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第１１回経営協議会議事要録 

 

日  時   平成１８年９月２１日（木）１３：００～１５：３０ 

場  所   国際交流会館 第１・第２会議室 

出 席 者   潮田資勝（議長），牧島亮男，小野寛晰，濱崎 豊，三宅幹夫， 

牛島和夫，北澤宏一，平澤 泠，山田圭藏の各委員 

欠 席 者   黒田壽二，谷本正憲，藤嶋 昭の各委員 

オブザーバー 賀来景英，茅 幸二の各監事 

       小島幸治特別学長補佐 

       本多卓也，近藤修司，三谷忠興，松澤照男の各学長補佐 

 

議  事 

＜審議事項＞ 

 １．第１０回経営協議会議事要録について 

議長から，平成１８年６月２２日（木）開催の第１０回経営協議会の議事要録（案）

について，委員等には事前に送付し確認頂いたところであるが，その際に委員から

修正意見があり，それを加えたものを本日提案している旨，資料１に基づき説明が

あり，審議の結果，原案のとおり承認された。 

 

 

２．学校教育法の改正に伴う対応について 

議長から，平成１９年４月施行の学校教育法及び大学院設置基準の改正に対する

本学の対応方針（案）について，資料２に基づき提案及び概要説明があり，審議の

結果，助教の教育への参画のあり方については見直すこととなり，その他の対応方

針については原案のとおり承認された。 

（主な意見等は以下のとおり ○：委員等の発言，□：議長及び法人側の発言） 

○ 助教は独立した研究室を持たず，基幹講義も担当させない方針のようである

が，今回の改正において助教の職を設けた精神を実現しているのか。 

□ 教育ができるという意味で，これまでの助手とは違う。 

□ 学校教育法の改正では助教は講義を担当することも，研究指導を行うことも

制度的には可能となっている。各大学で従来のやり方なり大学の実態に即して，

助教に講義を全部担当させるのか，部分的に担当させるのか，研究指導も行わ

せるのか，それとも自分の研究だけを行わせるのかという具体的な当てはめの

部分をどうするか決める必要があり，このように提案している。法律上は，助

教は教授とかなり近しく全般的に行うことができるようになっているが，多く

の大学ではこれまでの助手が本学と違って，かなり様々な実態を有している。
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改正後の学校教育法で与えられる助教の権限をできる限り認める方向で整備す

る大学は，非常に少ないように把握している。そのような状況の中で，本学は

以前から非常に優秀な助手を集めて，研究についてはかなり独立して行ってい

るが，講義なり研究指導なり，責任を持った形でどこまで参画させるかが今回

審議していただきたいポイントである。 

○ 今回の案は，基幹講義は引き続き教授，准教授が担当することとしており，

助教の教育関与を制限する意向が強いように感じる。良い教員，特に助教を採

用するためには，彼らにとって非常に魅力的な体制，環境にしなければならな

い。その一つのチャンスとなるはずだが，果たしてそれに十分応えている内容

なのか。 

□ それは助教の人によっても異なる。教育ができることがよいのか，負担だと

思うかである。彼らは，研究成果は論文をどれだけ書いたか，どんな論文を書

いたのかで評価を得ようとすることが強い。つまり今の助手は研究で評価を得

ようとし，教育はある意味で負担と見ている傾向がある。もちろん，理想とし

ているところとは異なるが，実態としてはそういう傾向はある。 

 

○ 副テーマは良い制度であるが，学生は保守的であり，いかにそれを積極的に

やるようにするかが必要であるが，それを教員の側が拒否しているように感じ

る。 

□ 教員でも，学生が違う研究テーマについて研究を行っていることに芳しく思

ってない人もいる。また，学生は，自分のテーマをもらって早く修了して就職

したいのに，違う研究テーマもやることは負担であると思っている人が多くい

る。しかし本学の本来の創設の際の考えは，幅の広い見識を持った人間を社会

に出すことを強調しており，それは本学の理念の大原則の一部である。 

○ それならば是非積極的に行っていただきたい。こういうシステムを積極的に

採り入れ，柔軟な頭の人に分野の融合をしてもらいたい。もっとそういう要素

を入れるべきだと思う。助教の教育関与を制限する意向が強いように感じるの

も，どちらかというと何か積極性が見えないからである。 

□ 学生数は増えないが，助教の教育関与によって教育できるスタッフの分母は

増える。だから教授や准教授たちは楽をするつもりでいないで欲しいというこ

とがポイントである。しかし今度は助教に十分な経験を積ませ，学生との交流

を増やせるという意味で副テーマの指導教員になってもらう。実際にはそれに

近いことをやっており，例えば学生が実験室に来たときに，助手が器具の使用

について教えたりする。しかしそれは，法律に書いてある助手の職務ではなか

った。 

□ 本学では「魅力ある大学院教育イニシアティブ」に採択されており，その中



 3 

で学外副テーマ研究制度がある。これは博士後期課程がメインであるが，海外

及び共同研究に参画している大学や企業において，この制度を利用して学生が

副テーマ研究を行っている。そういう色々な取組みを行う際に助教にも積極的

に教育支援してもらう。 

  助教の授業の担当については，助教も色々な価値観を持っており，将来のス

テップアップがあるので研究に専念したいという希望が多く，そこに強制して

授業を行わせるのはおかしいのではないか。その意味では助教自身から手を挙

げてもらい，教授，准教授の方も担当してもらいたい科目についてはそこを認

めて擦り合わせていくのがよいと思う。 

  助教も将来どうするかで，着任後間もない人と，次のステップを考えている

レベルの人とでは大分違う。現場としてはその辺を少し考える必要があるので

はないか。この定義からして，将来的には助教もアメリカ的に教授，准教授と

同じように研究室を構えて独立した形になるイメージがあり，今はその過渡期

である。今ここでどの程度変えるかの擦り合わせが重要だと現場では思ってい

る。 

○ これは，実態に合わせるか，それとも助教の権利を拡大するかどうかという

問題だと思う。助手から助教への移行は，権利の拡大の方にねらいがあると思

う。ところが方針では，そんなに授業をさせてはかわいそうだからという温情

で授業はさせないと決めている。授業をしても構わないが，してもらわないで

やっていきましょうという考えなのか。それとも，する権利はないと規定した

のか。そういう観点からすると，これはさせないという方針であり，権利を拡

大しなかったと読み取れる。 

□ 授業をするのが権利だと思う人と，義務だと思う人と両方ある。国としては

権限として考えている。 

○ だから，その実態に合わせて各大学で行っていけばよいと思う。助教の権利

をどうするかというときに，授業をやる権利は認めず，その代わりに副テーマ

を指導させるというふうに聞こえる。それからもう１つの問題は，助教の研究

室には学生を配属させられない。これでは権利は全く拡大しておらず，助手を

助教と読み替えただけと読み取れる。権利を拡大するのか，それとも実情に権

利を合わせるのかという問題である。 

□ 権利は拡大するけれども，安易には使わせないというのが実態を踏まえた考

え方としてある。 

○ 助教が授業の一部を担当すると，シラバスにその助教の名前は載るのか。 

□ 載ることになる。 

□ 講義の担当者として助教の名前がシラバスに載ると，助教は教育経験をきち

んと積んだことになる。それはある意味で権利の拡大にもなり，経験の拡大に
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もなる。自分の経歴として宣伝するときに，きちんと認定されることになる。 

○ 副テーマの担当に関しても，助教が担当すると名前が出るのか。 

□ 出ることになる。 

□ 主テーマの場合，今の方針では教授，准教授は独立して担当しているが，助

教は教授あるいは准教授とペアになって担当するシステムになっている。助教

が直接学生の主テーマを担当することはない。将来的には多分その方向に行く

と思うが，今の時点ですぐにそうなると現場としては難しい。 

□ アメリカとは違い，日本では助教に独立した実験室なり研究室を持たせるだ

けのスペースがない。だから現実的には国で助教の権利を拡大しても，それを

行使するための設備がない。そこが問題かもしれない。 

 

○ 大学の商品とは何かということを突き詰めてみると，教員が商品であり，教

員の質が品質である。ではその質は何かというと，教育と研究の二つである。

そうすると助教はやはり教授を目指して研鑚するのであろうから，その二本立

てを助教のときから十分に教え込むことが必要ではないか。教育に対しては好

き嫌いがあるが，寸暇を惜しんでチャレンジするシステムを作る。それが准教

授，教授につながっていくのではないか。副テーマなどを担当させるかどうか

は教授が判断すればよい。原則として教育を行うとする方がはっきりとして分

かりやすい。ここで「部分的な講義を行うこと」とか，「副テーマの指導教員と

なること」と書いてあるので，とても狭隘に思える。実態として部分的に講義

を担当させるかどうかの裁量権は教授が持てばよい。 

□ 講義は全部で 15 回行わなければならず，その後に単位が認定される。部分

的な講義は 15 回ではなくて，例えば 15 回のうちの５回だけ助教が担当して，

後の 10 回は主の教授が担当することで部分的に講義を担当する。 

○ そういう問題ではなく，何かこれを機に変えてやろうという意欲が全然感じ

られない。表現の問題ではない。スペースの問題についても，スペースはたく

さんあるような気がする。 

□ スペースマネジメントの問題は，大学としては大きな問題であり，別途議論

していきたい。 

○ 理解している範囲では，日本の助手は何も権限がない補助者のように感じて

いる。アメリカなどは日本の助手に相当する人が日本の助教授のように活動し

ている。自分の研究室を持って，独立して活動している。そうなっているので，

若い人たちを早く独立させようというのが助教創設の精神にあったはずである。 

  また，日本の大学院の教育がなっていないという認識もある。アメリカと比

べて教え込む精神が日本の大学院の教育には全くない。日本の大学院の教育は

基本的に実地訓練である。研究を一生懸命やることが教育であると日本の大学
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院は認識している。だから研究だけやっていればよい，授業などは余計なこと

だと思っている人が多い。アメリカであれば，若い人は最初から教育を担当し

なければならない。 

□ 現実的に日本の助手はアメリカのアシスタントプロフェッサーと同じだけ

の独立性を持っていない。 

○ それは教育の体制がしっかりしていないからであり，その教育の重要性をま

ず教え込むことが必要である。 

□ それは大学院の学生のときから教育を始めないといけない。いきなり助教に

教え込んでも無理ではないのか。 

○ そうだと思う。だから実態と今後目指す方向という問題，また，権利の拡大

の問題とは別に考えるべきと思う。実態はすぐには理想的な姿にはならない。 

□ おそらく助教はアシスタントプロフェッサーの和訳のつもりで設けたのだ

と思う。その割にはそれに対応する仕組み，例えばスペースなどがない。アメ

リカの場合，アシスタントプロフェッサーになり独立すれば研究室が持て，学

生を配置でき，ポストドクターも雇える。そして教育は普通の義務として行っ

ている。 

○ 心配なのは，この方針が全国的に比べられるということである。今の方針だ

とこの大学に就職しようとする助教が，他の大学の助教に就職しようとするの

と比べて権利の内容を比較してしまうのではないか。 

□ 就職しようとする人が，教育することが権利が強くてよいと思うか，義務が

多いと思うかのどちらかだが，公式論的には権利が多い方がよいとなるだろう。 

□ 大学によっては，助手といっても事務の補助員みたいな仕事をしている者が

いる場合もある。また，日本の助手の７割くらいは医学部や病院にいる者であ

り，助手問題はほとんど医学部や，病院の問題といわれている。また，助手の

水準や能力に色々な人が交じっている大学の例を見てみると，すべての助手を

一律に助教にしてくれ，給料は何級にしてくれと主張しているようだ。もしそ

うなるのなら，それはまた大問題だと思う。 

今いる助手をどう振り分けるかで各大学はかなり悩んでいる。しかし，本学

はこれまで，博士の学位を持っている者を助手として採用してきている。研究

志向が強い実態があるが，本学の助手の場合は，色々な能力を持った人が全て

助教に移行して実態は何も変わらないような大学に比べると，事柄としてはあ

る意味単純である。だからこそ，目指すべきものは何かをはっきり出していか

なければならないのかもしれない。 

他大学と比較して，本学の助教はあまり権限が増えていないから見劣ってい

ると考えられることはないだろうと，限られた情報からは感じている。もっと

立派な大学もあるだろうが，全国的に見てみると，助教になるけれども相変わ
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らずというところがある。その中で本学は講義にしろ副テーマにしろ，はっき

りとした責任をかなり大きく持つ方針であり，配慮していると考えたい。 

○ 結局，なぜ助教という名称に移行することにしたのかが大きな問題である。

今までの助手は，研究中心でやらせて育てながら外へ出していったものを，も

っと独立性を持ってしっかりとやらせると決めたことはかなり革命的である。

実験系では組織的な体制が必要な場合も多く，独立させるのには決心がいる。

しかし決まった以上は，独立性を持たせればいいと思う。後は様子を見ながら，

授業ができるように，それから指導教員にもなれるようにするが，実際問題と

しては，その人の特性に合わせた指導教員のなり方とか，講義のやり方を採ら

せることについては自由に行わせるべきである。 

○ チャレンジングな人を若いときから採用して，それを育てることが，この制

度に切り替えることになった趣旨と思う。だから原則は広い間口にしておく。

しかし，それをお願いするかどうかに関しては，また何かの委員会で色々と審

査されていくだろうと思う。そのプロセスで「できるだけ前向きに育てる。」，

「力がある若い人が来たら育てる。」，そういう気持ちを持っているかどうかが

大学全体の活性度を決めていくことになる。 

□ そういう考えであればわかるが，助教が独立性を持って研究室の運営や学生

の受入れを希望したときに，研究室のスペースがない。 

○ スペースは確かに物理的に厳しいが，学生は今の助手の研究環境をよく見て

いる。だからそういう制約は仕方がないのではないか。 

□ その方がよいのかもしれない。今の日本でもドクターを取得してすぐに助手

になれる人は少ない。大体どこかでポストドクターをやっている。競争が激し

いので，一度ポストドクターをやってある程度レベルが上がった人が採用され

るであろうし，これからの助教の採用に関しては，ドクターを取得して間もな

い人は基礎的な力もないから無理であろう。ポストドクターを何年かやって少

し熟練した人を採用するというふうになるかもしれない。しかし，今いる人た

ちに関してはそういう仕組をとっていない。教授や助教授のアシスタントとし

て採用しているので，すぐに助教へ移行できないが，徐々にでも移行してゆく

ことが理想である。 

○ 能力がある者をどんどん伸ばすのが本来の趣旨だと考えて，あとは運用の中

で活用するというのでよいのではないか。あまり権利についていい始めると，

少々懸念されることも発生する。 

○ だから，教育を担当するのにふさわしいか「認可」するステップを入れてお

けばよい。授業をさせるかどうかや，独立の研究室を持つことが認められる規

定を設け，独立の研究室を持ったときには非常に名誉なことと受けとめる。そ

ういうことを可能にしておけばよい。 
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□ しかし，可能にしておくのは一部のケースで，助教に普遍的に権利を与える

ことにはならない。 

○ だから「できる規定」にするか，「してはならない規定」にするかのどちら

かである。今の方針は「させない規定」になっている。全員にやらせなかった

ら，「できる規定」にならない。必ずできる道は残しておかないといけない。 

□ 権利というより，職務権限である。 

○ 本当に積極的に対応すべき問題は，ポストドクターで優秀な成績だが独立心

のない人が増え過ぎていることである。 

□ それは確かにある。アメリカでは，ポストドクターを何ヶ月かやっただけで

アシスタントプロフェッサーになり，普通に教授や助教授と同じだけの教育の

義務が生じることも珍しくない。やらせれば結構こなすが，その途中で脱落す

る人が半分くらいいる。日本はいわゆる護送船団方式でやらせてきた。 

□ この件はもう少し積極的な態度で考え直すこととする。 

 

□ 教授会の構成について，准教授も教授会のメンバーにすることにしたいが，

助教も教授会のメンバーにすべきなのか。それには大分抵抗がありそうに感じ

る。 

○ これは任期との兼ね合いの問題がある。任期の在り方については検討中とな

っているが，これとセットにして考えればよいのではないか。 

□ それはセットとなっている。近い将来にテニュア制に移行しようと考えてお

り，准教授は基本的にテニュア・ポストだが，助教には任期を付すことで考え

ている。つまり，助教は永続的なメンバーではないので，教授会のメンバーに

はならないと考える。 

□ 法律で定められている正式の教授会ではなく，実質上それに類する教授懇談

会や教員懇談会の形で，色々な意見交換等を各研究科で行っている。そこで議

論を行い，その中で出てきたものを正式の教授会でしかるべき意思決定をする

形にしていけば，それで実はとれると思う。 

□ 実はとれるが，権利を制限しているのではないかという議論になる。 

□ それは権限の問題か，マネジメントの問題かになってくると思う。ただ教授

会そのものについては，現在の法律で，基本的には教授で構成するとなってい

て，必要があれば助教授又はその他の職員を加えさせることができるとなって

いる。それこそ「できる規定」となるが，原則は教授から成るという書き方で

ある。 

□ だから本学としては「できる規定」で准教授も加えたい。「できる規定」で

助教も加えるかについてはどう思うか。 

○ 入れるべきだと思う。ただし教員人事（選考）について，ここで提案されて
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いるように，教授や准教授に係る案件についての教授会審議は教授のみの構成

とする。 

□ 現実をどうするかの問題もある。今のところは准教授までとしておきたい。 

○ 研究科等の会議にも色々なランクがあるので，運営の実態に合わせて柔軟に

考えたらよいのではないか。 

□ 前向きな態度でいくのか，制限的な態度でいくのかは検討していきたい。 

 

○ 大学院教育について，大学院のシラバスを全国的に見たときに，この大学の

シラバスはしっかりとしているが，他大学はそうではないところが多いのでは

ないかと思う。だから教育についても他大学とは意味が違ってくることがあり

得る。自分たちが当然だと思っていることをもっと明示してはどうか。そうし

ないと他大学と比較したときに，この大学ではまだ権利が認められていないと

見られてしまう恐れがある。暗黙にしている部分をもっと明示した方がよい。 

□ 本学としては初めからそのような取組みを行っているので，当然のように思

っているが，他機関等から見てみると，そのような急進的なことをやっている

のかということがある。助教について先ほどの理想の精神に沿ってルールを書

くと，きっと誰もが驚くと思うし，その方が効果がある。その方向で再検討し

たいと思う。 

 

 

３．特別招聘教授の定年及び任期等の取扱いについて 

議長から，より柔軟な人選をするため，特別招聘教授制度の関連規則等を一部改

正することについて，資料３に基づき提案及び概要説明があり，審議の結果，原案

のとおり承認された。 

（主な意見等は以下のとおり） 

○ 定年は設けない方がいいと思う。世界的な水準の研究者を招聘しようとした

ときには難しくなってしまうのではないか。定年という形で辞めるのではなく

て，業績審査で判断して勤続させるかどうか判断する方がよいと思う。 

□ 定年については状況に応じて引き上げることを考えている。また，業績審査

をしなくても，必要に応じて任期を付けて雇用できるようにしてあるので，こ

れでよいと思う。 

 

 

４．固定資産に係る減損会計の導入等について 

議長から，平成１８年４月から固定資産に係る減損会計が導入されたことに伴い，

本学の会計規則及び会計事務取扱規則の改正が必要となったことについて，資料４
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に基づき提案及び概要説明があり，審議の結果，原案のとおり承認された。 

 

 

５．平成１８年度予算の見直しについて 

議長から，本学の平成１８年度予算配分については，前回の本協議会で承認され

たが，人件費の見直し及び事業等の追加等により，当初予算の見直しが必要となっ

たことについて，資料５に基づき提案及び概要説明があり，審議の結果，原案のと

おり承認された。 

 

 

＜報告事項＞ 

１．平成１７事業年度財務諸表について 

会計課長から，文部科学大臣に提出した本学の平成１７事業年度の財務諸表につ

いて，平成１８年９月１日付けで文部科学大臣の承認を受けた旨の報告があった。 

 

 

２．平成１９年度概算要求について 

会計課長から，前回の本協議会で承認され，文部科学省に提出した平成１９年度

概算要求のうち，８月末に文部科学省から財務省に提出された本学の概算要求の内

容について，資料６に基づき報告があった。 

（主な意見等は以下のとおり） 

○ 基礎的経費は効率化係数に従って毎年１％削減されているが，運営費交付金

が増えているのはなぜか。また，本来であれば効率化係数の削減値がなければ

運営費交付金はもっと増加しているところであるが，これは国の財政再建に役

立つのか。認められることがあるのか。 

□ 運営費交付金が増えているのは，特別教育研究経費，退職手当など特別要求

分が増えているためである。全国立大学，大学共同利用機関法人の運営費交付

金の全体額を合わせた額については，対前年１％削減することが７月の概算要

求基準の閣議決定，その前の経済財政諮問会議で決まっている。 

○ これはシェアを増やそうという話なのか。 

□ そういうことである。だから本学では現在運営費交付金の対前年度比 1.9％

増を要求しているが，実際に年末までにどのような額になるかは分からない。

本学としては満額確保を期待している。 

 

 

３．公募型資金の現状について 
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企画課長から，文部科学省等の公募型資金の獲得状況について，資料７に基づき

報告があった。 

 

 

４．大学評価・学位授与機構への機関別認証評価への申請について 

特別学長補佐から，本学が平成１９年度に受けることとしている大学評価・学位

授与機構への機関別認証評価への申請について，資料８に基づき報告があった。 

 

 

５．最近の本学に関する新聞報道について 

広報室長から，６月の本協議会以降の本学に関する新聞報道について，資料９に

基づき報告があった。 

 

 

＜意見交換＞ 

１．新教育構想について 

議長から，現在学内で検討中の新教育構想について，資料１０に基づき概要説明

があり，意見交換を行った。 

（主な意見等は以下のとおり） 

○ 学生の定員を現実的な志願者数を考えて設定し直す方針のようだが，学生の

規模が縮小すれば，当然国からの交付金は減ることになるが，教員の規模は現

状維持しないというつもりなのか。 

□ 教員数の規模については，学長留保分や特別な用途に使っている分があり，

それを使って柔軟に対応できる部分がある。ただ経営面で苦しくなるのは確か

であり，それには外部資金の獲得で対応する必要がある。そのため，日本のあ

る分野のトップの人たちを招聘するということを進めている。その上で，学生

の意識や状況を踏まえ，教育を少し現実的な方向に動かす。広い見識を持った

学生を輩出し，また，英語能力も十分あって，海外で活躍できる人を送り出す

といった色々な理想がある。入ってくる学生に対して，付加価値を増やす方法

で密度の高い教育を施すことを考えたい。 

□ 既に制度的にあるものをきちんとした箱を構えてやるか，あるいは他の色々

なコースプログラムと併せて大々的に本学の教育の新改革の形で打ち出してい

くか。それがこの構想の大きなテーマである。その中で，入学定員をどうする

かという問題にも議論が及ぶ。それも含めて教育を良くしていくことを考える

ときに，入学定員を設定し直すことは来年４月からには間に合わない。平成 20

年度からやろうと思っても，年内には学内としてそれなりのレベルのコンセン
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サスにまで持っていかなければならない。あるいはもっと良いパターンが出て

くれば，それは 21 年度以降となる。 

本学は秋入学など色々な入学時期があるが，年度は非常に重要である。それ

に向けて例えば概算要求の積算が変わってくるなど，予算に関連する。また，

カリキュラムなどを国の大学設置の担当の審議会で諮ることを考えなければな

らない。年内にあるところまで議論が煮詰まっている方が，今後の対応が進め

やすくなる。 

○ 定員の問題について他大学での経験からいうと，進学振り分けの中で一度定

員割れした学科は，内容は良くてもずっと定員割れが続いてしまう。恐らく似

た現象がこの大学でもあるのではないか。それを回復させる方法として，確か

に中身も重要だが，テクニカルな話としてはコースを分ける方法がある。トー

タルとしては別だが，例えば一つのコースを三つに分けると，二つくらいは定

員割れしないといった，進学枠を細かく分ける方法があり，それが基になって

回復していくことがある。だから定員を減らすという方法もあると思うが，コ

ースをもう少し豊富にしていくことで対応できる部分もあるのではないか。 

この大学には知識科学研究科という他大学にはない非常にユニークな研究科

がある。それを含めて大学全体の特色を打ち出せるようなコースや，教員組織

として学長直属の研究組織が設定されてもよいのではないか。サイズは小さく

ても，この大学でしかうまく展開できないユニークなコースをいくつも作れば，

全部のコースを合わせると定員割れを吸収できることになろう。 

○ 定員のことを考える前に，学生確保の努力をきちんとしなければならないと

思う。日本の大学はあまり危機感がないので，なかなか努力しない。努力をし

たとしてもパンフレットなど作成して一生懸命宣伝しているというレベルの努

力である。 

学生募集の際，大勢の人に呼び掛けてある数を確保するのか，それとも少人

数に呼び掛けてある数を確保するのかという問題がある。恐らく大勢に呼び掛

けて，ある歩留まりでやっていると思う。しかし各教員が１人だけ学生を集め

るといった，少人数に呼び掛ける方法で行うと全然方針が変わってくる。１人

だけでよいから呼び掛けるとなると，各教員は優秀な学生を集めてくるので，

自然と全体の水準も上がり，好循環となる。 

学部３年終了からの飛び入学で受け入れるというのは非常に良いアイデアだ

と思うが，実際にやるのは難しいだろう。各教員が１人ずつ目を付けて他大学

に集中講義に行った時など，色々な折に勧誘を行えばよい。あるいは，他大学

の知合いに毎年１人だけ紹介するようお願いする。そういった努力をすれば，

１人ずつ確保させるやり方であれば可能ではないか。 
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○ 学生にとっては研究環境が良いといったことよりも，周辺の日常生活の環境

や課外の学生間の交流状況など学校の雰囲気が大事だと思う。そういう雰囲気

の中で学生のことをケアすることが必要である。 

□ 大学の都合で考えると，地域での社会人のニーズを採り入れて，社会人コー

スに受け入れることが大切であり，学生と社会人とが相互の交流により刺激し

合う点でも有効と考える。 

□ 東京でＭＯＴをやっているが，本学のこのキャンパスでやることが大事と考

えている。金沢市内で統合科学技術コースを行っているが，環境が整ったら，

富山でも始められないかという話もある。 

○ 支援財団の設立の目的の１つとしては，地元に対していかにメリットを還元

していくかがある。もう１つは，地元の社会人を学生として受け入れることで

あり，それをこの大学に期待したい。 

 財団の奨学金で学生のサポートをすることが今年からスタートした。次の柱

としては，社会人コースの設立である。北陸三県のうち金沢だけを対象にする

のではなく，富山でも社会人向けのコースを試験的にやってみてはいかがか。 

○ この大学のスタッフを使えばもっと幅広い教育ができると思う。例えば民間

企業への就職意識を高めるため，民間ではどういう研究や研究システムをやっ

ているのかを中心にして，民間における研究がいかに魅力的かを教育すること

も考えている。それぞれのバックグラウンドがある学生たちに，そういう幅の

広い教育ができれば他大学との違いが打ち出せる。その種の教育システムの中

身の可能性を色々検討すればよいのではないか。知識科学研究科は特にそうい

うことがやりやすいが，情報科学研究科やマテリアルサイエンス研究科に来る

学生に対しても，このような教育を学内でできないものか。 

□ 現在統合科学技術コースでは，情報科学研究科やマテリアルサイエンス研究

科とタイアップしてそういうことを行っている。 

○ 統合科学技術コースとまでいかなくても，情報科学研究科やマテリアルサイ

エンス研究科の学生がその種の講義を今よりも幅広く受けられるようにしてい

けば，大勢の学生に対して特色ある教育ができる。他大学ではできないが，こ

の大学では可能性が大きい。社会人コースではなく普通の学生に対して，単に

マネジメントを教えるのではなく，もう少し幅の広い内容で展開されることが

望ましい。統合科学技術コースとは別の枠組みでやってみれば，興味を持つよ

うな人が出てくるかもしれない。 

□ カリキュラムそのものの中で，新しい科目を開設したり，優れた教員を招聘

したりする。そして新しいそのコースに特有なものや特色を作らないといけな

い。カリキュラムを編成し直すことは当然のテーマでもあるが，そういう基本

的なところをきちんとやる。 
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○ その中で，助教も新たに教育に加わることになる。 

 

□ 女性教員を増やすことも考えている。女子学生を増やそうと思うと，まず教

員から増やしていかなければならない。 

□ 女性教員がモデルになることで，女子学生を引き込むということを最近色々

なところで実施している。女性教員の数値目標も閣議決定されている。本学も

目標率を設定して，ある種の努力をしないとならない。 

 

○ 資料の教員組織の項目の（３）に「教育は各領域が責任を持って行う」とあ

るが，現在この大学では講座制をとっており，その点を考慮しなければならな

いが，実際には各講座よりも専攻にわたる領域で大きく弾力的に運用されてい

るように感じる。 

□ 新体制に移行すると，講座は領域か何かに変わると思う。各現場レベルで十

分議論し，合意がないとうまく行かないだろう。 

研究科によっては色々な議論がある。例えば助教は直接教授の管轄に属する

のかということがある。そうなると，教授と准教室は独立で研究室を持ってい

るが，研究室によっては助教が属さないところもできてしまい，教授や准教授

に属する助教ではなく，どこにも属さない独立した助教ができる。そのあたり

についてはまだ流動的である。研究科ごとに状況も違う。例えばマテリアルサ

イエンス研究科ではそういったことはやりにくく，どの研究室に属さない助教

がいたとしても，実験する場所がない。しかし知識科学研究科ではやりやすい

と思う。 

 

 

＜その他＞ 

１．次回開催日について 

議長から，第１２回経営協議会の開催を平成１８年１２月２１日（木）に予定し

ている旨，説明があった。 

以上 
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