を取得することも可能です。
長に伺いました!
ヒューマンケア学部 学部

子ども心理コース創設の意味・意義

学生への期待
ヒューマンケア学部子どもケア学科は主として養護教諭を養成する学科でありましたが、それを改組するこ
とになって、従来の「養護教諭コース」の他にどんなコースを創るかがテーマになりました。これまで、入学
試験の際、志望者の面接で皆さんが「心理を学びたい」と希望し、多くの学生が認定心理士の資格をとっ
ています。そのような態勢が整っているし、ストレス過多の現代社会の要請もあり、
「子ども心理コース」を
創設することになりました。現時点では「子ども」と冠しているので、子どもに強い心理のスペシャリストとし
て、例えば児童相談所などの子どもを守るカウンセラーとしての活躍が最も期待されます。小学校・幼稚園
教諭の免許も取れますので、今後望まれる心理に強い先生という道もあります。
今、
「心理職に国家資格を」という運動が強力に進められています。近い将来、国家認定「心理師」として、臨
床から教育、産業、民間など心理学の知識・スキルを活かし幅広い領域で活動していただきたいものです。

名古屋学芸大学創立10周年記念植樹

心 療 内 科 医・臨 床 心 理 士

末松 弘行

教授

に伺いました!
ヒューマンケア学部 教授

「子ども心理のスペシャリスト」として期待すること
創立10周年を迎えた名古屋学芸
大学で、2013年2月27日
（水）
に
理事長、学長、学部長など多く
の関係者によって記念植樹が執
り行われました。
植樹されたのは枝垂桜で、場所はレアール横にある芝生エリア
です。現在はご覧のようにまだまだ細い若木ですが、20年程で

心理学の多面的な知識と実践的な手法を身につけた、
子ども心理のスペシャリストに。
最近では小学校の1クラスに1〜2人は軽度発達障がい児がいると言われるほど、こころの問題を抱え
た子どもは増えています。そのため、心身の不調を訴え保健室に訪れる子どものケアを行う養護教諭
だけでなく、普段の生活のなかでも、心理面から子どもの成長を支えることができる小学校教諭の存
在が強く求められています。そこで本コースでは、発達心理学や教育心理学、家族心理学などの専門
科目を設置することで、多面的な子ども心理の知識や、子どもがどの発達段階にあるのかを評価する

大人がやっと抱えられるぐらいの大きな幹となり、枝振りも大き

心理アセスメントなどの手法も身につけた、子ども心理のスペシャリストとしての人材育成にも力を入

く広く成長するそうです。今後、名古屋学芸大学もこの枝垂桜同

れていきたいと考えています。卒業生には、教育現場はもちろん、心理の知識やコミュニケーションス

様に20周年、30周年へと発展していくことを願い、植樹式は無

キルを活かし、一般企業も含めた幅広いフィールドで活躍することを期待しています。

学校心理士・臨床発達心理士

戸田 須恵子

教授

事終了しました。
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学校法人 中西学園
名古屋外国語大学・大学院

〒 470-0197 日進市岩崎町竹ノ山 57 番地
TEL：0561-74-1111 FAX：0561-75-1723

NSC

http://www.nufs.ac.jp/

名古屋学芸大学・大学院

〒 470-0196 日進市岩崎町竹ノ山 57 番地
TEL：0561-75-7111 FAX：0561-73-8539

http://www.nuas.ac.jp/

名古屋学芸大学短期大学部

〒 470-0196 日進市岩崎町竹ノ山 57 番地
TEL：0561-75-7111 FAX：0561-73-8539

■発行所

http://www.nuas.ac.jp/

学校法人中西学園

〒 470-0197 日進市岩崎町竹ノ山 57 番地
TEL：0561-74-1111
http://www.nakanishi.ac.jp

■発行者

中西学園報編纂委員会

〒 460-0007 名古屋市中区新栄一丁目 9 番 6 号 http://www.nsc.ac.jp/
■名古屋ファッション専門学校
■名古屋栄養専門学校
TEL：052-241-7381
TEL：052-241-7392
FAX：052-242-2746
FAX：052-265-0502
■名古屋総合デザイン専門学校
■名古屋製菓専門学校
TEL：052-261-8944
TEL：052-265-0509
FAX：052-243-3976
FAX：052-265-0719

菱野幼稚園

〒 489-0886 瀬戸市萩山台七丁目 13 番 1 号
TEL：0561-83-3651 FAX：0571-83-1913
http://www.hishino.ed.jp

［編集後記］
そして、次の10 年に向けて、
「 大学
2012 年名古屋学芸大学が創立 10 周年を迎えました。

が大きく前進すること」
を井形学長、
３学部長が決意されました。
一方、3月23日に開催されました学園理事会では、亀山郁夫先生の名古屋外国語大学
長就任が承認されました。グローバル化や少子化などで大学間の競争が激しさを増す
中、第4 代学長としてかじ取り役を担っていただくことになります。
本号では、学芸大学の10 年を振り返るとともに、外国語大学新学長の亀山先生の紹介を
兼ねて昭和女子大学長の坂東先生との対談を企画しました。先生はこの中で
「名古屋外
国語大学は先見性に満ちた大学だ」
と述べておられます。亀山先生の期待とともに名古屋
外国語大学が新たなステージへのスタートラインに立った 2013年度が始まります。

