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はしがき

　私は、1980年4月に法学部から本学に転じ、22年が経過しているが、そ

れ以前の兼任講師であった年数を加算すると、30年の短大教員歴を持った

ことになる。いたずらに馬齢を重ねた感もあるが、ここに振り帰って改め

て所感を述べることにする。なんらかの御参考になれば幸いである。

Ⅰ　1980 年代まで

（１）短期大学の創設と発展

　短大の創立は1950年からである。学校教育法によると、大学は、高等教

育機関として、専門の学芸を深く教授研究し、知的、道徳的および応用能

力を展開させるもの（同法52条）と位置付けられている。そしてあとから

存立を認められた短大は、当初は「当分の間」という暫定的な短期高等教

育機関であり、2年または3年の修業年限とし、大学と同様に「深く専門の

学芸を教授研究」をするのだが、あわせて「職業または実際生活に必要な

能力を育成することを目的」（同法69条の2）とするものとされていた。そ

して、その後設立された短大の堅実な充実発展が認知され、1964年に「当

分の間」という字句が条文から削除され、正式な高等教育機関として制度

化し、今日におよんでいる。

　本学は、1965年4月に、帝京女子短期大学として英文科定員50名で誕生

した。

　当時、わが国は経済が常に右肩上がりの状態で、国民の大多数が自らを

中産階級であると自認しているような状態であった。社会では、学歴主義

から能力主義への時代へ変ると、言いはやされつつあったが、一方では、学

歴によって生活が左右されるという考え方も根強く語られていた。そして、
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女子高校生の進学率は、男子ほどではなかったものの、次第にその率は高

まっていった。もっとも、女子は男子ほど時間や費用をかける必要はない

とする考え方があり、また、企業側からの短大卒業の女子社員求人はむし

ろ多かったのであった。当時は、女子社員の結婚による退社が多く、それ

を補うために企業は、大学卒の女子よりも若く順応性の高い女子短大卒の

求人を多くしたわけであろう。

（２）教育内容と短大生の高揚

　1970年代に至るまで、短大は、職業訓練・実務指導を正面に出したもの

としては、家政、芸術、教育（保育）などの学科があった。それ以外の短

大は、本学と同じ英文科とか国文科が多く、そのカリキュラムは、大学（以

下4大という）の亜流的なものが大勢を占めていた。せいぜい、英会話や現

代文の学習などが、実学的要素として配当されるに留まっていた。しかし、

70 年代になって、企業求人側のニーズやそれに対応する学生側の要望に

よって、会社実務、秘書学、観光学など実務系の科目が数多く登場してき

た。本学でも72年から秘書学が配当され、私が担当するようになった。かっ

て、私が企業の社員研修を担当し、女子新人社員訓練も経験していたこと

がその就任の理由である。当時は、あたりまえのこととして、女子社員の

みを対象とする接遇、応対訓練が認められていたのであった。（今は性差に

よる男女別研修は法律上禁止されている。）私は、秘書学は学問的大系とし

ては疑問を持ち、あえて企業における女子社員新人研修のシートを利用し、

マニュアル的な技術としての実務を講じていた。そして、1980年4月に法

学部から本学の専任教員に転属し、法学関係とともに、秘書実務関係を担

当した。ついで84年には新設された秘書科に担当科目は変ることなく転じ

た。そして、次第に実務関係の学科では、私は技術的な部分以外に給料生

活者の心理的側面を加味し、私の実務経験から抽出したケーススタディを

中心として講述するようにした。大学や同僚間の評番は不明だが、学生や

求人側からは好評を得ていたようである。私の教科書を新人研修用に採用

した上場会社もあった。
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　ところで、1980年代までの女子短大生の半数以上は、優に女子４大生と

比肩しうる学習意欲を持っていた。もともと４大志望であるが、家庭の経

済事情との関係から、やむなく2年間の短大を選んだ者、４大卒よりも短大

卒の方が女子は大企業に入社しやすいからなどと、動機は違っても、勉学

や就職活動に熱心な学生は多く、彼女たちは、私どもの研究室にもよく尋

ねてきた。その応対で昼食をとる機会のない儘、午後の出講をしたときも

月に何回かあった程であった。卒業生のなかには、入社後に短大卒の一般

職から４大卒の資格としての総合職に転じ、同期入社のトップをゆく者も

いれば、高い品性を持つ中堅女優やモデルになって活躍している者もいる。

　もちろん、学生のなかには、意欲の低い欠席勝ちな学生もいた。しかし、

私は、いわゆる「出来のよい学生」に囲まれ、彼女たちに教育の重点をお

いていた。怠けて学業に問題を持つ学生に対しては、注意もしたし、とき

には親と連絡をとったりはした。そのようなことはしたものの、私の視点

は「出来のよい学生」に向いていたことは間違いのない事実であった。

Ⅱ　1 9 9 0 年代から現在まで

（１）短期大学の変貌と衰退化

　1950年に生れた短大は、1993年には、創立当初と比較して全国で19倍の

学生数を擁するようになった。もちろん、1992年には、18才人口はピーク

に達し、それ以後減少してゆくことは、以前から指摘されていた。しかし、

進学率の増加に基づき、文部科学省（当時文部省）が入学枠を広げた臨時

定員増を利用し、今のうちに実績をつけようとした短大がほとんどであっ

た。設備投資をし、将来に備え体力増強を行う短大も多かった。しかし、そ

の変化は急速に到来してくる。1992年の受験人口が峠となったあとでも、

短大応募者はさしたる変化はなかったものの、1996年に至り、女子高生の

進学率は、大学の方が短大より上回ってきた。そして18才人口減も含めて、

遂に2001年では、同年の学校基本調査速報（同年8月10日文部科学省発表）

をみると、高校生全体の高等教育機関への進学率は、48.6％であるが、そ

の39.9％は４大進学であるという。かくして、応募者急減の全国の短大で
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は、入学者の定員割れがその過半数を示めるとさえ云われる事態に到って

いるのである。

　この背景には、まず短大生の就職率の低下がある。経済は次第に不況に

陥り、企業では、かぎられた人員で能率的な仕事に従事することが要求さ

れてきた。短大卒の一般職としての仕事は、ＯＡ機器による代替と、派遣

社員の充当によってカバーできる余地が多くなった。また、一般的にみて、

女子社員は晩婚傾向となり、しかも、結婚を理由として退職する女性がす

くなくなってきた。このような事情から、求人側は、短大卒の女子社員の

採用よりは、４大卒の資格でありながら一般職志向者を含め、４大卒女子

を多く求める傾向が生じてきたのである。こうした傾向により、短大卒の

就職率は、４大卒女子の就職率よりも下回わり、新聞紙上でも話題となる

ようになった。

　もちろん、各短大も現在の状況をいたずらに座視してきたわけではない。

1999年には大巾に規制が解かれ、大学設置基準の大綱において、各校が自

らの教育理念に基づくカリキュラムの編成が自由に行えるようになった。

本学でも、98年には校名を帝京大学短期大学と改称し、男女共学制にした。

一方では自らの短大を廃して四年制大学への転換を意図する大学もあった。

我々の帝京大学短期大学は、翌99年には旧来の秘書科と英文科を廃し、情

報ビジネス学科、国際コミュニケーション学科と改め、男女共学の下でカ

リキュラムも学科名改称に適応した改変と、情報教育の強化策が検討され

直ちに実施された。そこでは、効率的観点によるいわゆる経営的合理策も

見受けられたが、一番の改善は、オープンカリキュラムであった。大学の

各学部学科間相互はもとより、大学と短大間も、一定の制限はあるが、単

位認定の諸科目を、相互乘り入れ可能としたこの制度は、多くの効用を創

出したが、特に短大生の大学編入希望を適える意味においても、重要な施

策であった。一般的にみて短大の生き残り作戦のひとつとしては、４大へ

の編入機能に力点をおくことが多い。しかし、本来独立した高等教育機関

である短大が、編入機能という意味から、短大に大学の前期高等教育機関

としての役割をになわせることは、短大創立当初であれば兎に角、現在で
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は矛盾が生じるであろう。そこで、本学のように、編入希望の短大生が、自

己の選択科目のなかに、同じキャンパスにある４大の学科を取り入れるこ

とによって、編入者の学習軸の移動がスムーズにできる利点がこのオープ

ンカリキュラムにあると思科される。

　その他、セメスタ制の採用、自己点検（学生アンケート）の実施、学生

相談のオフィスアワーの開設などの改革とその活用は、私の所属する情報

ビジネス学科の定員割れを防ぐ理由のひとつでもあるであろう。

（２）学生の変質、モラトリウム学生の増加

　短大自体の制度、組織、運用などの改善は、学生の多様な要望に応じ、短

大の存在価値を維持し高めるためであることは言うまでもない。そうであ

るならば、改変された機構上の機能が、多くの短大生に適応し効果的に発

揮させるその基本として、レベルの違う学生が混在する現状を知ることが

大切である。以下は、私の経験からみた短大生の観察である。

　私は、自分の担当学科において、成績の悪い学生が漸増してきたことを、

1990年代の初めに気がついた。まだ、短大への進学希望者はかなり多く、

入学合格者の倍率の高さは維持されていたときでもあった。しかし、この

ことは、入学試験合格者の最低点数が低くなってきたことによっても裏付

けられていた。そして、私自身も「出来のよい学生」重視の教育を、遅ま

きながら自省するようになった。入学後の新入生が、短大でなにを得たい

のか、なにを目的にして学生生活を送ろうとしているのか、質問しても答

えが返ってこない学生、そして学習意欲も見受けられない短大生の出現は、

従前であれば、到底進学してくるとは考えられない生徒たちであり、その

彼等が短期とはいえ高等教育機関に進んできたのである。これらの入学当

初から進級や卒業に支障がありそうな学生は、次第に増えて、現在では1割

強は見受けられよう。私は約5年ぐらい前から意識的にこれらの学生につい

て観察してみた。最初に入学前の様子について述べる。

　欠席の多い学生の親と接してみて、親の話からみると、子を、まったく

放任している親はいない。むしろ学校へ行って勉強しろとよく注意をして



－ 6 －

短大教員生活についての所感

いるという。この事実は、その子である学生からも聞く。ただ、親の方で

は繰り返えし言っているという反面、説得力がないことをどうやら自覚し

ている。また、善悪の観念、公共心、人間関係、マナーなど基本的な躾に

ついては、子に教えていると親はいうが、学生からは親から改まって聞い

たことはないという。そして親子のうち、一般に母子関係は濃いが、その

間柄はむしろ友だち関係に似ている。一方、父子関係は概して薄い。こわ

い父親は、よく子を怒鳴り、手をあげる。もっとも、その間における母の

干渉はない。しかしその険悪な雰囲気は、時間の経過で修復してゆき、そ

の間に改まった話し合いが持たれたことはないようだ。また、甘い父親の

場合は、甘い母親とペアを組んでいる。二人とも子に対し必要以上に気を

遣う傾向がある。「なにを言っても言うことを聞かないので、先生の方から

きつく叱って下さい」と両親とも依頼してくる。その2人は子に対し厳格に

叱ったことはなさそうである。なお、一般的に、子ばなれをしていない母

親のなかには、子どもに依存されることに、自分の存在価値を見出す者が

いるといわれているが、そこまで徹底した親は彼等の親のなかからは見受

けられない。

　一方、短大入学前の学生生活はどうか。学生生活について注意のための

個別の面談や、たまに出席してくる文章表現法の学科での作文などから聞

知したことは次の通りである。

　公立高校では、自由気ままな生活を送った者が多く、一部の私立校では、

厳格な管理抑圧的な教育を受けた経験を持つ。しかし、彼等にとっては、出

身高校の校風とか教育方針如何とはなんの影響も受けていないように思わ

れる。中学校時代も同じである。もともと中学校は義務教育の機関として

「社会人になるための最低限の能力」を身につけさせる筈の学校である。高

校では「ゆとり」の中で「特色ある教育」を展開して自ら学び自ら考える

力などの「生きる力」を育成することを狙いとすることが、学習指導要領

では謳われている。しかし、高校全入の時代のなかで、彼等はそれぞれの

中学校、高校を、なんとなく過してきた。特徴的なことは、だいたい中学

3年のころから、学年やクラスのなかでの自分の位置付けを心得てきたよう
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である。そして、完全な落ちこぼれではないが、教員からは、よきにつけ、

あしきにつけ、「目をつけられていない」生徒であった。クラブ活動経験は

なく、もっぱら帰宅部に所属と冗談めかすが、放課後は少数の友だちと付

き合い、友人宅へ外泊することが多かったという。

　高校時代での思い出としてのイベントは、文化祭や体育祭での活躍であ

る。これは自分が主役的な役割をしたのではなく、むしろ全体からみれば

小さな部門に属するなにかの役割を、仲間と一緒に果し終えたということ

である。この満足感を語る学生たちの顔は、おしなべて明るい。もっとも、

彼等自身の誇りに思うこれらの事柄につき、入学願書とともに提出される

出身校の調査書の特記事項欄に、担任の先生による記載は、ほとんどない。

気がつかなかったのか、知っていても、さほどの本人にとって大事なこと

とは思われていなかったのであろう。

　短大進学の動機は、高校を卒業して直ちに社会人になるのは嫌だという

思いがまず存在する。そして、勉強は好きでなく、大学進学は無理である。

しかし、現状の生活ぶりを大きく変えることがなく、競爭が厳しくなくて

も、自分がなんとか伸びてゆけそうなところとして、短大をえらんだので

ある。もし入学試験に落ちたら、選抜制度のない専門学校へ行くつもりで

あったという。

　入学後、漠然とした期待は、90分という時間の講義の連続でもろくも崩

れる。なにに対しても積極性に乏しい態度を持つ彼等にとって、キャンパ

ス内での友人の数はすくない。そして、学習にかわる夢中になって行える

趣味もなく、アルバイトにも熱中しない。毎日がなんとなく過ぎてゆく生

活が続くのである。いわば、成長のとまったモラトリウム人間であるとい

えよう。もっとも、非行にはしることはない。現状を変えることが嫌な彼

等は、非行に類する危険なことは避ける。

　特筆すべきことは、彼等と個別に会うと、人柄がよいことに気がつくこ

とだ。意志は弱く、しかし、なにかを求めようとしながら、そのなにかに

ついて真剣に考えようとしていないのである。
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（３）一般学生の傾向

　進級や卒業が困難であることが予想される学生の対極に、すでに述べた

タイプのいわゆる「出来のよい学生」は、約2割は現存している。就職・４

大編入進学と、それぞれの学習目的を持ち、積極的な姿勢を持つ。商業科

出身で簿記で入学試験を経験してきた学生を含め、一般的に男子とくらべ

女子学生の方が学習意欲は強い。

　残りの7割弱の大勢は、いわば現代の平均的な若者としての短大生であ

る。適当に遊び、適当に学ぶといわれるが、両者のはっきりした区分とい

うか、けじめがないのが特徴的である。

　まず、同一キャンパスの４大生と比較してみると、派手な服装、繁華街

で見受ける若者そのものの外観を呈する学生は、ほとんど短大生である。

また女子は化粧が濃く、喫煙する者が男女とも多い。最寄りの駅からタク

シーで通学する学生では、４大生よりも短大生の方が多いとは、タクシー

の運転手氏の話であるが、乘車する際には同乘者を求め、下車時は必ず割

勘で支払う由である。

　私は、かって女子短大生の考え方について検討し発表してきた。（「女子

短大生の性向」帝京女子短期大学紀要15号257頁以下。「女子短大生のマ

ナー観」前同19号133頁以下）　これらの記載内容は、男女共学になった現

在でも、通用すると考えているが、その後調べたことを加え、現在の短大

生の言動から特徴的な事柄を記述する。

　教室での喧噪さは、彼等一般的な学生のしわざである。前に述べたモラ

トリウム学生は教室に入るのは稀であるし、出来のよい学生は、教室の前

列部分で真剣に聴講しているからである。この授業中の騒がしさは、全国

中の学校で共通とされ、いまや社会的な話題になっているくらいだが、私

は学生の臨場感の薄さが原因とみる。日常生活でも多く見受けられる緊張

感不足なのである。

　学生は、1日のうちテレビを3、4時間以上視聴するというが、その間は、

常に第三者として見入っている。画像や音声が伝える場面の経緯や結果は、

視聴者にとっては、自分の現在の生活と直接の関係はない。このことは、彼
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等が好んで遊ぶテレビゲームにおいても同様である。仮想の世界に自分を

投入し、第三者感覚で時間を費している。同様に、教室内でもそれに似た

感覚で在席しているのではないかと思われる。受講中の内容は、今の自分

にとっては直接の関係はない。興味と関心は薄い。試験への対策は、いず

れまとめて行うので、期末試験の範囲と決っていないものに注意を払う必

要性は薄い。そこで、自分たちのいまの関心事について隣の友と語り合う

のだ。しかし、出席点が成績に加味される授業であるならば、ノートやテ

キストは机上になくても、出席カードはしっかりと手許においている。教

員が、ここは試験に出すと叫べば、途端に静かになるのである。

　男女を問わず、おおかたの短大生は、自分は明るく、素直で、協調性が

あると思っている。また、前向きで積極的な性格であると言う。これらが

自己ＰＲのキーワードである。たしかに、皮相的にみれば正しい。しかし、

明るい性格のときが多いが、自分が落ち込んだときの落差の大きさを忘れ

ている。落ち込むときとは、自分が望んだことが実現できなかったときで

ある。これは、頻繁に生じるけれど、立ち直る時間もまた長時間を必要と

しない。落ち込んだ原因を自省を込めてじっくりと追求することは苦手で

ある。彼等はその意味では「前向き」なのである。そして、素直で協調性

があるということは、自分自身で考えるよりは、気のきいたものであれば

誰の意見でも同調しやすい傾向を示している。興味と関心のあるものには、

前向きで積極的にかかわるが、自分が苦手とするものには、最初から背を

向ける。

　彼等に短所はなにかと問うと、直ちに短気であると素直に答える。思え

ば、人間は時には怒ることもあるのだが、学生たちの短所というのは、怒

り、それ以前の不満さ、これらの感情がすぐ言動に出てしまうということ

である。キレルという言葉が直感的な語感であるように、彼等は感情をか

くすことはしない。このことにつき、現在の自分に正直に生きるのだと述

べて合理化を図る学生も多い。

　その共通的な考え方に次の三つがある。

　第一に、失敗しそうなことは最初から行わない。競争は負けると傷つく
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のでやりたくない。

　次に、なにをするにしても、「一応」とか「ひとまず」やってみようと動

機づけする。したがって、結果からみて、彼等の目的貫徹意欲は弱い。持

続的に努力を重ねるのは苦手である。

　最後に、親は健在であるかぎり、できるだけ依存する。その意味で親ば

なれはない。

　おおかたの短大生の以上のような動向にもかかわらず窺えることは、将

来に対する不安である。中学や高校と違い、短大では自分が学習する際の

履習届も自分で考え、自分で決めて提出しなければならない。自立と自律

は多少なりとも身につけなければならない。今のままの自分が卒業し、進

学したり、就職したりすることができるのであろうか。この不安感に対し

て、「なんとかなるだろう」と軽く考える連中は、進級や卒業が見込まれな

いと私が本文で前に述べた1割強の学生たちである。ここで取り上げている

「一般的な学生」は、そこで自己啓発が行われる。すなわち、なにはともあ

れ、単位は取ろう、卒業しようと、この目的意識は一応は持つに到る。し

かし、それ以上の発展性がない理由は、将来の自分について「なんとかな

るだろう」的楽観論が、やはり存在しているからである。

Ⅲ　教え方ア・ラ・カルト

　いかにも現代の若者を象徴しているような短大生の態様を理解すれば、

大学教員の旧習的な講義方法では、学生への説得力はほとんどないことは

明らかである。教員がたんたんと喋り、重要語句を板書して能事終れりと

いう時代は、すでに終った。現在では多くの教員が工夫を重ね、学生に効

果的な教育を行うべく腐心をしている。私も従来からの経験をふまえ、試

行錯誤的な試みを行ってきた。結論を先に言えば、実はあたり前の内容な

のだが、たどりつくのに時間がかかった。多少恥をしのんで紹介してみる。

　まず、教訓的内容を伝達するためには、当為を中心に述べても効果的で

はない。「あるべき姿」を力説しても、多くの学生にとっては、自分とは無

関係なことと考える。彼等は、いままでも、数多くの「あるべき姿」の説
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教に接してきたが、第三者的無関心で聞き流してきた。目先きの利害が自

分におよぶこと以外には、自分が興味と関心を起すものを除き、政治、経

済、社会の各分野の出来事は、すべて他人事であった。こうした傾向の学

生に対しては、従前と同じ修身的、道徳的な教えさとし的な方法よりは、彼

等自身の損得に影響する問題として話をすすめた方がよい。そして自分た

ちでも実行できそうな簡単なやり方を提案してみる。たとえば、“このよう

なよいことを真似することも将来の自分に役に立つ。最初は面倒で厄介か

もしれないが、たまには意気ごんで続けてみると、自然にできるように

なっている自分に気がつく筈だ。ここまでくれば流れができたので、あと

は楽になる。うまくいったときの満足感を今から少しずつ味わうために

やってみよう”このような話し方は「～すべきだ」よりも、「レッツゴー」

的な雰囲気の下で語りかける方法でより効果的である。格言として「継続

は力なり」と述べるよりは、「意思の弱さは、習慣的な行動をするその時の

流れを利用すると直ってくる」と述べ、自分のできる範囲の小さいこと、た

とえば朝の起床時間の習慣化をすすめてみる。それができれば、自分で自

分を誉めること。成功の連続という学習上の原則を利用して自分をおだて

て向上してゆくことを工夫して実行してみよと提言してみる。この方法は、

学生側がかなり理解してくれたように思われる。学生たちの損得について

のテーマの大きさは、当初は身近かな問題で考えさせてみるが、その損得

問題の延長線上に自分自身の将来の問題が登場すると説得する。つまり、

多くの学生にとって、自分自身のために、今なにをすべきかと云うことを、

正に子どもに対するような指導方法で行うことが私は効果的だと信じてい

る。この場合、教師である私自身の実例、特に私の失敗事例をあげること

にしている。視線の高さを学生のそれと同じ高さにしようと意識付けをし

て説明するのである。もっとも、彼等自身の将来について如何にあるべき

かは、彼等自身の裁量で考えさせる。

　　　自分の希望－現状＝自己啓発の必要性

　この方程式を教え、自覺させるだけでよいのではなかろうか。私はこの

ように考えている。
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　さて、講義は、毎回出席をとり、出席回数が成績評価の対象のひとつで

あるとした方がよいと思う。学習意欲は高くはないが、損得の判断のみで

出席したとしても、教員の講述に、断片的ながらも何かの裨益を得ること

があるものである。このことは、卒業生のなんにんかが、その思い出を語っ

てくれた事実である。もっとも、受講生が多く大教室での講義を割り当て

られる場合もある。教員が決して望んだことではないが、他の事由で担当

させられる場合がある。その場合には、是非職員や大学院生などの協力を

得て、なんとか出席をとって欲しいと思う。特定学部には出来て他学部に

出来ない筈はないのではないか。

　板書は、面倒がらずに多用すべきである。この点は、教職担当のＯ教授

からその必要性を私は学んだ。ノート作りは学生にとって実に苦手である

ようである。

　ところで、講義において、事例中心にして、ときには物語り的に構成さ

れている講義は、いわば感情説得に類するものであり、多くの学生にその

講義の場では歓迎される。教室も静かである。しかし、後になってみると、

肝心なポイントに気がつかない学生が多いことに気がつく。講義終了時に、

オモシロカッタと印象を云うが、何のテーマでどのような論理の展開で

あったか、結論の理論はどうか、その点の理解度に問題が残るものである。

一方、論理を中心に、考え方の筋道を講述する場合は、理論説得といえよ

う。この場合には、学生の私語が多くなることはもちろんである。しかし、

いわゆる「出来のよい」真摯な受講学生にとっては、月日が経過しても、そ

の講義の理解は色あせることはない。強い印象が一部の学生には残るので

ある。

　私は、法学関係の講義で、論述はできるだけ身近かで具体的な事例を用

いることとし、結論となる論理は、意識的に詳しく板書する方法をとった。

狙いはよいと自覚していたが、学生のアンケートの結果は、少数ではある

が難解であるという。未だ自身の未熟さを現在のところ自認している。

　なお、マイクの使用の如何を問わず、教員の講述中の声量は大きい方が

よい。これは、効果的な教授法として重要なことのひとつであると思う。
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　最後に、学生との対話について述べる。私は、従前の企業の人事担当を

していた経験から、人間関係の重要性は認識していた。特に、インフォー

マルの付き合いの大切さを知り、大学においては、講義外で学生と対話す

る機会を多く持つように、法学部在職時代から心掛けていた。特に飲食を

共にすると、ラポーがかかるというか、互いに胸襟を開いて会話がはずむ

ことから、コンパの参加をはじめとして、自宅に招んで食事会をしたりし

ていた。教室で私語を重ねる学生を厳しく叱ると、その後にかえって親し

くなったことも多い。卒業後の付き合いも重ねたことが多かったためか、

40組の媒酌人の役割を妻と共に引き受けたものである。しかし、そのほと

んどは従前のことで、1990年代の半ばからは、インフォーマルなときの対

話は、すくなくなってきた。私の加齢が、こうした対話の意欲を減退させ

ているのかもしれないが、それだけではなかった。教室内での質問とか、研

究室へ来訪し就職相談をする学生は従前と比らべて変っていない。しかし、

気軽に部屋に来訪する学生は減ってきた。教室内で叱った学生が謝りにく

ることはまったくなくなっていた。

　折しも、同僚のＹ教授から、最近の学生に対しては、どんな小さなこと

でも、認めて誉めているということを伺った。また、Ｋ教授の研究室では、

通常は利用する機会のない大辞典を複数用意しておき、学生に見にくるよ

うに、利用することができることを薦め、来室することを誘引しているこ

とをお見受けした。こうしたことを見聞して、私自身は、学生が変ってき

たことを知りながら、それに対応した態度をとっていないことを気付かさ

れたのであった。中学、高校在学中に、教員からも親からも、格別に誉め

られた経験のすくない学生とすれば、短大で教員から誉めてもらったこと

は、自分に対する自信にもつながったことであろう。親しい友人以外から

も、さほど認知されることが少ない者にとって、このことは、「認識を求め

る心」を満たしたに違いないのである。また、教室内で私語のために私か

ら叱られた学生は、叱責される原因を反省する前に、なぜ自分だけが見出

されて叱られたのかという不満、大勢のなかで叱られたという恥ずかしさ

の方が自身の感情を支配したのであろう。だから研究室へ行って謝罪する
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気持ちはなかったのであろう。

　私は、そこで、自分の年齢も考え、学生と会うときは、できるだけ話し

やすいような雰囲気づくりに務めるようにした。まず、こちらから話し出

すよりは、よい話の聞き手になるように努めている。そして叱るときは、励

しの意味で叱っていることを知らせる、つまり、相手の長所を探り出し、そ

の長所を伸すことによって、長所と裏腹にある短所をすくなくする、その

ように工夫するよう学生に伝えようと心掛けるようになった。しかし、完

全には軌道に乗ってはいない。最近もこんなことがあった。2001年3月、私

の担当外の科目であるが、その単位を落して留年になった学生がいた。そ

の学生は、再試日時の掲示方法がはっきりしていないので再試が受験でき

なかったと述べ、留年決定を納得しないのであった。私はその学生と2回出

会い、掲示方法に不備はなく、他の該当学生も認知していたことを告げ、本

人の不勉強と不注意による原因を説得した。母親とも会い納得させようと

した。遂には自宅に呼び、自己弁護の強さを他に善用するよう助言をした。

そして、新学期には、私担当の選択科目を履習し、従前のように怠けるこ

となく受講して、秋に卒業するよう固い約束を彼とかわしたものである。

そして、別の科目も履習することにして新学期は始った。彼は当初の3回

は、遅刻はしたが出席し私の講義に参加していた。しかし、その後はまっ

たく出席することはなく、そのことについて彼から何の連絡もなかった。

そして、学期末のレポート提出日になって漸く彼は姿を現わした。例に

よって遅刻でもある。私は彼の違約を責めた。裏切られたと叱った。結局

彼はレポートを提出することなく、私の科目で単位習得はなく、出席をと

らない他科目の履習で半年遅れで卒業していった。私の処置は当然と言え

よう。しかし、悔いは残る。

　学生の多くは、自分が行動を起す場合には「ひとまず」「一応」という軽

い動機付けであることは前に述べた。そして、その行動を持続しようと「な

んとかして頑張る」ための強さが欠けていることを、彼等は過去の経験か

ら知っている。そうであるならば、彼が私の講義を欠席しはじめた頃、私

はなぜ励し付きの叱責を彼にしなかったのか。三日坊主を自認して、恐ら
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く彼は恥じらい続け、来なくなったのであろう。私は彼の方に連絡して3回

出席したことは、「三日の縁（えにし）」があったのではないか、だから再

びその縁を復活したらどうかと注意すべきではなかったか。そしていまひ

とつ、現代の学生は孤独が実はこわいのである。自分を客観視して自己を

向上しようと自省することは1人になって考える必要があるが、学生の多く

は自分が1人になることは不安で恐れているのだ。ケイタイは今や若者の必

携のアイテムではあるが、情報革命の尖兵であるケイタイは、学生にとっ

て、同じ心理状態で、対処すべき問題についてなんの対策を講じていない

共通の仲間を認め合うことによって自分の不安さを癒し合うための道具で

もあるのである。そのようなことを思うとき、私は彼と同じ状況の仲間を

一緒にして、会ったり、励したり、そして叱るべきではなかったかと、今

となって私は思うものである。

結語に代えて

　教員の講義については、学生によるアンケート調査など自己点検の制度

が実施されている。アンケートの設問の仕方によっては、やや問題もあろ

うが、全体的な流れのなかで、教員自身の教授方法の工夫と熱意のひとつ

の刺激として評価されてよいと思う。

　しかし、アンケート調査の対象外で教員の責務として見逃すことのでき

ないことは、学生の資質の向上である。学生の人間としての育成である。人

間の寿命が長くなり、生活維持の年数が長期化したといっても、学生の一

般社会に適応するには足りない意欲や能力の幼児性を放任してよい筈はあ

るまい。

　昨年のこと、入学したばかりの学生と雑談をしていたときに、男子学生

から「あんた」と呼ばれてびっくりしたことがある。聞けば高校の先生か

ら「おまえ」と呼ばれ、先生を「あんた」と呼んでいたという。ＴＰＯに

おける敬語の使用方法は、文章表現法で教えるにしても、こうした基本的

な躾を体得させることも、高等教育機関と称せられる４大、短大でも、重

要な事柄である。いたずらに若者のマナーのないことを嘆き、公共心の浅



－ 16 －

短大教員生活についての所感

薄などを非難しても、その実は、わが国全体の傾向の反映として若者の言

動がある訳である。そうであるならば、教育界全体に指摘されるべき教育

の「育」の大切さを、短大でも４大でもともに十分認識すべきであろう。そ

してこのことは、文部科学省や大学当局は、大学院教授は別としても、大

学教員に対する旧来からの学術論文のみによる昇進評価方法は学生指導面

を含めて改変する必要があるであろう。それと同時に、いわゆる大学教授

という呼称が、いままでかもしだしている権威さの中味を、教員自身が再

検討しなければなるまいと思うものである。

以上　


