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19 69. 11. 28 

No. 21 

月曜会メモ

第36回（11.17) 司会四手井綱英会員

はじめに各会員から関係各部，研究所における

近況報告があり，特に経済学部の新規定による学

部長選挙の実施についての報告に質疑が集中し

た。

ついで大検委員から各部会の議事進捗状況に関

する報告をうけたのち，前回からの継続議題であ

る教養部を中心にして立案が進められている。総

合研究センター構想による新しい教育と研究組織

についての討論に入った。

今回も教養部より大検委第2部会のメンパーで

あり，本件の立案に参加している 3教官が出席し

て応答された。

討議は主として教育面に及ぼす影響に集中され

たが，その質疑の大要は次のとおりである。

1. 本案の教育と研究組織の分離による教育の自

主化 ・自由化は一方では教育能率の阻害・低下

になる恐れがないか。

2. 学生がある系列，専門部門に集中し，著しい

不均衡を生ずるのではないか。

3. この方法によると大学卒業生の人間像が甚だ

漠然とするのではないか。

4. 学生を理想化しすぎてはし、ないか。時代によ

る価値観の差や世論により自主性がみだされる

恐れが多分にある。

5. このような自主的教育に対する教官の姿勢に

問題が残こらないか。現実の教育では多くのむ

じゅんが出て来るのではないか。

6. 学生の自主性を楽観しすぎている。これから

の教育を理想化しすぎてはいないか。

7. 教育における拘束を除き，自主 ・自由を増す
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ことは良い。人間の自由は選択の自由であると

もいえるが，学問の系列化は自由の拘束にはな

らないか。

8. 社会からの要請はどこで受けとめ処理するの

か。このような要請とオリエンテーション ・セ

ンタ ーとの関係はどうか。社会の要請などをど

こでどう判断するか。

9. 工学部，農学部などの科別入学と入学後の系

列とにはむじゅんは起こらないか。

10.京都大学の存在価値，スクールカラーといっ

たものはどうなるのか。

これに対する関係者からの応答の大要は下記の

とおりであった。

1. 学生のコースの選択，受講はオリエンテーシ

ョン ・センターの方向づけおよび全学教官組織

（学部 ・研究所をふくめた〉による指導により

十分な教育が行なえると信じている。

2. オリエンテーションにより，系列や専門への

集中，不均衡は是正される。また教育にはあま

り関係はなくとも，研究の独自性，学問の性格

上必要な部門は当然存続すべきである。

3. 卒業生の人間像は学生が自主的に決めるべき

もので，幅の広い専門も，狭い専門も許すべき

は当然で，大学とか学部で一つの人間像にはし

ぼれない。決して一つの型にははめられない

が，現在，各学部，学科で想定しているような

卒業生も十分に出るものと考えている。

現在の講座制にあてはめなければ専門家をつ

くれないとい う考え方は捨てるべきではない

ヵ、。

4. 世論などにより自主性がみだされる恐れはあ

る。 社会の必要とする専門家が出来に くい欠点

もあるだろうが，新しい専門家が出来る利点も
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認めねばならなし、。

5. 学生はむしろ平均的な学生を想定していると

しでも教官は理想的人間であらねばならなし、。

6. 学問の系列化は自主性の拘束ではなく ，自由

選択を助けるためにあると考えている。

7. 教育は学生個人の要求を主とし，社会，体制

などからの要請は従である。

8. 教育の系列化は，講座，学科の枠はなおす必

要はあるが，最終段階にははずすとしても現在

は一応学部の枠内で実施出来るように考えてい

る。しかし総合大学の特徴を生かすためには，

人的・物的条件を考えにいれて出来る範囲で他

学部の学生の要求を入れるようにする。

系列により必須のおもみを種々かえられるよ

うにし，医 ・工 ・農などの要求にも十分応じら

れるようにするつもりである。

オリエンテーション ・セーターは交通整理を

するだけで個別指導は全学教官でやるから満足

な結果が得られるものと考えている。

以上の質疑応答を通じて全般的な見解としては

理想案としては納得出来るとしても現実にはなお

多くの疑問がのこるということになろう。

そこで次回も継続してこの問題を討議すること

とし，特に今回あまりふれられなかった，総合研

究センターにおける研究組織を中心として討議す

ることになった。

（遠藤隆一会員 ・四手井綱英会員〉

全教育学部改革委員会の設置

教育学部では，学部内各層から選ばれた準備会

委員によって，全教育学部改革委員会の規約作成

をすすめていたが，このほど下記のとおりそれを

決定した。

全教育学部改革委員会規約

教育学部教授会は1969年3月13日，旧来の大

学自治が，専ら教授会の自治であるとし、う教授

会自治論の破たんを認めた。われわれ教育学部

全構成員は，新たなる教育・研究の実現を目ざ

す学部改革に取り組むことを決定し， その後各

層毎に改革問題の討論を重ね，改革委員会準備

会を経て，改革委員会を発足させるに至った。

教育 ・研究のあるべき姿を探求し実現しよう
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とするこの改革においては，本委員会を構成す

る各層委員に対等の資格が保障され，各層構成

員の権利を確立し擁護するものとして展開され

ねばならない。各層での民主的な徹底した討論

と，各層相互のひたむきな対応を前提としては

じめて学部改革はその実質的な力をもつのであ

る。われわれ全構成員は，不断の問し、かけと実

践のうちに，かかる理念を具現する改革を推し

進める所存である。

第 1条全教育学部改革委員会（以下「委員会」

とし、う。〉は，教育学部改革に対する各層の要

求・意見を集約して，改革案を提示すること

を目的とする。

第2条委員会の提示する改革案については，

教授会はこれを極力尊重して決定を行なわな

ければならなし、。但し，教授会が委員会案を

認め難いとする場合，その理由を付して委員

会に再検討を求めるものとする。

第 3条委員会は，各層を代表する次の委員で

構成する。

教官（助手を除く〉代表 2名

助手会代表 2名

大学院会代表 2名

学生自治会代表

事務系職員代表

2名

2名

第4条委員の任期は半年とする。但し再任は

妨げない。補欠の委員の任期は前任者の残任

期間とする。

第 5条委員の互選により次の役員を選出す

る。

委員長 1名

副委員長 1名

書記 3名

第 6条 委員長は委員会を招集し，議長となる。

第 7条委員会の議題の提案は，委員がこれを

行なう。

第8条委員会案の決定には全会一致を必要と

する。一致をみることができないものについ

ては各委員の意見を明示する。

第 9条委員会は必要と認める場合には，次の

措置をとることができる。

1. 専門委員の委嘱

2. 委員以外の学部構成員の出席の要請

3. 委員会としての意見を付した上で各層間
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の交渉に委ねること

4. その他委員会の運営に必要な措置

第10条本規約の改正には全委員の賛成を必要

とする。

附則

本規約は 1969年 11月20日からこれを実施す

る。

経清学部長選挙内規の改正について

経済学部においては， 10月30日に， 「学部長選

挙に関する内規」を下記のように改正した。

学部長選挙に関する内規

昭和11年6月2日制定

昭和14年 1月10日改正

昭和22年7月15日改正

昭和44年10月30日改正

第 1条学部長となる者は，次のとおり決定す

る。

(1) 教官協議会において，教授のなかから 3

名の学部長候補者を選定する。

(2) 3名の候補者について教官協議会構成員

を除く学部構成員の意見を聴取する。

(3) 第2項による意見聴取のうえ，教官協議

会において， 3名の候補者のなかから 1名

の候補者を選定する。

(4) 教官協議会において選定された学部長候

補者について教授会において決定する。

第2条 前条の手続によ って選定せられた者は

特に重大な理由のある場合を除き，学部長候

補者であることを辞退することはできない。

但し再選の場合はこの限りでない。

第3条第 1条の候補者の選定は，全員の3分

の2以上が出席する教官協議会において，投

票不可能の者を除き，教官協議会全員の無記

名投票の方法でおこなう。
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第 4条それぞれ投票総数の 3分の 2以上を得

た者を学部長候補者とする。

2 3分の 2以上の得票者がない場合には上位

の得票者2名について決選投票をおこなう。

3 決選投票の結果，得票数が同一である場合

には抽銭によ って学部長候補者を選定する。

第5条学部長の任期は 1年とする。但し再選

をさまたげない。

第6条学部長の交替期は 1月10日とし，その

1ヶ月前に次期の学部長となるものを決定し

なければならない。

第7条任期の途中で交替の必要が生じた場合

には随時学部長となる者を決定する。この場

合，後任学部長の任期は前任学部長の残任期

間とする。

第8条 学部長に事故あるときは先任評議員，

評議員，先任教授の順序でその職務を代行す

る。

第9条 学部長はその職務に差支えないよう兼

務を制限することを要する。

附則

1 教官協議会構成員を除く学部構成員とは，

教官協議会構成員を除く職員，大学院生およ

び専門課程在籍学生をし、う。

2 第 1条の「意見を聴取する」方法は別に定

める。

3 この内規は昭和44年 10月30日から施行す

る。
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