
教育問題研究会 
議事録

教育問題研究会

 iBooks Author



・新しい時代のグローバル人材育成について、教育の果たす役割  

・高等教育機関の国際競争力 

・基礎教育における課題 

などの、教育に関わる諸問題について、教育界と実業界のメンバーが集結し、 

「新しい教育のビジネスモデル構築」への模索・提言を行う目的で2011年から研究会を開催しています。

 
【研究会委員】　＊50音順 
　奥島　孝康	 （早稲田大学　元総長・名誉教授） 
　関口　和一	 （日本経済新聞社　論説委員・編集委員） 
　前原　金一	 （公益社団法人 経済同友会　副代表幹事・専務理事） 
　武藤　敏郎	 （株式会社大和総研　理事長） 
　村井　勝	 	 （TXアントレプレナーパートナーズ　代表・ファウンダー、コンパックコンピュータ株式会社　元社長） 
　鷲山　恭彦 	 （東京学芸大学　元学長・名誉教授） 
 
　岸田　徹	 	 （株式会社ネットラーニングホールディングス　代表取締役会長） 
　 
　【事務局】 
　　中村　久哉 	 （株式会社ネットラーニングホールディングス）　 
　　渋谷　高弘	 （日本経済新聞社　編集委員）

「教育問題研究会」とは
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◆ 日時：2012年1月25日（水）14：00～16：00
◆ 場所：東京帝国ホテル　4階　桂の間

◆ 出席者：
【ゲスト講演】　中嶋嶺雄 氏  （公立大学法人 国際教養大学　理事長・学長）

　
【研究会委員】　＊50音順 
　奥島　孝康 （早稲田大学　元総長・名誉教授） 
　関口　和一 （日本経済新聞社　論説委員・編集委員） 
　前原　金一 （公益社団法人 経済同友会　副代表幹事・専務理事） 
　武藤　敏郎 （株式会社大和総研　理事長） 
　村井　勝（司会） （TXアントレプレナーパートナーズ　代表・ファウンダー、コンパックコンピュータ株式会社　元社長）  
　鷲山　恭彦  （東京学芸大学　元学長・名誉教授） 
 
　岸田　徹  （株式会社ネットラーニングホールディングス　代表取締役会長） 
 
【事務局】 
　　中村　久哉  （株式会社ネットラーニングホールディングス）　 
　　渋谷　高弘 （日本経済新聞社　編集委員） 
　　藤田　耕司 （公認会計士•心理カウンセラー）

【傍聴】
山極清子氏  （株式会社wiwiw　社長執行役員）
相馬健夫氏  （株式会社ネットラーニングホールディングス　常勤監査役）

◆ テーマ：「高等教育機関の国際競争力と、グローバル人材育成」 
ディスカッションに先立って、教育の国際化とグローバル人材の育成について 
めざましい実績をあげておられる国際教養大学の中嶋嶺雄学長先生をお迎えし、 
「国際教養大学におけるグローバル人材の育成」についてお話を伺いました。

第３回 教育問題研究会 開催概要
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村井氏：本日は皆
さん、お忙しい中
お集まりいただき
まして、ありがと
うございます。本
日は大変先進的な
教育を実施されて

おられる中嶋先生にお越しいただきまして、お話をお
うかがいしたいと考えております。と同時に、本日よ
り経済同友会の前原金一さんにご参加いただきました
ので、岸田さんよりご紹介をお願いできますでしょう
か。

岸田氏：本日は皆様お忙しいスケジュールを無理にご
調整いただきましたこと、誠にありがとうございま
す。まず、今日から新しい委員として、経済同友会副

代表幹事専務理事の前原金一さんにお越しいただいて
います。前原さんは教育機関の理事長もされていた
り、教育に深く関わってこられて、教育問題に強い情
熱、改革の必要性を感じておられる方です。

本日ゲスト講演をお願いする中嶋嶺雄先生ですが、私
はずいぶん前からいろいろと著書を読ませていただい
ておりまして、東京外国語大学を退官される時の記念
講演の時にお会いさせていただきました。その後、同
友会にも何度かお出でいただいて、度々お話をうか
がっておりました。 
今日はどうぞ宜しくお願いします。

村井氏：中嶋先生のお話をお伺いする前に、問題の提
起ということで、タスクチームの方からの報告をお願
いしたいと思います。

セクション 1

問題提起ー現状報告
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藤田：それではまず問題提起ということで、教育の現
状について調査結果を簡単にご紹介させていただきた
いと思います。

カテゴリーを大きく3つに分けておりまして、一つ目が
世界における日本の大学の評価の状況、二つ目に評価
があまり高くないことの要因は何か、そして三つ目に
グローバル人材に求められる能力は何か、ということ
について簡単にまとめさせていただいております。

まず、一つ目。世界の大学ランキング、アジアの大学
ランキングを掲載しております。いろいろな機関が出
している指標がございますが、そのうちの一つです。

世界の大学ランキングをご覧いただきますと、東京大
学が25位、以下日本の大学がランクインしている状
況、一方でアジアの大学ランキングをご覧いただきま
すと、10位以内に何校かがランクインしている状況で
ありますが、1位～3位には近年ランクインしていな
い、という状況であります。

Quacquarelli Symonds　世界の大学ランキングQuacquarelli Symonds　世界の大学ランキングQuacquarelli Symonds　世界の大学ランキング
2011 2010 大学名

1 1 ケンブリッジ大学　(英）
2 2 ハーヴァード大学　(米）
3 5 マサチューセッツ工科大学-MIT　(米）
4 3 イェール大学（米）
5 6 オックスフォード大学　(英）

… … …
25 24 東京大学（日）
32 25 京都大学（日）
45 49 大阪大学（日）
57 60 東京工業大学（日）

Quacquarelli Symonds　アジアの大学ランキングQuacquarelli Symonds　アジアの大学ランキングQuacquarelli Symonds　アジアの大学ランキング

2011 2010 大学名

1 2 香港科技大学　(中）

2 1 香港大学　(中）

3 3 シンガポール国立大学　(ｼﾝｶﾞﾎﾟｰﾙ）

4 5 東京大学　(日）

5 4 香港中文大学　(中）

6 6 ソウル大学　(韓） 

7 8 京都大学　(日） 

8 7 大阪大学　(日） 

9 9 東北大学　(日） 

10 11 東京工業大学　(日） 
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世界の大学ランキングの上
位20位のうち、アメリカの
大学が13校ランクインして

おりまして、比較的高い評価を受けているといった状
況であります。

次に文系別、理系別のランキングについて見ていきま
す。文系科目についてご覧いただきますと、まず会
計・財務の科目については東京大学の22位をはじめ
に、大阪大学が100位～150位の間にランクイン、一橋
大学が151位～200位の間にランクイン、以下200位以
内では、ランクインしている大学は特になしという状
況です。その他、経済科目、政治・国際社会科目につ
いてランキングを掲載させていただいております。法
律科目、社会科学科目については200位以内にランク
インしている日本の大学はございませんでした。

一方で、理系科目についてご覧いただきますと、化学
について東京大学が13位、京都大学が25位等々、全般
的に文系科目よりも理系科目の方がより高い評価を得
ているという傾向が見られました。ただ、IT・情報工

学については理系科目の中ではそれほど高くはない評
価でした。以上、世界における日本の大学の評価につ
いてご説明させていただきました。

＜文系科目＞ 　Quacquarelli Symonds　科目別大学ランキング（日本）＜文系科目＞ 　Quacquarelli Symonds　科目別大学ランキング（日本）＜文系科目＞ 　Quacquarelli Symonds　科目別大学ランキング（日本）＜文系科目＞ 　Quacquarelli Symonds　科目別大学ランキング（日本）＜文系科目＞ 　Quacquarelli Symonds　科目別大学ランキング（日本）＜文系科目＞ 　Quacquarelli Symonds　科目別大学ランキング（日本）＜文系科目＞ 　Quacquarelli Symonds　科目別大学ランキング（日本）＜文系科目＞ 　Quacquarelli Symonds　科目別大学ランキング（日本）

（会計・財務）（会計・財務） （経済）（経済） （政治・国際社会）（政治・国際社会）
2011 大学名 2011 大学名 2011 大学名
22 東京大学 26 東京大学 15 東京大学

100～150大阪大学 51～100 京都大学 46 京都大学

151～200一橋大学 101～150 一橋大学
以下200位以内に該当な
し
以下200位以内に該当な
し

以下200位以内に該当なし以下200位以内に該当なし 151～200
早稲田大学、大阪大
学

151～200
早稲田大学、大
阪大学

151～200
早稲田大学、大阪大
学

＜理系科目＞ 　Quacquarelli Symonds　科目別大学ランキング（日本）＜理系科目＞ 　Quacquarelli Symonds　科目別大学ランキング（日本）＜理系科目＞ 　Quacquarelli Symonds　科目別大学ランキング（日本）＜理系科目＞ 　Quacquarelli Symonds　科目別大学ランキング（日本）＜理系科目＞ 　Quacquarelli Symonds　科目別大学ランキング（日本）＜理系科目＞ 　Quacquarelli Symonds　科目別大学ランキング（日本）＜理系科目＞ 　Quacquarelli Symonds　科目別大学ランキング（日本）＜理系科目＞ 　Quacquarelli Symonds　科目別大学ランキング（日本）

（化学）（化学） （物理）（物理） （IT・情報工学）（IT・情報工学）
2011 大学名 2011 大学名 2011 大学名
13 東京大学 11 東京大学 35 東京大学

25 京都大学 22 京都大学 51～100
京都大学、東
京工業大学

51～100
大阪大学、東北大
学
東京工業大学

51～100
大阪大学、東北大学
東京工業大学

151～200
慶応大学、大
阪大学

101～150
慶応大学、名古屋
大学

101～150 名古屋大学 以下200位以内に該当なし以下200位以内に該当なし

151～200
早稲田大学、筑波
大学北海道大学、
九州大学

151～200 早稲田大学
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次に「国際的評価の低さの要因」として、考えられる
要因をいくつか記載させていただいております。

1.教育に対する政府の支出割合の低さ
2.政府との関係における主体性・自立性の低さ
3.第三者的な大学評価機関の整備状況
4.大学教員の評価方法（教育活動に対する意識の低さ）
5.比較的容易に卒業可能なカリキュラム
　（単位認定要件、予習・復習の必要量等）
6.受動型の授業スタイル

1.　教育に関する政府の支出割合の低さ。この支出割
合とは教育に関する支出を政府の総支出若しくはGDP
と比較した場合の割合を意味します。この割合は諸外
国と比較した場合、極めて低く、先進諸国の中では最
下位という状況になっております。

2.　政府との関係における主体性・自立性の低さ。

3.　第三者的な大学評価機関の整備状況。アメリカ、
イギリスといった国々と比較すると第三者的な評価機
関が日本では未整備な状況です。

4.　大学教員の評価方法（教育活動に対する意識の低
さ）。教員の活動を教育活動、研究活動の2つに大別
した場合に、論文の作成、自らの専門の学問の研究と
いった研究活動にウェイトを置いている教員の方が多
いようです。教員評価の方法が論文や研究内容に重き
を置いていることに起因するものではないかと考えま
す。

5.　比較的容易に卒業可能なカリキュラム。欧米の大
学と比べると、日本の大学は、入学は難しいけれど
も、卒業は比較的簡単といった状況を指したもので
す。

6.　最後に、受動型の授業スタイル。主に講義形式の
授業スタイルのことを意味しておりまして、ディベー
トやディスカッションといった、学生が自らの意見を
述べたり、プレゼンテーションする機会があるカリ
キュラムが欧米の大学に比べると少ないという状況を
意味しております。
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以上、6項目について記載させていただきましたが、こ
ちらのテーマに関しての実情やお考えをこの後、中嶋
先生からおうかがいできればと思います。

続きまして、「グローバル人材に必要とされる能力」
という項目に移りたいと思います。このグローバル人
材に必要とされる能力というのは一概にこれが必要だ

と言い切れるものではないと思いますが、参考として
経済産業省の産学人材育成パートナーシップグローバ
ル人材育成委員会という組織から出されている報告書
に記載されていたものを抜粋させていただいておりま
す。

①社会人基礎力、 
②外国語でのコミュニケーション能力、 
③異文化理解・活用力

の3つが掲載されております。これ以外にも必要な能力
はあると思いますが、こちらの点に関しましても中嶋
先生の方からご意見、実情をお伺いできればと考えて
おります。

以上、簡単ではございますが、現在の日本の大学の実
情と問題提起ということで発表させていただきまし
た。

村井氏：ありがとうございました。
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本日は日本経済新聞社、ネットラーニング社から、オ
ブザーバーとしてご参加されておられる方々がおられ
ますのでご了解いただきたいと思います。

それでは早速ですけども、中嶋先生にお話を頂戴し
て、その後、皆さんでご議論していただきたいと思い
ます。
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中嶋氏：今日は高
等教育を非常に熱
心に研究されてい
る方々の会にお招
きいただきまし
て、ありがとうご
ざいます。

私どもはグローバ
ル化ということを
強く打ち出してお
りまして、国際化

というのも日本はまだこれからだという状況にあるに
もかかわらず、世界ではグローバル化がどんどん進ん
でしまっているという状況です。

国際化というのは国と国との水平的な関係を意味する
ものと考えております。これに対してグローバル化と

いうのはまさにここ20年のことなのではないかと思い
ます。私の調査では国際化という言葉が初めて使われ
たのは1945年2月のヤルタ協定の中で、「旅順、大連
を国際化する」という言葉が出てきておりまして、こ
こで初めて使われております。

一方で、グローバル化という言葉は、1944年にカナダ
の社会学者がプラネタリー・デモクラシーという本を
書きまして、その中で初めてグローバリズムという言
葉が使われております。言葉としては以前からありま
すが、実際にグローバル化が行われたのはここ20年。
20年と言うのはまさに東西冷戦体制の崩壊、ベルリン
の壁が崩れたのは1989年の天安門事件と同じ年です
ね。ソ連の崩壊は1991年。と同時にちょうどその頃IT
革命が起き、ITが発達したことによって時差に関係な
く世界が一つにつながりました。まさにグローブ、地
球ですね。地球全体が一体となっていきました。

セクション 2

国際教養大学におけるグローバル人材の育成
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これを我々の大学に即してお話しますと、現在131の
提携校があります。そこに学生を派遣していますの
で、私を含め、大学全体が何かあった場合に、提携校
としょっちゅう連絡をとっています。国際センターの
ディレクターは夜も昼も出てきて仕事しています。図
書館も24時間365日開いております。

最近の例ですと、エジプトのジャスミン革命の時期に
はエジプトの提携校に4人留学していたものですから、
しょっちゅう連絡をとって一旦エジプト国外に出しま
した。アメリカのハリケーンの時も、たまたまアメリ
カの提携校の近くをハリケーンが通りましたので、安
否を気遣って頻繁に連絡をとっていました。タイの洪
水の時も、うちの大学から4人行っておりまして、提携
校の近くまで水がきましたので、安否を気遣っており
ました。そういうことを日常的にやらざるを得ないよ
うな大学体制が必要で、これがまさにグローバル化と
いうことなのではないかと思います。

その状況の中で、日本の大学ということを考えた場
合、「知の鎖国」が続いている。日本の多くの大学

は、日本人が日本語で日本人を対象に教育を行ってい
る。大学というのはまさに世界に開かれた「知の拠
点」でなければいけませんから、そういう状況が依然
として多くの日本の大学を支配しているというところ
に根本的な問題があると思います。

早稲田の国際教養学部、ICU、大分のAPU、秋田の国
際教養大学でグローバル４という協定を結びました。
お互いに日本の大学をこれからのグローバル化に向け
て引っ張っていこうではないかと。早稲田の国際教養
学部ができたのも、秋田の国際教養大学ができたのも
ちょうど同じ2004年で、APUはもう少し前にできまし
た。ICUはLiberal Arts（教養）の大学として従来から
グローバルな状況になりつつあると。そういう４大学
が提携を致しましたが、多くの日本の大学はなかなか
そういう状況にはいかない。

私の考えますに、まさに世界がグローバル化し始めた
1990年代に当時の文部省は大きな間違いをしたと思い
ます。その大きな間違いと言うのは大学設置基準を緩
和したことです。緩和したのはいいけれども、その結
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果、各大学では学部において一番肝心な教養教育をほ
とんど消してしまい、私学のほとんどは教養教育なん
かいらないと判断し、国立大学も東大の教養学部が形
としては残っていますけども（私もその大学院に在学
していたわけですが）、その当時と今とではずいぶん
と状況が違っております。例えば、国際関係論という
分野を大学院で学んだわけですけども、今では国際関
係論は総合文化研究科の中の一セクションになってし
まっています。アメリカ研究の本間長世さんだとか、
中国研究の衛藤瀋吉さんとかがいらっしゃった、そう
いう時代の影もない状況になってしまっています。そ
こにも大きな問題があると思います。

教養教育が消えてしまったという状況は、時代と逆行
しているんですね。その点に我々は大きな危機感を感
じまして、Liberal Artsを中心とする大学を創りたい、
その場合のLiberal Artsというのは最近亡くなったス
ティーブ・ジョブズが言っているんですけども、

Why Apple is so successful?

Appleがあんなに成功したのは常にLiberal Artsを考え
ていたからだということが、言ってみれば彼の遺言で
すよね。我々は非常にメカニックな時代に入ってきて
いますけども、そういうテクノロジーが発達すれば発
達するほど、教育の原点であるLiberal Artsを重視しな
ければならないということを、スティーブ・ジョブズ
も言っているわけですね。特に、これからはグローバ
ル化の時代ですから、外国とのコミュニケーションに
ついて考えていかなければならない。そこには
International Liberal Arts、国際教養が重要ではないか
と、そういう思いで秋田に国際教養大学を立ち上げて
きました。

今日は、そんな我々の大学の現状をご紹介させていた
だきたいと思います。

国際教養大学というのは丘の上にある森の中の大学で
して、本当に環境が良く、外国人の多くのお客様が毎
日のようにいらっしゃいまして、アメリカのニュー
ジャージーやニューハンプシャーのカレッジのような
雰囲気があると言っていただいています。

11

 iBooks Author



キャンパスの中の半円形の建物が24時間開いている図
書館でして、この森を抜けたところに私が常駐してい
るゲストハウス、これは県が創ったホテルなんですけ
ども、そこをゲストハウスにしています。丸い建物が
多目的ホールで、音楽の演奏会と体育施設を兼ねるよ
うな、しかしコンサート仕様の多目的ホールとなって
おります。その上にあるのが寮です。うちは全寮制で
原則として外国人とルームシェアすることになりま
す。約8割がこのキャンパスで住めるようになっていま
す。

図書館は大変評判がよいのです。秋田杉で出来ており
ます。建設にあたり秋田県議会が予算を削りまして、
その理由として秋田からの学生が少ないとのことだっ
たんですが、完成までにはいろいろと県議会と折衝し
ました。

それから空港から近いんですね。週のうち何度も日帰
りが出来ます。空港から車で5分ですね。こんな環境に
あります。

入試と卒業を一番重要視しています。入試は重要な関
門です。まずセンター試験の見直しをしました。セン
ター試験というのは国公立が私学に対して学生を先に
囲い込むためのストラテジーなわけで、なんらの法的
根拠はないのです。センター試験が決めた日程で国公
立大学が足並みをそろえて入試をやる必要はない。文
科省、入試センター、公立大学協会と事前に折衝しま
して、センター試験を受けさせるけども、日程的には
国公立、私学と併願出来るようにしました。

その入試制度が良かったのか、開学当初から20倍前後
の競争率になりました。4月入学と秋入学の両方をやっ
ておりますが、いずれもかなりの競争率となっていま
す。間もなく始める一般選抜は22.2倍、昨年は24.3
倍、と受験生人口が減っている中で、そういう競争率
を維持しています。

授業料は今年から国公立大学ではうちだけ3割上げま
した。にもかかわらず、そのことについてのクレーム
は一切ありません。535,800円というのが国公立の授
業料ですが、それを697,000円に上げました。うちに
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納める授業料でアメリカなどの大学にそのまま留学で
きるんですね。提携校を作っていますので、例えば、
カリフォルニア大学の一年間の授業料は最近の円高で
換算しても2,880,000円。ということは、我々の大学は
535,800円で留学できる。ですので、先方はなかなか
席を譲ってくれない。そこはタフな交渉が必要なんで
すが。そういう状況ですから、授業料は多少上がって
も文句が出ないんですね。

入試の中で特徴的なのが、暫定入学というものです。A
日程は3教科、B日程は5教科、C日程は英語だけで、英
語は全部小論文なんですが、不合格者の中には総合点
では不合格だけども、英語の点がとても良い人がいま
す。そういう人を科目等履修生として暫定入学させ
て、一年後にGPA（評定平均値）という評価基準をク
リアーし、単位数が一定以上とれればそのまま2年生に
上がれるんですが、2年生になった時点ではじめて入学
という扱いにしています。

これが開学以来、とても良いシステムとなっていま
す。これで入った学生は全員が伸びていますね。です

から、私どもの大学は「入ってから伸びる大学」とい
うランキングで非常にいいランクです。東京外大は合
格していたけども、東京外大を蹴って、国際教養大学
を暫定入学で入った学生がいまして、彼は入学後本当
に伸びまして、最終的にはトップで卒業し、モルガ
ン・スタンレーに就職した学生がいました。そういう
風に考えると人生を1点差で切ってしまうというのがい
かに正しくないのかということを実感しております。
ボーダーラインの答案は場合によってもう一度答案を
チェックし、私自身もチェックします。

比較的小さい規模だからできるというのもあるのです
が、うちの定員は100名から始めて今は175名。将来的
には200名までもっていきたいと思っています。大学院
は30名定員のグローバル・コミュニケーション実践研
究科という専門職大学院があります。一番倍率が高い
のはC日程で英語一科目ですから。ここは予備校のラ
ンキングだと東大理Ⅲの次に位置するランクになって
います。
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卒業につきましては、卒業率は50％前後です。これは
むしろ学生本人の自主性に基づいてそういう％になっ
ています。もちろん留学するためのTOEFL550点がな
かなかとれないので、それが原因となっていることも
あります。TOEFL520～550点はなかなか壁が高い。も
ちろん入ってきた学生の中にははじめからTOEFL600
点、TOEIC900点前後という人もたくさんいる。例え
ば、アメリカの高校を卒業してくる人は6月にその高校
を卒業して8月に本学の試験を受けて9月に入学する。
そういう学生は英会話はよく出来るので、アカデミッ
ク・リーディングをきちんとやらせる。そういう学生
がいる半面、はじめて秋田の田舎から出てきて外国人
と会話をするという学生もいる。そういった学生を能
力別に編成して授業をやります。開学時の入学者の
TOEFLの平均は470点でした。今は520点です。数年間
でTOEFLの平均スコアが50点程度上がりました。

そういう環境の中で、せっかく留学した成果をきちん
とまとめたい、あるいは図書館が非常にいいので、も
う少しこの環境で勉強したい、そういった理由で卒業

率が50％前後になっています。ただ、8月卒業もできま
すから、8月まで卒業を伸ばすと約80％の人が卒業し
て、1年間長くいると90％の人が卒業しています。ハー
バード大学を調べてみると卒業率は50％前後です。そ
ういう風にグローバルな状況に自然になるようにstep 
by stepのきめ細かいカリキュラムにしています。

今、東京大学の秋入学が話題になっていますが、入学
式だけを秋にしてもそれだけではグローバル化しない
んですね。まずはカリキュラム改革が大事です。大学
にとって一番大事なのはカリキュラムです。

我々のカリキュラムは何年かにわたって改革してきま
した。まず入学してTOEFLでクラス分けをします。そ
して英語集中プログラムのEAP（English for Academic 
Purposes）のⅠ～Ⅲを受けてもらいます。これは日常英
会話ではなくて、アカデミックな英語を学ぶ。EAPを
修了するためにはTOEFL500点以上の力が必要です。
ただ、Academic ReadingはEAPではやりません。その
後にはもう一回英語の基礎をやるのです。特に英作文
Ⅰ、Ⅱ、これはかなりハイレベルの英作文をやります。
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図書館をしょっちゅう使うことになりますが、洋書を
中心に調査資料を準備しています。図書館の横には言
語異文化学習センターというのがありまして、自分で
自主学習できるような、例えばCNNのラジオ、テレ
ビ、こういったものを何回も聴いて満足いくまで繰り
返す。それから少人数のクラスがたくさんありまし
て、ディベート、ディスカッション、先生もその中に
入って、という風に言語教育の基礎を学んでもらって
いる状況です。Academic Readingは一晩のうちに何冊
もの本を読ませるというアメリカの大学と同じような
ことをやらせております。そういう状況が外国語の教
育にあるということですね。

日本の大学には本当に必要なコースがなかなかない。
例えば、これから世界の人口はどうなるかということ
は大事だということで、人口学（Demography) を教え
ています。それからセキュリティ（安全保障）も大事
です。安全保障の問題は、沖縄の普天間の問題、中国
の海洋戦略などを含めて、そういうことを大学ではや
らないんですね。私は東京外国語大学でロンドン大学

の先生をお招きし、ディフェンス・エコノミクス（防
衛経済学）という授業を一年間やってもらいました。
それでもだいぶん抵抗がありました。つまり、防衛問
題はタブーなんですね。だけど、一番大事な問題です
ので、うちの大学では日米関係、沖縄問題などセキュ
リティはきちんとやってもらいます。学生たちもそう
いう関心が非常にあるんですね。

９月入学の状況ですが、今年は留学生が116人入学し
て、英語の入学式をやりましたが、こういう光景が日
常的になっています。もう一つうちで重視しているの
が、芸術科目です。スズキ・メソード・アンサンブル
というのは、多くて10人くらいの生徒にバイオリンを
弾きながら講義をする。それらを含めてカリキュラム
を充実させることが一番大事ですね。

あと、このカリキュラムには全部「インターナショナ
ル・コード」が付いているんですね。カリキュラムに
インターナショナル・コードを付けることで、外国の
留学生が秋田に来る前に秋田で一年間どういう授業が
とれるのかが分かるんですね。例えば、社会学入門で
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あればSOC100番代であるとか、応用的な社会学であ
ればSOC400番代であるとか、そういうカリキュラ
ム・コードがほとんど日本の大学ではついていない。
ですから、海外からの留学生は非常にそれで満足して
いますし、うちの学生も全員が留学しますけども、留
学先で科目登録にほとんど困らないんですね。

ほか、GPA制度、評定平均値、これをやっているとこ
ろがまだまだ少ないですね。うちの大学は12段階です
けども、ほとんどの大学はABCDの4段階くらいでやっ
ていますから、それだと単位互換が非常にしにくいん
ですね。うちは全科目で単位互換をしていますけれど
も、時間をかけずに事務的に単位互換をするスキーム
でして、一番日本の大学が入っている「umap （アジ
ア太平洋大学交流機構）」のスキームを使うと、エラ
スムスの計画からきたヨーロピアン・クレディット・
トランスファー・スキームにならっていますから、単
位互換がもつ誤差が少ないんですね。アメリカの大学
とは1：0.9くらいで互換できまして、0.1くらいの誤差
は出ますが、それはいろいろな準備等で対応すること

にしてもらって、ほとんど1：1で互換できます。そう
すると留学先でとってきた単位、一年間で30単位前
後、3単位のセメスター制をとっていますが、これをき
ちんと互換できないといけないですね。

こういったところをきちんと整備しないと、留学生の
交換といってもなかなかうまくいかないんですね。ハ
イポリティクスではうまくいっても、ローポリティク
スでうまくいかなくなってしまう。

日本の大学院の場合、日本に来て、日本語で面接をす
る大学院がほとんど。そこに大きな壁があるんです
ね。コストもかかります。我々が外国の大学院を受験
させる時に、いちいち外国まで行かせないですね。と
ころが、日本ではだいたいが日本まで来させる。です
から、うちでは専門職大学院は全部9月入学にして、書
類審査だけです。日本人以外にも海外からの出願が増
えています。1年生から交換留学で入ろうとする留学生
もいまして、センター試験を受けずに入ってくる学生
がいます。APUがそれをやっているんですけども、海
外から高校生を受け入れて4年間大分に住まわせて、そ
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れで日本の企業に就職させています。最近の留学生は
非常に優秀で、日本の学生が安穏としていることと比
べると留学生は非常にレベルが高い。アジアから来る
留学生も非常にレベルが高いですね。そういったシス
テムをいろいろやっていかないと、ただ9月入学をやっ
ただけでは問題は解決しないですね。

留学生定員を日本ではほとんど明示していないです
ね。「若干名」とあるだけなんですね。そうすると、
留学生にとってはどれだけ入れるのかという点で不安
になりますので、うちでは明示するようにしていま
す。それらのことを含めて、入試の状況は全部公開し
ています。

卒業先の就職先についてですけども、昨日も神戸製鋼
の方が面接したいということで、いろいろな大手の企
業さんがずっと来てくれていますね。女子学生が多く
て、7割近くが女性ですので、これが大きな問題でもあ
るですけども、その女性がほとんど総合職で就職して
います。最近、週刊ダイヤモンドで「就職に強い大

学」ということで、一橋大学、京都大学についで、国
際教養大学を第3位に選んでもらっています。

難易度が最近高くなってきていまして、東大、早稲田
と併願する学生が多いんですけども、受験勉強的によ
くできるけども、もっとたくましく国際社会で一旗あ
げようといった学生がだんだん少なくなってきてい
る。「サンデー毎日」で進路指導教諭が勧める大学と
いうコーナーで、小規模だが評価できる大学、国際化
教育に力を入れている大学ということでいずれもトッ
プに紹介されています。

最後に、今、抱えている問題ということで、公立大学
ですと、県あるいは県議会との関係、これが一番悩ま
しいところです。例えば、入学者の秋田枠は一応設定
しているんですけども、どうしても世界全国から学生
から来るものですから、それは秋田県にとって本当は
いいことなんです。秋田県は今、人口も減ってきてい
ますし、高齢化も進んでいますし、そういった中に世
界から毎年、一学年分の百数十名の学生が来てくれる
というのは秋田県にとってもいいことなんです。どう
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もその辺の視野が県議会は狭いと言うか、地方政治の
しがらみがあります。

128名の秋田県出身者が入学しているんですけども、当
初の中期目標では秋田出身者を3割としていましたが、
3割はとてもじゃないけど入らないんですね。15～
16％にとどまっていて、東京、大阪からの出身者が非
常に増えてきています。そういったことが独立行政法
人ですので、首長が変わるたびにいろいろともめる。
先日、大阪府の講演会に行ったのですが、大阪の話で
いくと、大阪府立大学と大阪市立大学とでは橋本市長
の理論からいくと統合しなくてはいけない。そういう
ような問題がいろいろ出てくるんですね。

公立大学は今まで国立と私学の間に挟まれて、文科省
の分掌でも公立大学というセクションがなかったりす
るんです。ですので、開学当初からかかわってくれて
いる役人の方にお願いして高等教育局の中に公立大学
係というのを作ってもらいました。そういう状況なん
ですね。ところが、公立大学というのは、これからの

人口の一極集中を緩和し、地方に若者を吸引するとい
う効果があるんです。

秋田空港から近いということもありましたが、例え
ば、私が海外出張するときは、秋田、ソウル、ウラジ
オストック、モンゴルのウランバートルとか、サンフ
ランシスコ、ソウル、秋田とか、そういう風に世界と
日本の地方をつなぐ交通網が発達している時代に入っ
ています。今後、地方の国際ターミナルもかなり充実
させるみたいです。

そういうわけで、いろいろな教育改革をやってきたわ
けですが、今、日本において本当に真剣に教育改革を
やらないと、さっきのランキングよりももっと落ち込
んでしまいますよ。

以上で、私の発表は終わらせていただきます。
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村井氏：大変素晴らしいお話をありがとうございまし
た。皆さま、ご質問、ご意見、ございましたら、どう
ぞ。私の方から一つご質問させていただきたいのです
が、海外からいらっしゃった留学生の方が卒業なさっ
た後、どういうキャリアを積まれるのでしょうか。

中嶋氏：海外からきた留学生はこれから卒業する方が
出てくる状況です。大学院生はいろいろなところに
行っています。例えば、大学院でグローバル・コミュ
ニケーションを専攻された方は、日本語教育、英語教
育、それから発信力、発信力というのは放送とかメ
ディアでかなりのレベルの英語が求められるのです
が、それから同時通訳などですね。英語教育は教員採
用で、国際教養大学は専門職大学院ですから専修免許
がとれるので、秋田県の教員にもなっています。

秋田は観光で売り込もうとしていますけど、教育で売
り込むべきだと思いますね。小中学校の学力レベルが
4年連続で全国トップですよ。公立大学が間もなく3つ
になりますけど、公立大学が一つの市の中に3つある
というのは他にないと思いますね。そういう意味では
教育を売りにして欲しいと思っています。

セクション 3

ディスカッション
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村井氏：先生のお話をお伺いしていまして、シンガ
ポール国立大学のことを思い出しまして、あんなに小
さな国で物理的に面積が小さい中で、大学の設備は大
変なものですね。やはり国家戦略の一つとして教育と
いうのをどんと据えているように思いますけど。

中嶋氏：おっしゃる通りで、我々はシンガポール国立
大学とナンヤン工科大学からシンガポールの学生を受
け入れておりますけども、向こうから来る学生は非常
にレベルが高いですね。こちらから学生が行く場合で
も、TOEFLが550点以上ではなく、580点以上ないと受
け入れてもらえないんですね。それからアジアで最近
非常にレベルが高いのは香港大学。香港大学はさっき
のランキングにも出ていましたが、我々は幸いにして
香港大学に5つの席を持っておりまして、こちらから5
人の留学生を送れますし、向こうからも5人の留学生を
受け入れることが出来る状況です。

村井氏：あともう一つ、今までの会議で皆さんが共通
しておっしゃっていたのが、Liberal Artsですね。日本
のLiberal Artsの中身を相当改善しなければいけないと

いうことだったのですが、もし、グローバルというこ
とで視点を絞って考えるならば、Liberal Artsの本来あ
るべき姿というのはどういうものでしょうか。

中嶋氏：学部は本来Liberal Artsを学ぶところだと思い
ます。本当の専門は大学院に行ってからですよ。そこ
まで行かないと。国際的に見た場合、役人の方も政治
家もMBA等のキャリアを積んでいる方が非常に多いで
すよね。何もすぐに就職活動するのではなくて、そう
いうキャリアを積むための期間を設けるようにしてい
くのがいいと思います。

岸田氏：開学して8年になりますが、これからどういっ
たところに重点を置いていかれるのでしょうか。

中嶋氏：一つは県議会をなんとか説得して、寮ももう
少し増やして、学生の定員を200名までもっていきたい
ですね。現状は175名ですが、費用対効果の面からす
るとどうしても200名までもっていきたいですね。県議
会がいろいろと文句をつけるんですが。運営費交付金
も少しずつ減らされているんです。その分を世界展開
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力に関する文科省の大きなプロジェクトに公立大学で
は唯一、我々の大学が採択されまして、その分の交付
金で補ったりしています。

前原氏：ちょっと私の方から応援演説を。私は中嶋先
生と親しくさせていただいていますが、大学を拝見さ
せていただきまして、3つ心に残ったことがございま
す。

一つは、私は保険会社の経営もしておりましたので、
従業員がどういう顔つきで仕事をしているかというの
が非常に大事に思っています。国際教養大学にお邪魔
した時に案内して下さった職員の方に、「君どこから
来たの」と聞いたら「県から来ました」と。非常に嬉
しそうな顔して仕事しているんですね。「ここの職場
はどうですか」と聞いたら、「ここに来れて本当に
ラッキーだった」と、嬉しいと言うんですね。普通、
大学に行けと言われるとしょぼくれて行くのですが、
それが全く違う状況だったということで、私にとって
は嬉しかったですね。

二つ目は、秋田の同友会で講演をしたのですが、その
時に国際教養大学という日本の将来のモデルになるよ
うな学校を作って我々に示してくれたと、これは秋田
県の誇りだし、日本の誇りだと言いましたら、地元の
皆さんはきょとんとしているんですね。私の言ってい
る意味が分かっていない。地元の人がまだまだよく分
かっていないのではないかなと。それで、ことあるご
とに私は宣伝していかなければいけないなと思いまし
た。教育の内容もいいし、授業参観もしましたが、学
生が活き活きと勉強している。本当に素晴らしいと思
いました。

三つ目は、先生はあまりお触れになりませんでした
が、パンフレットに、提携されている131校の大学の
紹介がされていますが、これは中嶋先生でなければこ
ういうことはできないのではないかと思います。私も
学校の経営をしておりましたが、とても足元にも及ば
ないというか、これはすごいことだと思いました。
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中嶋氏：最初はなかなか海外提携も簡単ではなかった
のですが、最近は先方の方から引き合いがある状況で
すね。

関口氏：一つお聞きしたかったのは、立地のことなん
ですが、大学生活を送る上で、昔からある街で過ごし
たいというニーズは国内から来る人、海外から来る人
にもあろうかと思いますが、そういう意味でのハン
ディ、不利な点はありますか。また、それと関連して
新潟に国際大学がありますが、そことの比較でこうい
うことが言えるということがあればお聞きしたいです
ね。

中嶋氏：確かに何もないところですね。学生は勉強す
るしかないです。ただ、アメリカ式と言ってもいいん
ですが、秋田もかなり田舎ですから、そこに大きなイ
オンのショッピング・モールが出来ておりまして、そ
こへバスを出すようにしておりまして、アルバイトも
そこでやって夜遅く返ってこれるようにしています。
それから、秋田市内ですが、秋田市内に行くまでには
車で30分以上かかりますね。早稲田などのような学生

街はないですね。ただ、アメリカの大学なんぞはこう
いう大学ですから、外国から来た方は、むしろ喜んで
いるんです。ウィンター・プログラムで先日、台湾の
淡江大学から学生が来た時に、朝、台北を出て、その
まま秋田に来て雪遊びが出来ると喜んでいました。そ
れから温泉がある。是非皆さんも一度、秋田に来てい
ただきたい。大歓迎致しますので。

一つ付け加えると、職員のレベルが非常に高い。国立
大学の職員と比べると雲泥の差です。もちろん国立大
学にも優秀な方もいるかと思いますけれども、レベル
が違う。

関口氏：留学生は日本語を覚えるんですか。

中嶋氏：日本語教育を選択している人は日本語を覚え
ます。ただ、全ての授業は英語でやっていますから、
日本語の勉強するのにも英語での講義となりますね。

関口氏：新潟国際大学との比較はいかがですか。
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中嶋氏：あそこは大学院大学ですよね。学部がない大
学院大学が田舎にできるというのはある種の限界があ
るのではないかなと。学部があった上での大学院でな
いと。

岸田氏：イギリスのオープン・ユニバーシティという
のがありまして、インターネット上で今、23万人くら
いの受講生がおりまして、今、私は無謀にもMBAを受
講し始めているんですよ。1dayスクールなど、年に1週
間くらいスクーリングがありますが、あとは日々ネッ
トで受講しているんですね。

国際的な教育を展開していく場合に、こういうネット
の活用についてはどうお考えですか。

中嶋氏：いろいろな見方があると思いますが、私は
キャンパスライフが大事だと思っていて、大学生活と
いうのはそういうものだと思っています。もちろん
ネットについても色々な方法があると思いますね。で
もやっぱり教師と日本人の学生と海外の学生とが混じ
り合う環境が必要だと思いますね。

渋谷氏：日本の全体のレベルを上げるには他の大学と
か高等教育機関もこういった形になっていかなければ
いけないと思うのですが、今までやってこられた中で
御苦労をされたことと、それから他の大学が変わって
いくためにはどういう道のりや仕組で変わっていけば
よいのかについて教えていただけますでしょうか。

中嶋氏：先ほどはガバナンスについてあまりお話しま
せんでしたけども、教授会がほとんど意思決定に参加
していないということです。教授会はだいたい30分前
後で済ませます。それも毎月ではなくて、セメスター
の始めと終わりだけにしています。ですから、精神衛
生上非常によいですね。それは初めからそういう約束
にしていますし、学則にも書いてありますから。

その代わり代表制の教育研究会議と大学経営会議は月
に1回、かなり時間をかけてやります。東京外大では本
当に大変だったんですよ。夜中まで教授会やっても何
も決まらないとか、英語改革自体もなかなかできな
い。
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教員の体質はほとんど変わっていないですよ。外大は
学士会館で大学法人化の学長会議があって、外でゼッ
ケンを付けた見たことのある教員が反対運動をやって
いるわけですよ。後で調べたらその日は授業がある日
で、彼は授業をさぼって組合活動やっているわけです
よ。

今、国際教養大学は非常に爽やかで、キャンパスの中
央に日本の国旗と県旗と大学旗が青空に翻ってとても
爽やかで、海外の留学生は非常に喜んで、日本に来た
んだから日本の日の丸の写真を撮りたかったと。でも
それがなかなか外大では出来なかった。今でも東大、
京大は国旗を日常的に出していないですね。

武藤氏：人事は教授会ではなく大学経営会議で決めら
れていますか。

中嶋氏：そうです。教授会ではなく、経営会議で決め
ています。

武藤氏：それから運営費交付金というのは県から出て
いますか。

中嶋氏：はい、県から出ています。

武藤氏：授業料を30％引き上げられていますが、県議
会は運営費交付金をあまり増やしたくないということ
を言っているわけですよね。そこで授業料引き上げと
運営費交付金の金額の関係について教えていただけま
すか。

中嶋氏：まさにそこが今一番学長として頭を悩まして
いるところでございます。この2年間で剰余金が出まし
て、剰余金は繰り越せることにしてあるんですが、県
議会は剰余金が出ているのだから、その分の運営費交
付金を減らせと言うんですね。

剰余金が出た原因を分析すると、競争率が激しいもの
ですから受験料の収入が増えたこと、それから最近は
広告を出さなくても済むようになりました。昔は日経
新聞に3,000万円とかで出していました。最近は朝日新
聞で天声人語の横に「グローバル化の最先端国際教養
大学」という広告を200～300万円で出しましたけど、
それくらいで済んでいるのがかなり大きいです。
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後は我々の節約。学長交際費なんていうのは一切あり
ませんし、そういう節約から剰余金を出しているの
に、その分の運営交付金を減らせと言うんですね。
今、剰余金に関する覚書を調印するかしないかで頭を
悩ましているんです。

武藤氏：いろいろご苦労があるようですね。しかし、
何らかのインセンティブのシステムというか、自己努
力したらその分の財政の自由度を高めるといったこと
がないと、県議会の方からお金を削るだけという風に
やられるのでは、将来禍根を残すということにもなり
かねないですね。

中嶋先生のある意味ユニークなカリキュラムというの
が、中学・高校の教育の延長線上にないような印象を
受けるのですが、中学・高校教育に向かって何かご要
望されることはありますか。

中嶋氏：夏に高校生を対象としたグローバル ・セミ
ナーをやったのですが、英語でやさしく授業をしたの

ですが、それは非常に効果がありました。それが受験
につながることにもなりますしね。

それからギャップイヤーというのがありますが、東大
はギャップタームと言っていますが、国際的には
ギャップイヤーですね。ギャップタームというのは和
製英語ですから。1年間、大学に入る前にいろんな体
験をしてもらう。

例えば、昨年はカンボジアで英語と日本語の教育アシ
スタントをしたという例がありまして、カンボジアが
いかに貧困かというのを感じた体験をした学生がいま
した。あるいは農場に働きにいった学生がいまして、
そこでフィリピンから農場に出稼ぎに来ている労働者
と接し、彼らが朝から晩まで一生懸命働いている、そ
してその理由がつくづく分かったと、やはり彼らは貧
困なんですね。それに比べて日本がいかに恵まれてい
るかということを知ると。それをしっかり体験して、
自信をもって大学に入学するというのが大事ですね。
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高校卒業した後に1年間、そういった経験をやらせると
いうのはとても効果があります。そういう学生は非常
に伸びます。昨年の8月卒業生は全員就職が決まってい
ます。そういう意味でも東大でも秋入学を導入するに
当たって、あまり就職を気にしなくてもいいのではな
いかと。

企業の方が言ってくれるのは、我々の大学の学生は非
常に個性的で、他の大学の学生と違うものを持ってい
ると。それは1年間留学してかなり苦労してくるという
のがやはり大きいと思います。

ガバナンスに関して言いますと、うちの全ての教職員
は3年間の任期制で、エバリュエーション（評価）をか
なり厳格にやっていまして、年俸制ですから、評価に
よって年俸が変わるんですね。評価によって1,000万円
の年俸が800万円になったり、800万円の年俸が1,000
万円になったりということもあります。

武藤氏：評価は学生評価も入るんですか。

中嶋氏：評価は学生評価、同僚評価、上司の評価、最
終的には学長の評価がありまして、評価項目はかなり
詳しく書いてあります。普通、大学ですと教職員がメ
ディアにあまり出ると逆に評価されないんですが、う
ちはそれは大事なことだと思っていますから、新聞に
記事を書いたり、国際学会で講演などをしたりすると
高く評価するようにしています。

奥島氏：日本の私学の先生が何を考えているかと言い
ますと、自分たちが食べるための自分たちの大学なん
ですよ。学生のための大学作りではないんですね。例
えばお金が余ったら、組合が要求し、普通の学長は人
気取りのために給料をどんどん出すわけですよ。50億
円くらいしょっちゅう入ってくるんですよ。そういう
のがどこに消えたかが分からないんですよ。

私が学長をしているときは、黒字が出た時にはそれを
そのままそっくり土地を買うために使いました。周辺
の土地を買ったり、東伏見の手前のあたりで土地を
買ったり、それが今生きているわけですけどね。
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それから、国立大学の人たちは、普段話していること
と、公の席で話すこととが全く違うんですよ。ある東
京の大学の学長とかは後ろに向かって発言するんです
ね。後ろの組合とかに。私が本当に腹が立ったのは、
私学の先生は学生のことを考えていない、国立大学の
先生たちは言っていることとやっていることとが全く
違うと。

中嶋氏：教授会で普段さぼっている先生でも、人事の
時と、研究室のスペースを決めるときだけ、みんな出
てくるんですね。人事が一番大事なんです。ですから
うちは経営会議が決めているんですね。

教員採用の時には基本的に国際公募をして、模擬授業
をやってもらうのですが、これが非常にいいですね。
開学の時も国際公募しましたから、20人の募集に対し
て500人以上が応募しましたから、約2ヶ月かけて書類
審査と面接をし、模擬授業をしてもらいましたね。履
歴書だけはすごくいい先生でも面接して深く質問する
とまだまだの方もいらっしゃるわけですね。

一番大事なのは学長を選挙で選ばないことですね。学
長を選挙で選んでいる限り、大学は良くならない。常
に改革しようとすると既存の教職員は現状維持で反対
しますよ。それで人気取りの為に彼らに同調する発言
をしてしまうんですよ。私は経営会議は有識者だけ
で、あとOBを交えてやるべきだと思いますね。

武藤氏：それは非常に重要なポイントだと思います
ね。教学と経営を分離すると言うことが非常に重要な
ことだと思いますね。今、それが一緒になっている大
学が多いのかなと。大学の先生の中にはもちろん経営
者感覚の方もいるかもしれませんが、そうでない人の
方がむしろ多いと思われまして、経営はまた別問題な
んですよね。教学と経営を別々にするということで割
り切った方が、お互いにいいのではなのかなと。

私も一時期、東大の客員をやっていたんですが、教授
会の様子を聴いていると、人事の話になるともの凄い
関心を示すんですね。もちろんその中には改革に熱心
な先生もいらっしゃると思うんですけどね。
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渋谷氏：先ほど、教授会で意思決定しなくてもいろい
ろなことを決められるとおっしゃっていましたが、大
学のガバナンスについて見た場合、法律で教授会をか
ませないといけないとかそういうことはないのでしょ
うか。

中嶋氏：卒業認定とかは教授会をかませる必要もあり
ますが。

渋谷氏：ということは現状の法律、ルールの中で先生
が実際に進められていることは他の大学でも可能なん
ですね。

中嶋氏：可能ですね。

奥島氏：可能なんですよ。昔から可能なんですよ。

前原氏：今は学長選考も投票で1位でない人を選んでい
る大学も増えています。はじめは岡山大学がやりまし
たが、今はいくつもあります。山形大学もそうです
ね。ですから、ガバナンスが効き始めている。

奥島氏：制度上は人気投票はないんですよ。

前原氏：投票は法律上はないんですよ。

渋谷氏：そうすると、きちんとした改革者の方が学長
になって、改革を進めると覚悟すれば進めることが出
来るということですか。

前原氏：ただ、文部科学省の管理下で、ほとんどガチ
ガチに固まっているから、学長がやれる分野というの
は限られると言えば限られる。これは企業と全く違う
ところです。昔の金融機関みたいな感じです。

奥島氏：今みたいな理事会制度が昔はなかったのです
が、今は理事会があるからまだやりやすいですね。教
授会でなんでもかんでも決めて上がってこなければ改
革を進めることができない、というやり方をこれまで
の人たちはやってきたわけです。だから、1学部でも反
対したら何も出来ないです。中でもひどい教授会では
一人でも反対すると何も決定できないという学部もあ
りました。ですから、私はどんどん多数決制を取り入
れました。そうすると教員が激昂して立ち上がって、
一体今までの慣行に反する決め方をするとは何事です
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か、という先生もいらっしゃるのですが、その際は規
約集を出して、「教授会の決定は多数決による」とい
う文言を読み上げて乗り切ってきました。

なんでもかんでも教授会で決めるというのはおかしい
んですよ。法人事項と教学事項とは分けなければいけ
ない。ですから、法人事項については一切教授会に触
れさせないようにしたんです。そうすることで前に進
み始めました。

前原氏：私も学校経営で一番時間かけて力をいれたの
は、詳細な権限規定を作ったことです。この問題は課
長がきめるのか部長が決めるのか、学科長、学部長と
か。全ての項目について権限規定を作って、なにか
あったら権限規定通りにやりなさいと。2年がかりでし
た。

岸田氏：学芸大というのは理事会というのはあるんで
すか。

鷲山氏：そうではないですけどね。いろいろと微妙な
ところではありますけどね。

村井氏：これまでのお話を聞いていると、文科省等々
のしがらみでがんじがらめになって動けないと思って
いたところが、今日の先生のお話をうかがっている
と、その中でも国と県との違いはありますが、私のこ
れまでの認識と大きなギャップがあります。特に私学
はもっと自由度があっていいと思うんですけどね。

今、グローバル人材について議論されているんです
が、先ほどのお話ですとグローバル4という4校が出て
きましたが、こういった学校をロールモデルとして、
もっともっと注目を浴びて、国内で横展開できないの
かな、というのが率直な感想です。

中嶋氏：今、そういった傾向は出始めていますね。長
野県でも国際教養大学長野校ができないかという議論
も出ていますけども、県の財政とかもいろいろとあり
ますから。

ただ、うちの大学は非常に安上がりの大学です。収支
は19億円ですよ。そのうち、11億円弱が秋田県からの
運営費交付金。それでやっているわけですよ。先日、
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京都大学の松本総長が大勢で見学に来られましたが、
松本さんは非常に前向きなグローバル化を考えおられ
るんですけども、奥島先生がおっしゃったように、教
授会、学部がなかなかついてこないということでお悩
みのようですけども。聞いてみると京都大学は2,500億
円みたいですね。

前原氏：秋田県の広告宣伝費と考えたら、ものすごく
安いですよね。中嶋先生があちこちに出て、秋田県の
宣伝をされているわけですから。

村井氏：先生方の動機付けについてですが、これだけ
創造的なことをするということは先生にとってハード
ワークになるということですが、そういうことを甘ん
じて受け入れるだけの動機付けが行われているんでは
ないかと思うのですが。

中嶋氏：当初は全く白紙の状況でしたが、だんだんと
理念に共鳴してくれる教員が増えて行ったということ
ですね。ただ、外国人が半数ですから、給料がいいと
ころを渡り歩いているという方も若干はいらっしゃい

ますが、ほとんど例外的な存在になっていますね。そ
れから、職員はみんな英語がよくできるんですね。た
だ、県から来る上の方の方はあまりできないので、そ
こが問題なのですが。ですので、プロパーの職員をな
るべく多くしようと思っています。

村井氏：関口さん、こういったロールモデルとなる学
校があるわけですから、ジャーナリズムの業界でも応
援していってもらえれば、広告費が少なく済みます
し、なおかつアイデンティティも上がっていきますよ
ね。そういう仕組みが出来て行くといいですね。

関口氏：英語が使われている割合ってどのくらいです
か。

中嶋氏：全ての授業が英語です。

関口氏：友達同士の会話も英語ですか。

中嶋氏：留学生がたくさんいますので、留学生とは英
語で話していますけど、もちろん日本人同士では日本
語で話したりしますけどね。
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関口氏：表示も全て英語ですか。

中嶋氏：基本的に英語ですね。一部、日本語の部分も
ありますが。それから教授会も英語ですね。

村井氏：それからルームメイトが留学生ですから。

関口氏：日本人同士は組まさないということですか。

中嶋氏：はい。

奥島氏：大事なのは、早稲田だったら戦前25％の学生
が外国人だったのが、戦後はずっと少なくなって、今
では外国人は4,000人いますが、人数の上では多いです
が、大学全体では50,000人いますから、割合は悪く
なっています。うちは英語力はけっこうあると思って
いたのですが、世間的には早稲田は英語力がないとい
う定評ができておりまして、早稲田の生徒たちのアン
ケートでも自分の学校の英語力は低いと自分たちで認
定している状況で、これをまず変えなければいけない
ということで、国際教養学部を作ったわけです。1学年
600人ですから、1学年約8,000人の中では割合は低い

ですが、しかし、英語で授業を受けている連中がいる
ということで他の学部の学生も刺激を受けるわけで
す。

もう一つは、語学の教員に対する批判が非常に強く
なってくるわけです。ですから語学の教員たちも今ま
で通りのやり方ではやれないんです。それでやっと今
までの語学教育のやり方を変えたんですよ。具体的に
は5、6人の少人数制グループでネイティブによる語学
教育に切り替えて行きました。そうしないと、その先
生たちが単位認定権をもっているといったような認識
でいる限り、語学教育改革は進まないですね。文芸春
秋で英語教育に進めるためには今の中学、高校の英語
教師を全部切らなくてはいけない、という記事もあり
ましたけどね。

村井氏：早稲田は今、1年間の海外留学制度というの
はありますか。
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奥島氏：国際教養学部では1年間の留学を義務付けて
いるんですよ。こちらから行っただけ、むこうからの
留学生も受け入れていますので。

渋谷氏：今、大きな大学でも、早稲田の国際教養学部
のような学部を作っていこうとする動きはあるんです
か。

中嶋氏：国際教養学部とか国際教養学科というのはず
いぶん増えています。英語で授業をやるところも増え
ています。

奥島氏：私が成功したのは、国際教養学部とスポーツ
科学部です。スポーツ科学部という名称の学部が今、
どんどん増えているんですよ。今までのような精神論
ではなくて、全部科学的にやるというのが非常に当た
りましてね。

鷲山氏：先生の「日本人の教養」を読ませていただい
て、感銘を受けまして。そこで教養というのは行動哲
学だと。露伴、鴎外、漱石というのは漢籍の素養が
あって、漢籍というのは行を伴ったということがすご

く印象に残っていて、素読から始まって行を伴うわけ
ですね。先生は教養というのは行動哲学だとおっ
しゃっていて、今の学生を見ていると、知識と情報は
あるんだけれども、学ぶということと行為するという
ことが、分離しているように見えまして、その辺のと
ころについては先生はどのように考えておられるか、
お聞かせ願えますか。

中嶋氏：一つは留学というのは大変な行だと言えると
思うんですね。全くの異文化の中に、集団で行くので
はなく、語学研修で行くのではなく、だいたい一人で
行きますから、そういう中で単位をとるというのは大
変なことだと思いますね。そのことが学生を鍛えるこ
とになっていると思うんですね。

日本人としてのアイデンティティについてどうする
か、ということに関しては、必読文献として『武士
道』、新渡戸稲造を読ませているんですね。そういう
文章を暗記させるようなことをやっています。これは
スズキ・メソードがそうなんです。楽譜を見て弾くの
ではなく、覚えて自分のものにして、何回も繰り返す
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んですね。武士道も英語が難しくて、少なくとも15
章、この中に本居宣長の有名な1節がありますが、こ
れを覚えて行けば、外国人に日本とは何かと言われて
も、きちんと言えるじゃないか、ということでかなり
しっかりやらせています。これは一つ行と言えるので
はないかと思います。

鷲山氏：全寮制なんですよね。それも一つ行と言える
と思いますね。

中嶋氏：行の一つかもしれませんね。始めに開学する
時も全寮制は今の若者にふさわしくないとか、嫌がる
んじゃないかと声もありましたが、全くそれはないで
すね。みんな寮がよかったと言っていますね。

奥島氏：全寮制は絶対大事ですよ。特にリーダーを育
てるためには大事なんですね。一緒にいると、みんな
が自然と生活の中で自分のポジションを自覚し始める
んですね。その中で自ずとリーダーが生まれてくるわ
けですよ。そのリーダーを養成するためにイギリスで
はパブリックスクールを作ったのではないかと私は思

うんですね。ジャン・モリスに言わせれば、それが大
英帝国を作った一番の原動力だったと言っていますけ
どね。イギリスではその話に全国民が納得するもの
だったと。寮生活そのものが教養とぴったり一致する
んですよね。教養というのは実は寮生活の中で大局観
を学び、行動力をつけるということだと私は思ってい
ますから。実は私がボーイスカウトや高校野球をやっ
ているのもそういうことからなんですね。そういう中
で社会に出た時に人間として自分はどういうポジショ
ンを持っているのかということを自覚していなけれ
ば、使命感も空回りしてしまいますから、そういうこ
とを考える時に寮生活というものは大きな役割をはた
しています。

中嶋氏：世界の主なボーイスカウトの拠点を回るとい
うことをギャップイヤーのテーマに入れてきた学生も
いましたよ。
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奥島氏：今、ボーイスカウトで4年後には世界から3万
人を迎える大きなプロジェクトを立ち上げていまし
て、それに対応していかなければいけないという状況
があります。

鷲山氏：入学者数を175名から200名にしたいとこと
で、経営的な観点もあるのでしょうけども、ちょうど
学生が交わる親密圏というのがあると思いますが、カ
ンファタブル・スモールと言う言葉もありますが、そ
の辺のことについてはどのようにお考えでしょうか。

中嶋氏：今、だいたい学生数が大学院入れて800名
で、教職員入れてちょうど1,000名くらい。それ以上で
すと、少人数教育という理念が消えてしまいますか
ら。費用対効果とかカンファタブルなスペースという
ことも考えてもちょうど200名くらいがいいところでは
ないかと。

奥島氏：旧制高校、パブリックスクールもだいたいそ
の辺ですね。

鷲山氏：学園祭とかも全員参加なのですか。

中嶋氏：全員参加ですね。

鷲山氏：一般的には日本の観点と世界の観点というの
がクローズアップされていますが、地域の観点という
のが日本を支える基本だと思うので、非常に重要だと
思いますし、その辺のところで中嶋先生がなさってい
ることには、いろいろとその辺の想いがあると思うの
ですが。

中嶋氏：奥島先生の早稲田でも「グローカル」という
言葉を掲げられていますけども、うちは留学生を交え
た地域との交流、具体的には地域の小学校に行って、
英語で優しく会話をしたり、それから中山間地帯があ
りまして、鳥海山の伝統文化が消えようとしている。
それを次の世代に継承しようとしています。大掛かり
なプロジェクトですが、そういうことが秋田にとって
もいいことだと思っています。

村井氏：今日のお話をおうかがいして、一つ皆さんが
共通しておっしゃっていたのがLiberal Arts。これが今
後の教育をどうするのかということについての大きな
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テーマであると思いますし、それから先生のような学
校をお作りになって、日本で展開し、グローバルな要
望に応えて行くということに向けて、実際にどう拡げ
ていくかというのが今度の課題ではないかと。

一方で、教育の場ということで見ると、インターネッ
トという世界もあるかと思いますので、次回あたりは
教育を広めていくに当たって、インターネットをどう
いうかたちで利用できるのか、あるいはできないの
か、どういうところに限界があるのか、ということに
ついて岸田さんの方から是非お話しいただければと思
いますが、いかがでしょうか。

岸田氏：世界にはフェニックス大学みたいなところも
ありまして、私は1年おきで6、7回行かせていただい
たことがありまして、あそこは株式会社での経営なん
ですね。時価総額が1兆円になったり。向こうのCEO
とお会いさせていただいたり、奥島先生も一緒に行っ
ていただいたこともあるんですけども。オープン・ユ
ニバーシティとか、社会人の半分以上がそういうとこ
ろで学んでいるというのが現状でありまして。

村井氏：加えて、今日のお話にもありましたけど、海
外の大学との交流ですね。そういったグローバル化に
もどういう風な形で対応していくかとことですね。

中嶋氏：海外との交流は現在では131校になっていま
すが、一番の重要なのは授業料の相互免除が出来るか
どうかですね。

武藤氏：日本では放送大学というのがありますよね。
これがあまりぱっとしないですね。あれもどこが悪い
のかというのを調べると参考になるかもしれません
ね。

奥島氏：競合するかもしれないですね。

岸田氏：現状は競合していないんですけどね。

村井氏：次回は「教育の場」というテーマでやらせて
いただくということで、皆さんいかがでございましょ
うか。ということで、本日はありがとうございまし
た。
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中嶋氏：是非、機会ありましたら、秋田にいらして下
さい。

以上
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