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Ⅰ  はじめに 

 

  平成 3 年 6 月に文部省より発せられたいわゆる「大学設置基準の大綱化」以来、

各大学が学部・学科の改組、自己点検・自己評価、カリキュラム改革、授業計画

（シラバス）の作成、帰国子女・留学生・社会人学生の受け入れ体制の整備拡充、

大学開放、情報機器の導入等、自らの大学の状況に応じた検討や改革を推進して

いることは周知のことである。また統計上の推計では、平成 19 年（2007 年）前

後には大学入学希望者数と入学定員数がほぼ拮抗することが予測され (1)、大学全

入時代の到来が伝えられている。さらに大学卒業者の 65.5％(2)が就職していると

いう現状、一方では大学生の学力低下への対応の必要が指摘されていること等か

ら、大学はその在り方と教育内容の両面について問われている時期にあると理解

される。このように基本的に大学にとっての変革期と捉えられている今日にあっ

て、第２次世界大戦以後の日本の社会経済発展に導かれる如く展開されてきたラ

テンアメリカに関する教育と研究の現状を把握し、当該地域に関する教育に望ま

れる教育の在り方について考察することは、今後の大学学部教育の方向を考える

上でも何らかの示唆が得られるものと考える。 

  筆者は前稿において、明治期より近年までの教育制度の変化を辿りながら、日

本の教育制度と高等教育の歩みに関する理解を得、ラテンアメリカ地域を対象と

する学会の設立以降の研究動向を概観することにより、日本の教育制度自体およ

び高等教育は社会の変化に連動する形で現出していること、当該地域に関する研

究の動向は時代や社会経済的発展と要請に重なるような展開を示すとともに当該

地域に関する教育にかなり直接的に投影されていること等が理解された。これら

を土台とし、さらに同地域に関して行われている学部教育の現状を考察した上で、

ブラジルの総合的理解のためのカリキュラム･モデルを述べた(3)。 本稿において



はそれらを下敷きとし、教育が行われている場としての大学およびその教育の在

り方について、大学のもつ社会的機能の側面及び行政の示す設置基準や審議会答

申等に基づき教育の方向と諸規制の変化に対する基本的理解を得た上で、主に低

学年次よりラテンアメリカに関する教育を実施している大学の幾つかを対象とし

てとりあげ、各大学の教育理念および学部や学科の教育目標、教育の具体的表わ

れとしてのカリキュラムと授業計画（シラバス）等を資料として比較分析を試み

る。さらにそこで得られた結果に基づき、前稿のカリキュラム･モデルに総合的学

力の向上、異文化理解等の視点を加えて再検討し、当該地域の総合的な理解のた

めに望ましいと考えるカリキュラムをブラジルを例として新たに示す。そして、

それらを手がかりとして、大学学部教育の抱える様々な課題や社会からの要請に

応えるための視点について述べるものである。 

 

Ⅱ  大学と社会の関わり 

 

  大学が基本的に政治･経済･歴史･人々の考え方等を含む全体的変化を糾合した

環境の中に存在していることから、大学教育ひいては高等教育の在り方やそこで

実施されている教育を考察するには、大学の社会的役割あるいは機能的側面から

の理解が不可欠であろうと考える。大学自体が社会的存在であるが故に、本来そ

の核心に備えているアカデミズムの府としての誇りあるいは信念、弛まざる批判

精神の涵養等の特性に加え、社会や人々の生活の変化に連動する形で様々な分野

(4)からの期待や要請が大学に対して直接間接を問わず常に向けられている。 

  社会的制度としての大学が社会一般に対して示し得る基本的役割について、J.A.

パーキンスは知識の特質として獲得･伝達･応用の 3 機能を指摘した上で、“研究”

“教育”“社会奉仕”の 3 点(5)に収斂させている。この捉え方に対して、青井和夫

は知識の発達の論理からして、“過去の知識体系を新しい世代に伝達し、現在の社

会的要請にこたえて応用し、将来の社会のために新しい知識を創造獲得する”と

言い換え得ると指摘し、さらに４点目の役割として“思想形成”を加えている(6)。 

  大学自体は、高等教育機関の一部として独自の教育に対する理念を掲げ、教育

職員、事務職員、学生によって構成され、組織を編成し、知識を教授する場であ

ると同時に研究の場である。直接的に知識の教授に携わる教員に望まれている役

割と責任について、ドナルド･ケネディは“あらゆる授業形態を意味する教育が高

等教育の第一義的な仕事だ (7)”と指摘し、E.L.ボイヤーは教員の現実には密接不



可分な仕事を“発見の学識（scholarship of discover）・ 統合の学識（scholarship 

of integration）・ 応用の学識（scholarship of application）・ 教育の学識

（scholarship of teaching）”の 4 つの機能が重なった一つの全体として捉えて

いる(8)。 

  従って、社会的存在としての大学は、一般社会および大学の双方が認める前述

の顕在的機能を持つものであり、大学の構成員としての教員は直接的に知識を伝

達する教育の実行者として、上記 4 つの機能を必然的に内在させながら、教育を

自らの優先的仕事として捉えることを期待されていると理解される。 

  教育がその国や社会の政治･経済的発展、社会･文化的充実、技術の革新や開発

等に重要な役割を担うものであり、また人々の生活や生き方に大きな影響を及ぼ

すもの(9)と捉えられるが故に、社会からそれぞれの思惑や要請を含んだ様々な期

待が向けられることは先に触れたが、わが国の教育の基本的在り方と方向に根本

的枠組を与えてきた行政の近年の対応と、大学教育への調査研究について、以下

に概観する。 

  教育政策に関わる答申や建議を行う中央教育審議会は、昭和 27 年に設置された

文部大臣の諮問機関である。また事実上わが国の大学の在り方全般に重大な影響

を及ぼす機関として任を担う大学審議会は、臨時教育審議会（昭和 59～62 年）の

第二次答申において建議された結果昭和 62 年に設置され、今日に至っている。 

  中教審による大学の学部教育自体に直接的に関わる答申は、昭和 38 年の「大学

教育の改善について」である。この答申の内容項目として、大学の目的･性格、大

学の設置および組織編成、大学の管理運営等があげられる。中でも大学の目的･

性格の項では、大学の性格･機能に関し、“いわゆる象げの塔よりも社会制度とし

ての大学が強く表面に表れてきた”と指摘し、大学の伝統的使命保持と併せて、

教育民主化の要望に応えた広い階層の人々への職業教育と市民的教養を与えると

いう任を大学に求めている。この答申は、昭和 27 年に日本経営者団体連盟から示

された「新教育制度再検討に関する要望書」(10)との内容的関連がかなり強く理解

される。 

 一方、昭和 50 年代半ばのオイルショックをはさみ、国際社会との関わりが一般

の人々の間において意識されはじめ、国際化という言葉が多用されるようになっ

た。大学教育の場にあっては、昭和 60 年代に入り、留学生が増加を示し、大学に

おける国際化の意味が問われはじめた。この件に関する調査研究の一例をあげる

と、産業能率大学（現産能大学）の松本、村上が全国の 4 年制大学学長･総長に対



して実施した大学の国際化に関する調査がある(11)。同調査に続き、同じく全国の

4 年制大学の学部長への調査が実施され、報告書が出されている。そこでは国際

化という現象を、大学においては単に制度、研究上あるいは人的交流からだけで

はなく、大学自体を社会的存在と捉えた上で内部的組織改革の一部として捉えよ

うとする視点が認められる。その一連の調査にあたって彼等は図-1 のような仮説

を示しており、そこに示された基本的考えは、今日の大学学部教育の社会的位置

づけや内部的諸改革等を考察する場合、有効な示唆を与えると考えられる。 

  臨教審の答申では高等教育に関し、昭和 61 年の第２次答申、第２部第４章「高

等教育の個性化･高度化」、第３部第１章「国際化への対応のための諸改革」およ

び第２章「情報化への対応のための諸改革」において述べられている。 また昭和

62 年の第 3 次答申においては、第 3 章「高等教育機関の組織･運営の改革」の第 2

節（２）「教員と職員」、同（３）「開かれた大学」において審議結果が答申されて

いる。そこでは、教育方法の多様化、設置基準等の見直しと大綱化･簡素化･関係

法令の見直し、大学の評価、情報公開、社会との連携強化、国際的視野に基づく

国際的に通用する日本人の育成、公共的な寄与の責任等について論じられている。

これらの考えの方向は、大学審答申へと継承され、15 年後に発せられた設置基準

の大綱化、それ以降の諸改革へと軌を一にしていると理解される。 

 大学審の「大学教育の改善について」と題する平成 3 年の答申において、“大学

教育の観点からは、社会の各方面で活躍し得る人材の養成、時代の変化や学術の

新たな展開に対応し得る能力の育成に努めることが期待される”と明記し、教育

機能の強化、世界的水準の教育研究、生涯学習への対応を改革の基本的考え方と

して、設置基準の大綱化が述べられている。そこでは一般教育の理念･目標の実現

が一層必要になっているという認識の下に、教育全体の中で実質的、効果的に実

現されるよう、カリキュラムおよび教育体制の改善を求めている。このことは、

各大学、学部や学科が自らその理念や教育目標を明示した上で、その達成のため

に 4 年一貫の体系的なカリキュラムの編成、総合的な学部、学科の開設の道が開

かれたことを意味している。 

 これを受け、各大学では教養･専門の 4 年一貫カリキュラム編成、実践的な外国

語教育や情報処理教育の実施、授業計画（シラバス）の作成、学生による授業評

価等に着手している。文部省によれば、平成 6 年度の取り組み状況は、総数 552

大学のうち 375 校（全体の約 3 分の 2）でカリキュラム改革を実施、176 校で授業

計画を作成、138 校で学生による授業評価を実施(12)している。教育改革を推進し



ようとするならば、カリキュラム改革と授業計画作成が同時になされてこそその

効果が生じるものであるが、短期間の突出したカリキュラム改革の浸透状況は、

それが自らの教育内容を直接外部に示す情報であること、他大学に遅れまいとす

る意識、18 歳人口減少に対する危機感の表われと理解される。 

 続いて大学審は平成 10 年「21 世紀の大学像と今後の改革方策について」と題

する答申を行い、21 世紀初頭の社会は「知」の再構築が求められる時代であり、

大学等がより幅広い視点から「知」を総合的に捉え直し、知的活動の一層の強化

のための改革を強く求めるという姿勢を明示している。また大学改革の基本理念

の一つとして、課題探求能力の育成を目指した教育研究の質の向上をあげ、育成

されるべき具体的能力と教育の在り方に言及しており、大学教育の成果として“21

世紀の求められる人材像”を示していると理解される。 

 

Ⅲ  学部におけるラテンアメリカ教育について 

 

 前章では大学の社会的役割および近年の構造的変化について、第２次世界大戦

以降の行政および審議会答申を中心にとりあげて概観した。本章においては、大

学の学部教育の一部としてのラテンアメリカに関する教育が如何に行われている

かについて考察する。 

 本稿では基本的に低学年次より当該地域に関する教育を実施している大学を対

象としたことから、前稿の考察に比して量的に減少し、6 大学(13)をとりあげるこ

ととなった。その所在地分布は、東京都 2 校、茨城県 1 校、大阪府 1 校、京都市

1 校、奈良県 1 校であり、国立大学 3 校、私立大学 3 校である。また外国語の単

科大学 3 校、複数の学部を擁する大学の外国語専攻学部 2 校および国際関係専攻

1 校である。最後にあげた国際関係専攻 1 校は、他大学と異なり低学年次より当

該地域に関する教育は体系的に行われていないが、学部および大学院において当

該地域に関する教育が行われていることから対象に加えた。各大学の大学案内、

授業計画を基本資料とし、若干の聴き取りを行って参考資料とした。 

 １）理念と教育目標について 

 初等･中等教育を担う諸学校は専ら教育機関として位置づけられているが、大学

は高等教育機関としてのみならず、学術研究機関としての目的や性格を有してい

る。法的には大学の自治の保障の下に一般的規律を受ける一方で、自由な研究と

教育によって社会の付託に応えるという目的を有している。このような大学の性



格と目的に加え、先述のような大学が置かれている環境の変化は、各大学をして

自らの大学の建学の精神あるいは理念についてその再認識や全学的な周知を図る

努力を真摯に進めさせていると考えられる。何故ならば、この精神や理念が基点

となり、諸要因が絡み合う中で改革や改善等が検討され、これから行われようと

する教育の方向やカリキュラム編成等に多大な影響をもたらしているからである。 

 対象 6 大学（以下Ａ～Ｆ）の建学の精神･理念、教育目標や考え方を以下に抜粋、

要約する。 

Ａ： 言語を通して世界の平和を。国際社会で十分に通用する確かな語学力の養

成。専攻語圏と自国の文化･政治･経済などに関する幅広い知識の修得。語

学の力、異文化と自国への理解は、語学を専攻する者にとって必要不可欠。 

Ｂ： 外国の言葉とそれを基底とする文化一般について、理論と実際にわたって

教授研究し、国際的な活動をするために必要な広い知識と教養を与え、言

語を通じて外国に関する深い理解を有する有為な人材を養成することを理

念とする。変動する世界の中で活躍できる真に国際的な人材の養成をめざ

す。国際的な舞台で活躍するのに必要な高度の外国語の運用能力を養うと

同時に、各地域文化に関する専門的な知識を備えた人材育成。主要地域の

言語修得を基礎としながら、各地域の総合的な理解を深める。 

Ｃ： 外国の言葉とそれを基底とする文化一般につき、理論と実際にわたって教

授研究し、国際的な活動をするために必要な高い教養を与え、言語を通じ

て外国に関する理解を深めることを目的とする。国際接触の第一線を担う

ばかりでなく、真に国際的なリーダーたり得る人材を養成するための個性

的かつ創造的な大学（に生まれかわりつつある）。 

Ｄ： 豊かな教養と、教義に培われたゆるぎのない信仰を身につけ、明るく、平

和で、相ともにその生を楽しく勇んで送ることのできる「陽気ぐらしの世

界」の実現に挺身する人材を育て上げる。各人の持って生まれた「天性」

を充分に伸ばし、それぞれ高く広い教養を積み、さらには教義の探求実践

と、教師と学生との人間的接触ならびに宗教的情操豊かな環境によって、

確固とした信仰を体得することに教育の重点を置くとともに、特に外国語

に習熟し、国際的な精神と、国際人としての教養を積み、世界救けの道に

精進する資質を啓培する。ブラジルのポルトガル語を修得し、ブラジルの

文化を理解して、日本とブラジルの友好に寄与できる人材の育成をめざす。 

Ｅ： 人間の尊厳をはっきりと自覚し、身につけた知識と能力を自分の真に人間



らしい生活に活かし、他の人間と協力して、他の人間のために尽くすこと

のできるような人間の育成を、キリスト教ヒューマニズムにねざした教育

理念とする。真に国際的な視野をもった人間の育成。言語のほかに、その

国や地域の民族･社会･文化を研究し、世界の中での位置づけを学ぶ。語学

を「タテ軸」、地域研究等は「ヨコ軸」、2 つの組み合せによって外国研究を

実践。 

Ｆ： 国際的レベルの教育と研究を行い、世界に通用する人材を養う。未来社会

を切り開く高い能力と深い見識を身につけさせる。問題解決型の人材養成。

国際舞台で活躍できる人材の育成。 

 このように抽出できる理念や目標から、基本的な共通項が見出せる。外国語単

科大学が半数を占めたことも影響していると考えられるが、基本的に国際社会を

自らの大学教育の位置づけの前提として語学力を養成し、対象国や地域の社会･

文化等について幅広く、深い教養を備えた人材の養成を掲げている。また方法的

視点として、自国への理解、総合的理解、外国研究の実践等が指摘されている。

このように掲げられ、自ら求めている事柄がどのような仕組として示され、どの

ように具体化されているかについて、次項でとりあげる。 

２）カリキュラムと授業計画（シラバス）について 

 この項では、教養あるいは共通基礎科目群（従来の一般教養科目に相当）と専

門あるいは専攻とされる科目群との履修上の関わり、専門や専攻の学習上の選択

肢（コース）とそれらの授業計画（シラバス）に見られる特徴等について概観す

る。 

Ａ： 科目群は専攻科目、外国語科目、関連科目、総合科目、保健体育科目、自

由選択科目に大別され、卒業の要件としての単位数は平成 5 年度までの 140

単位から平成 6 年度以降入学者には 124 単位とされる。卒業論文は選択で

ある。関連科目は全学共通科目（従来の一般教養科目に相当）と全学共通

研究科目に分かれ、前者は 1･2 年次配当、後者は 2～4 年次配当となってい

る。前者の必要単位はそれまでの 36 単位から平成 6 年度以降 20 単位に減

少している。また 1 年次生対象の必修科目として 1 総合科目が設置され、

建学の精神等の理解を目的として輪講形式で行われている。これらの関連

科目群は、いずれも人間社会（人間･社会･日本）、国際関係（国際政治･経

済）、地域総合（地域･文化･情報）の 3 領域、および共通領域で構成されて

いる。専攻科目は専攻語演習･基礎･研究科目からなる。イスパニア語、ポ



ルトガル語学科の専攻語演習科目は 1･2 年次に集中しており、3･4 年次は必

修が減って選択科目が増加し、その教材の内容は生活、観光、文化、歴史

に関するものが基本的に用いられている。専攻語基礎科目として対象言語

圏の基礎知識が 1 年次から開講されている。 また学生は、専攻語研究科目を 2

年次から 4 年次に言語･文学･文化の分野について各自の関心や興味に基づ

いて履修する。授業計画に基づく限り、ラテンアメリカを直接対象として

卒業論文を目指すゼミは両学科を併せて 4 つであり、歴史、文化、文学が

中心である。 

Ｂ： この大学は改組により、平成 5 年度以降は国際文化学科と地域文化学科の 2

学科編成となっており、平成 9 年に博士課程前後期を備えた大学院が設置

されている。学科内の講座と専攻の関係は、国際文化学科の５専攻（言語･

情報、日本語、比較文化、国際関係、開発･環境）、地域文化学科の７講座（ア

ジアⅠ、Ⅱ、アフリカ、ヨーロッパⅠ、Ⅱ、Ⅲ、アメリカ）には 10 専攻が

設置されている。専攻への分属は基本的に入学時に決定するが、英語、スペ

イン語、ポルトガル語専攻者は複数の専攻に対応し得るため、3 年次に決定

する。科目群は総合科目（Ⅰ群、Ⅱ群、Ⅲ群）、専攻科目（前期;講義･実習、

後期;演習･講義･演習:卒業論文〈専攻、専攻語により代替措置もある〉）、研

究外国語科目、自由科目、教職科目に大別され、卒業の要件として 124 単

位以上修得となっている。総合科目と称される従来の一般教養に相当する科

目群（1～4 年次に配当）は総合人間学系、言語文学系、国際･地域研究系に

区分され、専攻によっては履修科目が義務づけられており、履修必要単位は

16 単位である。設定科目には不開講や隔年開講も少なくない。本稿では地

域文化学科の中南米地域文化専攻を考察の対象とした。そこでは当該地域の

言語、文学と歴史･文化に焦点を当て、幅広い視野で理解できる人材育成を

目指している。ポルトガル語を専攻語とする学生には言語を手段とし、他の

関連地域も視野に入れながら中南米全体の中でのブラジルの位置づけを理

解していくことを掲げている。授業形式は、輪講あるいはリレー方式等の複

数教員の連携による形態はほとんど見当たらず、また授業計画を見る限りで

は対象地域文化全体の基礎的理解を目指すような総合講座等は設けられて

いない。 

Ｃ： 大学院博士課程前後期を平成 4 年に設置したこの大学は、平成７年の改組

によって学部は 7 課程編成となっている。科目群は言語科目、地域科目、



専修科目、総合科目、自由科目、教職科目に大別され、卒業論文は選択で

ある。言語主専攻科目が 1･2 年次、主専攻表現演習は 3～4 年次履修と分か

れているのは、基本的に他大学にも共通しているところである。卒業の要

件としての単位は 126 単位以上の修得とされる。課程ごとに地域科目を設

け、基礎を 1･2 年次、地域専門科目は一部を除き 3･4 年次履修である。さ

らに言語･情報、総合文化、地域･国際コースに分かれる専修科目（専修基

礎:1～3 年次、専修専門:2～4 年次）が設けられており、地域･国際コース

は地域研究の方法論をふまえ総合的、科学的対象地域理解を目指している。

またポルトガル語専攻では、人的移動の現状をふまえ、現在の日本国内の

状況への視点の必要が指摘されている。従来の教養科目は総合科目と称さ

れ、1～4 年次配当の一つの専門枠に収まりきらない問題を扱う科目群と位

置づけられている。専攻語の教材は 1 年次より対象言語圏の社会、文化、

歴史等への理解と関心を促すことを意図している。また複数教員の連携に

よる授業形式はほとんど見られない。 

Ｄ： ここで対象とする国際文化学部は、異文化理解と国際社会への参加の方法

を体系的に教育・研究するために開設された 11 学科編成の比較的新しい学

部であり、学部内に学科共通の研究方法や研究成果を教授する研究室を備

えている。科目群は天理教科目、一般教育、外国語、保健体育、専門教育

科目に区分される。この専門教育科目は、学部共通、専攻、学部関連、自

由科目に分かれる。132 単位以上修得が卒業要件とされ、卒業論文は必修で

ある。一般教育科目は人文、社会、自然科学分野に加え、諸分野を横断し

複数の教員が携わる総合科目が設置され、専門の補完としてではなく、人

間的側面と学問的資質や基礎能力等を育てるものと位置づけられており、

必要単位は 32 単位以上と他大学に比してかなり多く設定されている。各学

科は専攻科目に、3～5 の演習コース（生活文化、歴史、言語等）を設け、

２～3 年次には集中講義として文化実習が行われている。またほとんどの学

科・コースで 1 年次に国際文化論、日本文化概論、2 年次に地域研究方法論

が必修とされている。これに加え、ブラジル学科では、3 年次ブラジルコミ

ュニケーション論、ブラジル文化実習（ブラジル現地あるいは日本国内で

の調査研究が実施されている）、4 年次卒業論文が必修である。ポルトガル

語は、1･2 年次に集中し、複数教員による方式が積極的に取入れられている。

教材は生活、社会、文化、歴史、地理等への基礎的理解につながる内容が



取上げられ、専門科目との関連が図られているのはイスパニア語学科にお

いても共通に見られる傾向である。 

Ｅ： 総合教育研究体制を掲げるこの大学の外国語学部は 6 学科で編成されてお

り、学部と大学院教育に密接に関わっているラテンアメリカを対象とする

研究所やセンターを備えていることがその特徴としてあげられる。科目群

は全学共通科目と学科科目に大別される。全学共通科目は、学年･学科･ク

ラス別指定の 1･2 年次必修の人間学、保健体育科目、1～3 年次必修の外国

語、1～4 年次履修の選択科目（従来の教養科目に相当するが、専門横断的

な総合科目も設置されている）で構成され、必要単位は 36 単位である。学

科科目は外国語学部基礎科目、主専攻科目、副専攻科目等に大別される。

卒業要件の単位数は学科によって異なっており、イスパニア語学科は 130、

ポルトガル語学科は 132 単位以上である。また卒業論文は選択である。学

科科目（主専攻）は語学力養成科目と地域研究科目から成り、語学科目は 1･2

年次に集中している。外国語学部基礎科目の多くは全学共通科目とされ、1 年

次対象の「外国研究入門」、1･2 年次生対象の「外国研究と歴史」「外国語と

情報科学」等、1･2 年次を対象として、27 科目開講されており、多くは半

期授業である。 イスパニア語学科の地域研究必修科目は、1 年次「西･西米

文化入門」2 年次「西･西米文学史」「西概史」「西米概史」が設置され、ポ

ルトガル語学科では１年次「地域研究入門」「ポルトガル語圏の世界」、２

年次「ブラジル史」、3・4 年次にはポルトガル語の「コミュニケーション」

「プレゼンテーション」が設けられている。中でも低学年を対象とした「ポ

ルトガル語圏の世界」等の輪講形式をとる科目においては、対象地域や文

化に対する多角的理解を意図していることが明瞭である。3･4 年次履修の専

門研究プログラムとしての副専攻科目は他学部にも開放されており、国際

関係、言語学、アジア文化に分かれ、大学院当該地域研究への進学者はこ

の副専攻履修者が多い。 

Ｆ： 教育を大学の最大の使命と捉え、これまでの研究偏重と教育がおざなりに

なるのを避けることを掲げ、3 学期制をとるこの大学は 3 学群で編成されて

いる。科目群は、基礎科目（基本的には教養科目に相当）、専門基礎、専門

科目に区分され、選択の卒業論文を除き 1～4 年次履修とされている。卒業

要件としての単位は 124 単位以上である。当該地域に関する教育はこれま

で主に第Ⅰ学群比較文化学類の地域主専攻分野においてなされてきたが教



員の移動等でやや後退し、平成 11 年度には第Ⅱ学群国際総合学類の「国際

政治経済学Ⅱ」等の 2～3 の科目において論及されている。ただし大学院に

おいては当該地域研究が継続されている。 

３）課題と方向について 

 この項ではこれまで考察してきたことから考えられる諸点について指摘する。 

 教育目標等から見るならば、ほとんどの大学・学部において能力養成目標ある

いは卒業後の活躍舞台の前提として国際社会を捉え、語学運用能力の向上を目指

しており、その上に専門的知識の修得や対象地域と文化の総合的理解を掲げてい

る。このことは、言語の修得方法についていうならば、言葉を主に文字の面から

取上げ、反復と暗記、解釈といった訓練に重点を置いたこれまでのやり方に加え、

言葉を実社会の中の活きた人間の言葉として捉え、文化や思考、技術等の伝達手

段と位置づけた新しい方法の実施を意味する。換言すれば、幾つかの大学で顕著

に見られたように、対象言語圏の社会や人々の生活の仕組、歴史や他地域との関

わりの変化等の基本的理解が得られるような教材が選定され、集中的訓練と知識

の蓄積の両面から語学能力の修得を図る工夫が進められていると理解される。 

 当該地域に関する教育上の視点と方法については、「対象地域と自国の文化･政

治･経済等に関する幅広い知識」「総合的な理解」「外国研究」「地域研究」等が示

されており、異なった社会や文化の理解に際しては、基本的に多角的もしくは学

際的な視点と方法が共通して認められる。また地域研究は体系的学問として未だ

確立されていないことは周知のことであるが、地域研究を実施している学部や学

科のアプローチとその傾向には、そこに携わる教員の専門分野との関連等の様々

な制約の下でそれぞれが目指す実行可能な教育を実施し、カリキュラム構築のた

めの建設的な試行錯誤を進めているものと考えられる。 

 初めて外国語を専攻言語とし、外国あるいは異文化について学ぼうとする学生

にとって、異なる言語･文化や社会に対する理解の視点、換言すれば異文化理解の

姿勢と視点への理解が、最初の段階で必要なことであろうと思われる。そのため

には、自文化と自らが属する社会に関する歴史や生態学的な理解を含む全体的理

解がその基点であると思われる。異文化の人々の営為の所産としての文化や社会

の在り方とその仕組を実態に即してより広く理解しようとする場合、自文化と自

らが属する社会との比較が、広くより深い理解を導くと思われる。この点に関し

ては、異文化の人々の生活とその仕組の総合的理解を研究対象の一部とする文化

人類学的視点とその方法がかなり有効であろうと考えられる。学生にこのような



比較の視座の理解を図った上で、教える側の目指す地域研究のカリキュラムを実

施するならば、効果的な知識の蓄積が可能となるのではないかと思われる。 

 また入学時と各学年の始めにはどの大学でもオリエンテーションが実施され、

学生は多くの選択肢の中から学習プログラムを描いていくが、試験結果の通知と

成績に対する指導はあるものの、年度の終わりに知識の獲得と蓄積に基づく中間

目標の確認指導は皆無に近い。自分が何をどう学び、積み上げて来たかの確認が

無いならば、学生の多くは目標管理に困難を生じ、状況に流される危険を持つ。

自己の知的積層化に関する確認作業は、企業では当年度の実績確認に基づく次年

度の目標確立を可能とする年次決算に相当する。学生に自己管理と自己責任の視

点をもたらすこのような指導がカリキュラムに組み込まれることは、教育上教員

にとっても望ましいことと考えられる。 

 加えてこのような理解の進め方は、学生各人が自分の学習上の関心や目標を明

確にし、自主的に学生生活を構成していくという過程をもたらすと考えられる。

学生個々人がものごとの因果関係や社会的事象等の理解のための基本的方法をあ

る程度修得できるならば、修得される専門的知識とあいまって、思考力や課題探

求能力の養成、受信型から発信型の人材育成へとつながり、やがては自己能力の

開発へと結ばれていくものと期待される。 

一方教える側の課題としては、教えることと自らの研究とは全く同一ではない

ことの認識に基づき、研究を深化させるとともに専門の垣根を低く保つこと。ま

た教育の場にあっては、教員の専門的関心を過度に持ち込まず、携わる教員相互

の教授内容の把握と交流を図ることによって、個別に教授される内容上の関わり

を学生をして理解できるように配慮することが求められる。換言すれば、教える

側が編み出したカリキュラムの構成科目がそれぞれの専門的な内容の集合に終わ

ることのないように、内容上の連結部あるいは結節部を指摘しながら、学生の理

解の目線に立って教授する必要を示している。つまり、教授内容を統括し、一定

段階ごとに学生の理解の再確認を求めること、もしくは螺旋状の理解を図ってい

くことを意味している。この方法はどの科目においても有効であるが、特にリレ

ーあるいは輪講形式のような複数教員による授業において、最も端的にその効果

を表す。また学生の理解や教員相互の共同効果を高めるためには、全体を統括す

るコーディネータの適切な配慮に基づく運営能力と、各教員の協力が不可欠なこ

とは改めて指摘するまでもない。カリキュラムや授業計画には直接現われないこ

のような教員の苦労と努力は、学部教育の質的向上、学生の教育効果の表われで



ある学習目標の明確化に対して、その成果を左右する極めて重要な位置を占める

ことは明らかである。 

 

Ⅳ  むすびにかえて 

 

 教育を受ける学生を見るならば、入学試験の多様化や改善が進められていると

はいうものの、未だ偏差値に左右されながら基本的には暗記と訓練によって関門

をくぐって来ざるを得なかったのが彼等の現実である。義務教育･高等学校の一連

の教育を受けてきたどちらかといえば受け身の受信型思考の持ち主が、大学入学

後 4 年の期間内に豊かな教養に基づいた課題発見･解決の発信型への転換を図る

ことは極めて困難なことであろう。加えて昨今のわが国の経済の低迷や産業構造

の変化、様々な分野で進展するグローバル化等の社会的変化は、大学教育に対し

て教育内容のみならず学生の勉学上にも多大な影響を与えている。例えば、Ｃ大

学の授業計画演習科目の注意事項に「就職活動のために、論文作成の準備が著し

く遅れるという例がおおい、執筆計画についてはよくよく考えて準備してもらい

たい」と記載されているように、学生は 3 年次半ば頃には就職活動準備を始め、4

年次は就職活動に奔走し、結果的に本人の意思とは関係なく講義や演習への出席

率は低下する。その上就職準備活動の開始時期は早まる傾向を見せており、教育

上非常に憂慮されている。 

 このような環境にあって、学生の知的探求心や広い視野を育むような教育を目

指すために、ラテンアメリカ地域に関して言語の修得に始まり様々な専門分野の

知識修得による総合的な理解を意図する教育を如何に進めることが望まれるかに

ついて、ブラジルの地域専攻を例としたカリキュラム試案を以下に述べる。 

 教育の基本を教養･語学･専門の 3 点に置き、4 年間の一貫教育をめざす。カリ

キュラムの基本的科目区分および配当年年次は、基礎的総合科目（1～4 年次）、

言語科目（1～3 年次、但し 4 年次は選択）、専攻専門科目（1～4 年次）とし、社

会･地域、言語･文学、歴史の３専攻コースを設置し、卒業論文は必修とする。基

礎的総合科目は全学共通の教養の涵養を目的とする科目であり、人文、社会、自

然の 3 分野及びテーマに基づく専門横断的な総合科目から成る。総合科目群は今

日的課題をテーマとして複数教員による講義形態とし、専門的理論と現実の事象

との関連や理解の進め方を内容とする。テーマとしては環境、開発、公害、ジェ

ンダー、民族･宗教･紛争、福祉、生涯学習、技術革新と産業構造等があげられる。 



 言語科目は専攻語と英語であり、何れも 1～3 年次必修とし、専攻語は 4 年次選

択とする。専攻語は 1･2 年次に集中的に実施され、文法、作文、講読、会話が基

本である。講読および会話の教育材料は、対象国の自然地理、社会、文学、歴史

や人々の生活等の理解を意図して選定する。3 年次には実用性を考慮し、主にビ

ジネスに関するものを用いた作文、会話を設置する。4 年次の選択科目には、コ

ミュニケーション能力向上を意図し、異文化社会への対応に関する内容を選定す

る。英語は会話と講読が中心とされ、講読はラテンアメリカ地域や対象国の基礎

的理解につながる百科事典や社会文化に関する入門的文献、公的機関による案内

書等を選定し、専門研究との関連を配慮する。 

 専攻専門科目は基礎（1～3 年次）と専門（3～4 年次）に分かれる。この専攻科

目の基本に関しては、拙稿で既に述べており(14)、本稿では若干の補足を行い、両

者をもってブラジルを例とする当該地域に関する教育への全体的試案とする。専

攻基礎科目に学部共通科目として、1･2 年次必修の「異文化理解と人の移動」「日

本の社会文化システム入門」を設け、専攻分野を学習するための基本的姿勢と視

点の理解を図る。また１年次必修半期科目として、学習基礎能力育成のために、

文献検索、リポート作成、報告発表（プレゼンテーション）、資料作成等に関する

いわば「大学で学ぶ」と題するような科目を設置する。 

 さらに専攻専門科目（学科共通選択必修）に専門横断的な科目を設置すること

によって、対象を多角的かつ比較の視点をもって理解する能力を育成する。例え

ば、言語、文化、価値思考等を含む「異文化コミュニケーション」、社会、経済、

政治的側面と他地域との比較を視野に入れた「ブラジルと地域統合」や「通貨危

機と国際機構」、社会の仕組と教育および地域内諸国との比較によって対象の掘り

下げをめざす「ブラジルの教育と社会」、大衆文化や芸術と社会変革の関わりにア

プローチする「大衆社会と社会変化」等の設置が必要である。 

 

 大学学部教育については、先述のように設置基準の大綱化によって行政の側か

らの規制が緩和され、学部･学科の設置やカリキュラム編成等にかなりの自由裁量

が認められたことから、各大学にあってはそれぞれの個性や教育上の独自性を示

し、共同研究の推進を図るための様々な試みが開始されているが、同時にこの規

制緩和は、学生の学力低下傾向への対応、課題発見･解決能力の育成、国際的に通

用する人材育成等の求めに対し、各大学が自らの責任において対応することが迫

られていることを意味している。 



 本稿でとりあげた各大学で実施されている当該地域に関する教育の在り方およ

び望ましいと考える教育に基づき、社会からの多岐にわたる課題や要請に応え、

各大学の独自性を教育に反映させるために必要であると考えられる基本的視点を

以下に指摘する。 

 近年殊に社会･人文系の専攻学生にとっては、教授される専門知識と卒業後の職

業の一致が困難であること、また激しく変化する社会や技術的環境等から、もの

ごとの理解･判断･分析能力の育成が専門知識の修得と同様に学部教育に強く求め

られており、留学等も含む柔軟で組織的な制度改革とカリキュラム編成が急務で

あること。また学生をしてその学習効果を具体的に高めるために、学年あるいは

段階に応じた学生の学習目標の設定と達成確認のためのシステム構築が必要であ

ること。低学年次より専門横断的な科目の設置や複数教員の携わる講義形態の採

用等によって、視野の拡大、複眼的思考の育成、学習目標や目的の明確化を図る

こと。さらに専門科目においてはその教育効果を促進するために、教員は専門の

垣根を低く保ち、他の専門科目との連携や他の教員との相互協力による螺旋的な

教授方式が望まれること等があげられる。 

 既に述べたように、教員が専門的知識と理論、さらに隣接諸分野の知識を援用

しながら学部教育に携わっていくことが教員の優先的使命として理解されたので

あるが、このことはまた授業時間という限られた範囲でその使命を充分に果たす

には限界があることを示唆している。教え育てるという仕事にとって、大学審答

申やＦ大学のオフィスアワーの設置をまつまでもなく、これまで多くの教員が個

人のレベルで実行してきた教員と学生の教室を離れたインフォーマルな接触と指

導が、教育効果を高めるために重要なものであることは言をまたない。 またその

ような場では教員自身の人格的な部分が、学生に大きな影響を与えるのは当然の

ことである。教員の熱意と個人的努力に任されるのではなく、このような指導が

全学的、組織的に運用されてこそ、学部教育全体の質的向上が有機的に図られる

と考える。 

 学部教育において、知識の伝達と学生の諸能力向上、豊かな教養に基づく人格

形成、そして今日特にそれらの調和のとれた人材育成が求められていることは、

大学組織の在り方、教育の内容、方法、人的要因等を全体関連の中で見直す必要

が指摘されていることに他ならない。大学教育に携わる教員をはじめ関係者の教

育に対する意識の在り方が問われていることを示すと理解され、わけても教育に

直接関わる教員の意識改革が強く求められていると判断される。 



図－１  大学の社会的存在と改革
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【注 記】 

(1) この数量的変化について平成 10 年（1998 年）度の数値を見るならば、高等学校卒

業者数は 1,441,061 人であり、同項目の最多数値を示した平成 2 年度より約 32 万余



 
人の減少を見せている。また高等学校卒業者の大学進学率は 42.5％であり、昭和 30

年以降基本的には増加傾向を示している。（『文部省統計要覧 平成 11 年版』に基づ

く） 
(2) 文部省『文部統計要覧  平成 11 年版』平成 11 年 6 月、pp.40-41。 
(3) 佐々木友子「日本におけるラテンアメリカ教育への一考察」（『ラテン・アメリカ論

集』№32、ラテン・アメリカ政経学会、1998 年。） 
(4) 例えば、経済界からの要望や提言としては、以下のものが公にされている。日本経

営者団体連盟『新教育制度再検討に関する要望書』昭和 27 年 10 月 16 日。日本経

営者団体連盟『当面の教育制度改善に関する要望』昭和 29 年 12 月 23 日。日本経

営者団体連盟『新時代の養成に対する技術教育に関する意見』昭和 31 年。（社）経

済同友会『大衆化時代の新しい大学像を求めて─学ぶ意欲と能力に応える改革を─』

平成 6 年 4 月。日本経営者団体連盟教育特別委員会『新時代に挑戦する大学教育と

企業の対応』平成 7 年 4 月 24 日。  
(5) J.A.パーキンス、天城勲、井門富二夫、『大学の未来像』、東京大学出版会、1968 年、

pp.16-17。  
(6) 青井和夫  「大学の社会的機能」（『日本の大学』東京大学公開講座 12、東京大学出

版会、1974 年 pp.94-95。） 
(7) E.L.ボイヤー、有本章訳、『大学教授職の使命─スカラーシップ再考─』玉川大学出

版部、1996 年、p.18。  
(8) 前掲、pp.37-52。 
(9) 例えば次のような文献があげられる。青井和夫「大学の社会的機能」（『日本の大学』

東京大学公開講座 12、東京大学出版会、1974 年）。ハーバート・パッシン、国弘正

雄訳、『日本近代化と教育』サイマル出版会、1980 年。  天野郁夫『学歴の社会史』

新潮社、1996 年。ハルミ・ベフ、栗田靖之訳、『日本―文化人類学的入門―』社会

思想社、1980 年。苅谷剛彦『大衆社会のゆくえ』中央公論社、1998 年。 
(10) 日本経営者団体連盟、『新教育制度再検討に関する要望書』、昭和 27年 10月 16日。

この要望書は、新教育制度に対し、実業高等学校の充実、新大学制度の改善の二項

について、産業界からの要望を表している。新制大学については、輩出される人材

への関心、新制度の運営について言及し、抜本的検討を要望している。 
(11) 松本幹雄、村上良三、「大学教育の国際化に関する調査報告書（１）」（『産業能率大

学紀要』第８巻２号、1988 年 2 月）。 



 
(12) 文部省高等教育局編「高等教育改革の推進」（『大学と学生』371 号、平成 8 年 4 月、

pp.8-9。） 
(13) 以下の大学に快くご協力を頂きました。 

大阪外国語大学、京都外国語大学、上智大学、筑波大学、天理大学、東京外国語大

学（五十音順） 
(14) 参照、注（３） 
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・ 矢野暢編『地域研究』（講座 政治学  Ⅳ）三嶺書房、1987 年。 

・ 中嶋嶺雄、チャルマーズ･ジョンソン編著、『地域研究の現在』大修館書店、1993 年。  

・ 山口博一『地域研究論』（地域研究シリーズⅠ）アジア経済研究所、1991 年。 

・ 松本幹雄「ブラジル地域研究―方法論考」『ラテン･アメリカ論集』№25、ラテン･ア

メリカ政経学会、1991 年）。 

・ 藤巻正己、住原則也、関雄二編、『異文化を「知る」ための方法』第 2 版、古今書院、

1998 年。 

・ 上智大学外国語学部ポルトガル語学科編『地域研究のすすめ―ポルトガル･ブラジル

編』上智大学外国語学部、上智大学･ポルトガル･ブラジルセンター、1997 年。 
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年。 

・ 天野郁夫『日本の教育システム―構造と変動』東京大学出版会、1997 年。 

・ 関正夫『日本の大学教育改革―歴史・現状・展望』玉川大学出版部、1995 年。  
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・ 松本幹雄「大学教育論（１）（２）（３）」（『国際経済研究』５･６･10 号、（社）国際

経済研究センター、1992 年）。 

・ 戸田修三「大学審の 10 年―回顧と展望」（『現代の高等教育』№396、民主教育協会、
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