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｜シンポジウム・開催

日本でのリベラル・アーツ教育をどう広めるのか
Disseminating Liberal Arts Education in Japan 

2006年1月7目、 本学ディッフエンドルファー記念館西棟において、「日本でのリベラル・アーツ教育をどう広めるのかJと題し
たシンポジウムが行われた。 この企画はリベラル・アーツ教育を実践している5つの大学が、21世紀に向けていかに教育の質を高
め、 リベラル・アーツを広めていくかを共に考える場として設けられた。

プログラム

シンポジウム

「日本でのリベラル・アーツ教育をどう広めるのかJ
挨拶：鈴木典比古（国際基督教大学 学長）

基調講演： ”L iberal Arts in the Global Age” 

シンポジウムでは、鈴木典比古学長の挨拶の後、

M. William Steele教養 学部長 による基調講演

”Liberal Arts in the Global Age”がffわれた。

引き続きパネルデイスカッション「日本における

リベラル・アーツ教育の国際的な質保証Jでは、 パ

ネリストより各大学が実施している教養教育の意

図や特色が紹介され、 意見が交換された。当日は

大学関係者を中心に約90名が集まり、 休憩時間
をはさんでプログラム終了まで熱心な議論が行わ

れた。

M. William Steele （国際基督教大学 教養学部長）
パネルデイスカYション：

「日本におけるリベラル・アーツ教育の国際的な質保証J
パネリスト

国際教養大学 学長 中嶋嶺雄
上智大学 比較文化学部長（2006年4月より国際教養学部長） Richard A. Gardner 

東京大学 大学院総合文化研究科長・教養学部長 木畑洋一
早稲田大学 国際教養学部長 内田勝一

司会 国際基督教大学教育学科教綬 立川明

基調講演要約

Liberal Arts in the Global Age 

M. William Steele 

Liberal Arts is a distinctive approach to education that aims to pri凶uce men 

and women who can think for themselves and who are genuinely concerned 

a凶ut human we�are irrespective of national t河川ers and川io are刷illing, indeed 

wanting, to get involved to help make the world a better place. These so同s of 

schools have flourished in the Unit凶States, but they are not tied to any one cu卜

ture or geographical area. The liberal approach to education is recognized 

throughout the world as an alternative to larger schools that offer a more叩剖剖ー

ized and vα沼凶円al cumculum. Liberal arts has gone global. 

We live in changing times. What so巾of problems confront people through

out the world now at the outset of the twenty-first centuryつFirst there is the 

terrible insecurity that has followed the terrorist attacks of September 11. This 

great age of globalization has seen the rise of neo-nation副ism, religious fun

damentalism, and a resurgence of racial and ethnic tensions. Second we can 

point to the relentless march of global environmental destruction. Third we 

can point to a”hollowing-out·’of humanity, involving a loss of physical and 

mental health. Fourth, despite advances in technology, we suffer from a la依

of common spaces where people can come together in conversation with 

each other. There is a crisis in communication that impels us desperately to 

seek a shared sense of pa州cipation, connection, and responsibility. Given 

these trends, an education that promotes the idea of global citizenship and 

cultivates compassio円ate, inquisitive learners is essential if we are to tran

scend divisio『1s created by distance, cultural difference, and mistrust. 

Preparing students for service and equipping them to solve problems -big 

On January 7, 2006, representalives from four Japanese unト

versifies with liberal a「ts programs gathered at ICU for a sym・

posium，”Disseminating Liberal A付S Education in Japan.＇’The 

objective of this symposium was to share views about how to 

improve the quality of education in the 21st cenlury. After 

Presidenl Norihiko Suzuki’s greetings, Professor M.William 

Steele, Dean of the College of Liberal Arts, delivered the 

keynote speech, "Liberol AけS in lhe Global Age.”A panel dis

cussion followed. 

President Mineo Nakajima, Akita International University 

Founded in April 2004, our liberal aけs program empha-

problems- has become the hallmark of liberal a月S colleges. Advancing this 

ideal is the most urgent task we can unde巾ke as edu凶tors.

What is the mark of a liberal a同s college? 

1. Liberal a円S institutions develop skills in "critical thinking." 

2. Liberal learning enc。urages moral and social responsibility. 

3. Liberal learning is liberating. It aims to make students free, able to take 

charge of their own thoughts and to carry out a critical examination of their 

society’s dominant ideologies and traditions. 

4. Liberal a同s education is based on active and rigorous inquiry. 

5. Liberal a吋s education encourages se刊ice and the cultivatio円 。f know!

edge that helps to solve real problems. 

6. Liberal learning is open-minded; it is global in scope and embraces the 

diversity of ideas and experiences that characterize the social，円atural, and 

intellectual world 

Many of the these aspects of a liberal a叶s education are of recent origins. 

The medieval European university demanded mastery of the liberal aパS, but 

it was not concerned with self-realizatio『1. The small liberal arts coll勾e of 

early twentieth century America was decidedly elitist and devoted to the culti

vatio『1 of Americ沼n values. Now at the outset of the twenty-first century, ser

vice, the cultivation of global perspectives, and the ability to gather, integrate 

and apply learning from a variety of different sources are the hallmarks of a 

liberal education. 

I propose the creation of a network of liberal arts institutions in Japan and 

Asia and thereby work together to find solutions to urgent problems. Our joint 

task as liberal a同s universities is to activate peoples of different countries as 

citizens in an interlocking world, working together for the common goal of 

global justice and peace. 

sizes English languag巴educatio「1 as a global communication 

tool with BA degrees in global studies and global business. All 

our classes are conducted in English. Stude「1ts spend at least 

a year abroad at one of our paけner universities 

Professor Richard A. Gardner, Dean of the Faculty of 

Comparative Culture (as of Ap『ii 2006, the Faculty of 

Liberal Arts), Sophia University 

The Comparative Culture Faculty at Sophia is modeled 

after the liberal arts colleges in the U.S. The first in Japan to 

conduct all its lectures in English, it is committed to educaling 

stude「1ts so that they can contribute to mutual underslanding 



パネルデイスカッション

「日本におけるリベラル・アーツ教育の国際的な質保証」

図際教養大学学長中嶋嶺雄

今までの大学ではできなかった新たな試みを少人数教

育で実践し、グローパルに発信していこうと2004年4月
に関学しました。

特徴l立、まず外国語でのコミュニケーション能力を高

めるということです。これからの国際社会における日本の役割を考

えると、 少なくとも英語で議論ができ、 十分なコミュニケーション
ができる人を養わなければいけないと考えていますので、 会学生に

一年間の留学を義務づけており、 すべての授業は英語で行われてい

ます。 もうひとつの特徴は、基礎的な知識と教養を学ぷ基盤教育を

きちんとやるということです。中昧の濃いカリキュラムで本物の数
護教育を実践しています。たとえば、「芸術論Jでは世界的なバイ
オリニス卜渡辺玲子さんが演奏しながら楽譜を解読していきます。

第一線で活躍している人を招き、少人数で理論と実践を組み合わせ

て学ぶカリキュラムのひとつです。学部lまグローバル・ビジネスと
グローパル・スタディズの二つの専門課程から成っています。ただ
し、専門はあくまでも教養教育の一環として位置づけてあり、リベ
ラル・アーツをきちんと身につけた後、ビジネスの世界や大学院へ
進学して専門性を身につけて欲しいと思っています。

教義教育を実現するには、カリキュラムが重要です。カリキュラ
ムを国際的互換性があるものにして、 学生個々人について協定校と
事前に打ち合わせ、留学提携大学との単位互換をスムーズに行える
ようにカリキュラム内容を考え、 工夫しながら対応しています。

上智大学 比較文化学部長 Richard A. Gardner 
上智大学のリベラル・アーツは、 比較文化学部の歴史

になります。194 9年に創設された国際部は、1974年に
全ての科目を英語で教える学科として、大学レベルでは
日本で初めて文部省（現在の文部科学省）から正式に認

可され、外国語学部比較文化学科となり、1987年には独立した比較
文化学部として現在に至ります。アメリカの Liberal Arts Collegeを
モデルに試行錯誤を重ねて、日本人と外国人が協力して作ってきた
学部といえます。

カリキュラムは、少人数で英語の読解力、 文章力、 批判的思考力
などを高め専門的な学習に必要な学力を養うコア・プログラムを学
んだ後、 3つのコースから1 つのコースを選択するという段階的な
プログラムとなっています。 同時に他のコース（専門分野） の科目
も自由に履修することができ、体系化された教養を身につけていく
仕組みになっています。学生数800 人のうち8割が日本人、2割が外
国人です。

この2006年4月から比較文化学部は国際教養学部に生まれ変わり
ますが、 学部としての教育内容に根本的な変化はありません。国際
社会の中で、 相互理解を深めるために必要な知的、 人間的能力を養
い、日本と世界を結ぶ国際的教養人を育成し、 世界の相互王監努に寄
与することを教育目様としています。 文化の遣う学生が一緒に勉強
することで、 現実的に日本と世界を結びグローバル化を直接に体験
できる場にしたいと考えています。

東京大学 大学院総合文化研究科長・教養学部長 木畑洋一

ヲrτ:i 東京大学は194 9年にリベラル・アーツ教育を位置づけ

d秀� ， l て以来、 一貫して教養という旗を 挙げて教育を進めてい
h と ’

l ます。 そうした歴史の中で、19 9 3年に前期課程カリキュ

ラム改革を行い、 従来の学科科目の枠組を廃止し、 基礎

科目、 総合科目、 主題科目という 3分類を導入しました。さらに、

「東京大学習慣章jを2003年3月に制定、「アクションプラン2005-2008J

に掲げるように、 本質を捉える知、他者を感じる力、 先頭に立つ勇

気を備えた人材の育成をめざした教義教育を行おうとしています。

2006年4月のカリキュラム改革では各科類の特色をより明確化し、

幅広い教養教育を行っていく体制を作ります。加えて、専門に進む際
の自由度をより広げようと 「進学振り分け制度jを改革しました。今
後は、Late Specializationの理念や教養教育の位置づけが、教える倶I]
にも学生にも見えてくるような具体的な形が必要だと考えています。

本学では、 グローバルなコラボレーションを通じて21世紀にふさ
わしい教養教育を研究、 開発、発信していこうと、 「教義教育開発
機構（KOMED)Jを立ち上げました。 また、「東アジア・リベラル
アーツ・イニシアティブ（EALAl)Jが大学教育の国際化推進プログ
ラムとして採択され、東アジア諸大学と協力して本学のリベラル・
アーツ教青をグローバルに発信する事業を行っています。
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早稲田大学 国際教養学部長 内図勝一
2004年の4月に新設された本学部は、 グローバル化し

た21世紀のリーダーを育てる実験段階にあります。
本学部では、1.現代的な教護教育を目的とする、2A受

業は基本的に英語で行う、3.日本語英語以外のもう一つ
の外国語を学ぶ、4 .学生は1年間必修として海外の大学で学ぷ、5.学
生の1 /3は海外からの学生である、 以上5つの特徴をあげています。

カリキュラムは、科目を7つのクラスター（科目群）にわけ、初級、中
級、上級とレベル別に分け、徐々に特定の分野へ集中することを想定し
ています。また、4年間を学習と学生生活の両面における一つのプロセ
スとして捉え、3つの段階に区分してそれぞれに目標を詰宣しています。

21世紀に求められる教養教育を考える際には、現代的な教養と大
学制度をどう理解するかが重要です。現代的な教養は、現代の諸課
題についての知識習得と方法習得のニつの視点から考える必要があ
ります。学問や知識の伝達を通して人間的にも成長させる大学の本
来的な役割に加えて、学生を市民的、 人間的、 社会的に成長させる
ための場を提供するのが大学だと理解することが適切だと思ってい
ます。大学とは自我あるいは学問など、 生きていくために不可欠な
基本的な問題を考えさせる場であり、 その仕組みを作り整備するの
が大学という制度が持つ役割だと思います。
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in the world. Among our eight hundred students, twenty per

cent are non-Joponese. 

Professor Yoichi Kibata, Dean, Graduate School of Arts 

and Sciences, University of Tokyo 

Our university started its liberal a吋s education in 1949, 
and a series of recent reforms emphosized the essence of 

knowledge, empathy and leadership. We established the 

Komaba Educalional Development IKOMED) to design a liber

al aけs program befitti「1g the 21st century. MEXT accepted our 

East Asia Liberal A巾 Initiative (EA凶II as o program to pro

mote internationalization in university education. through 

which we shore our liberal oけs instruction with East Asian 

universities. 

Professor Katsuichi Uchida , Dean of the School of 

International Liberal Studies, Waseda University 

Established in April 2004 lo nurture global leaders in 

the 21st century, we offer an education lo provide students 

indispensable knowledge to sustain life. and an ability to find 

well-structured solutions to problems. Classes are conducted 

in English. Students. of whom a third ore from the internation

al community, learn a foreign la「1guage in additio「1 to English 

and Japanese. They study at least a year abroad. 
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