
はじめに

松本は私が生まれ育った所

ですので、今日こうして皆さま方

にお迎えいただいたことを大変

光栄に存じております。私は口ー

タリアンとしてはまだ新米です

が、ロータリーには非常に長い

間お世話になっております。まず

私の東京外国語大学の時代の

教え子で現在同校で私の後任

になっている国際関係論の教

授は、ロータリーの奨学金でカ

ルフォルニア大学バークレー校

に留学し、Ph.D.を取ってまいり

ました。当時はまだ奨学金が．非

常に貴重で、大変ありがたいこ

とだと思って感謝しております。

もう1つは米山奨学財団の奨学

金ですが、信州大学の方々、あ

るいは松本で学んでいる留学生

の方々など米山奨学金が非常

に役に立っております。私どもの

大学でも留学生のための奨学

金として非常に注目させていた

だいております。講演のテーマと

も関係すると思いますが、我が

国は2020年までに留学生30

万人計画などを試みようという

計画を立てているのですが、政

j台的スローガンとしてはともかく

実際に奨学生を受け入れる場
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前提としてグローバル化の意昧と国際化の意昧を

きちんと区別して理解することが必要O

合の宿舎や奨学金の制度など ナショナルは元々ネーションを基 パル化というのは様々な国の違

まだまだ非常に不備です。そうい 礎とする言葉ですから、ネーショ いを越えて地球全体を一体化さ

う中でロータリーの国際貢献と ンあるいは国のもう1つの呼び せてしまうということだと思いま

し1う意味でも非常にありがたい 方は国家とし、う場合にステート す。これを分かりゃすくするため

ことだと思、っております。 という言い方もありますし、カント に日本語ではグローパ ル化と

リーという言い方もあります。皆 言っていますが、中国語では「全

グローバル化とは何か それぞれ英語でも日本語でも 球化（チョワンチュウホワ）Jと言

さて、「グローバル化と日本の教 ニュアンスが違いますが、例えば います。この方が意味が通じる

育jですが、グローバル化とは何 ステートと言った場合には非常 かもしれません。まさに全球化の

か、それはいったい従来言われ に国家の枠組みとし1うものが前 時代である。全球化というのは

ていた国際化とはどう遣うのかと 面に出る概念です。これに対し ご承知のように、皆さん自身がそ

いうところからお�i5しさせていた メ二一カントリーズ（多くの国々） うし1う日常の中にもう生きている

だきたいと思います。最近は本 という時は、もう少し素朴なとい ように、例えばインターネットでア

当にグローバル化とし1う言葉が うか、ちょうどゴルフのカントリー クセスすれば時差を越えて世界

一般的になりました。それでは国 クラブと同じように、いわば地域 が繋がり、地球の裏側で、あって

際化はどうなのかといいますと、 性を表しています。それからネー もと‘こで、もあっと言う聞に情報が

やはり手ムどもはグ口－J＼）レ化の ションと言った場合にはそこに 交錯する。これはいったいいつ

意味と国際化の意味をきちんと 住む人間を意味していると思う ごろからこうなったのでしょうか。

区別して理解することがまず前 のです。日本語で書いても固と そ し て ま た 今 全 世 界 に国境

提として必要ではないのか。グ いう言葉は普通に国家の国と （ボーダー）はありますが、それが．

口－J＼）レ化は英語ではグ口ーバ いう言葉もあれば、邦人というと インターネットによりボーダーレス

リゼーション、地球化という意昧 きの邦もあります。また土という というか、国境が低く なってい

です。電球の球もグローブという 字を「くにjと呼ぶ場合もあり、こ る。これはいつごろからで‘しよう

のと同じように、世界が1つの球 れは故郷、郷土です。それらを含 か。実はこのグローバル化と＼， ＼う

体になったとし1う意味なので‘す。 めて考えると我々は一般的に国 のはまだ始まってようやく20年

国際化の方は固と固との水平 際とかネーションと言っています なのです。今2009年の秋です

的な関係で、必ずしも立体的な が、ネーションとネーションを襲ぐ が、1989年11月あのベルリン

関係ではない。日本とアメリカと から国際、インターネーションな の壁の崩壊が起こって間もなく

の関係や日本と中国との関係、 のです。それがインターナショナ 20年目になります。このベルリ

固と固との関係であり、英語で ルという形容詞になり、さらに名 ンの壁の崩壊とし1うのは実は私

はインターナショナライゼーショ 詞になったのがインターナショナ が専門とする中国の悲劇と非

ン、インターナショナルですね。 ライゼーションなので‘す。グ口一 常に関係があります。
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20年前のベルリンの壁崩壊により

東西冷戦時代が終罵し、ク、口一バル化が始まった。

中国で；20年前に何が起こった 要求があちこちで起こっていた リアに入り、それからオーストリア

か、6月4日の天安門事件です。 からで、その中の一番の典型が から西ドイツに入り西ベルリンに

この中国の悲劇を一番注目して 東独でした。東独にはフンボルト 行っていました。ハンガリーも経

見ていたのが当時の東欧諸国 大学という、マルクスもそこに学 由していました。こういう状況に

だったのです。なぜならば東欧 び、教えたこともある非常に歴 ありフンボルト大学の先生方も

諸国をおしなべてソ連が早くも 史の長い大変由緒ある大学が 非常に熱心に、遠い中国のこと

ペレストロイカを始め、グラスノス あります。森鴎外も留学し、後に なのに我が事のように真剣に議

チというような情報公開を始め、 大学の一角に鴎外記念館カf設 論していたのです。なぜならばフ

ゴルバチョフとし1うような従来の けられています。そこの先生方か ンボルト大学のすぐ近くにマルク

ソ連にないようなリーダーが出て ら私に基調講演の依頼をされ、 ス・ヱンゲルス広場とし、うのがあ

きたにも関わらず、ご承知のよう 中国の状況をぜひ詳しく話して り、そこが第2の天安門広場に

に東欧では依然として社会主 ほしいというシンポジウムがあり なりはしないかとし1うことを非常

義の独裁体制が続いていまし ました。そのシンポジ‘ウムがあっ に懸念していたのです。同行し

た。そして東欧の知識人たちは たもう1つの理由は既に東欧か た私のゼミの学生たちにとって

自分たちの国が天安門事件と らは民主化を求める、特に後で は大変記念すべき旅行になりま

同じような状況になりはしないか 分かったことなのですが、ベルリ したが、外国人の特権でシンポ

ということを非常に懸念していた ンの壁の東側では例えば聖卜一 ジ‘ウムが終わってから本当にも

のです。私の実際の体験に照ら マス教会、これはバッハの埋葬 のものしい警戒のあのベルリン

してそのことを少しお話ししてみ されている所、そして聖ニコラス の壁の東側で銃を構えている兵

たいと思います。天安門事件は 教会、いず‘れもライプツィヒにあ 士たちを横目に見ながら外国人

人民解放軍が市民や人民に発 りますが、こういう教会を中心と として壁を通って西ベルリンに

砲し、戦車でひき殺すという大 して当時の東ドイツの独裁的な 来たのです。西ベルリン側の壁

変な悲劇でありまして、皆さんも 指導者ホーネッカーとし1う大統 の方にはその犠牲者、壁を乗り

テレビの画面などを思い起こさ 領に対する民主化要求が起こ 越えようとして犠牲になった、亡

れることでしょう。しかしこの事件 り始めていました。そして既に難 くなった方に対する花輪がたくさ

は単に中国だけでなく社会主義 民が出始めていたのです。私は ん並んでいた現場を見ました。そ

圏、特に東欧諸国にものすごい たまたまそれらの難民にもフンポ の直後にベルリンの壁が崩れて

インパクトを与えました。なぜなら jレト大学に行く時に遭遇したわ いったのです。これはまだ20年

中国の天安門事件が民主化要 けですが、ベルリンの壁があるの 前の11月、そして翌年から東欧

求に対する共産党のトップから でそこから西側に出ょうとすれば 諸国が社会主義を離脱した。中

の弾圧だったので‘す。東欧には すぐに銃殺されます。従ってまず 国との違いはホーネッカーが自ら

その独裁体制のもとで民主化 チェコに行き、チェコからオースト 退陣したことでした。
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グローバル化が加速する中、

社会主義・共産主義国を含むアジアの今後は？

最後まで‘居座っていたルーマニ 的に間違えている。北朝鮮が崩 互いに家に来てもらったりするこ

アのチャウシェスクは非常に悲 壊して一番困るのは中固なので とができるが、そういう状況の中

劇的な末路を遂げ‘たことは皆さ す。北朝鮮も崩壊すると言いな ですぐに密告が行われるような

んご承知の通りです。ですからそ がらなかなか崩壊しないのは、目 世界なのです。そういうことを考

うし、う大きな歴史のうねりの中で に見えないところで中国がいろ えるとそう簡単に中園、北朝鮮

ベルリンの壁が崩れた、これが いろな支援をしているからです。 が崩壊しないとすればそれこそ

決定的です。東西冷戦体制が 従って表面的にはアメリカや日 がまた大問題であります。

そこで崩壊してし、ったのです。 本と協調するためにいかにも中 さて、そうしヴ状況の中でベルリ

アジアの冷戦と 国が北朝鮮を抑え込んで説得し ンの壁が崩れていったことに

中園、北朝鮮 ているかに見えるが、それは社 よってやがてソ連が崩壊しまし

残念ながらまだアジアでは中 会主義、共産主義の一党独裁 た。ものすごい重厚な軍事大

国も北朝鮮も社会主義の一党 体制同士の緊密な、まさに唇歯 園、それがあっという聞にほとん

独裁体制を堅持しています。最 輔車と言われるような歯と唇の ど犠牲を伴わずに。ゴ．ルパチョ

近中国の温家宝首相がピョン ような基本的な関係があるとい フ、エリツインの聞に若干の問

ヤンを訪れて金正日氏と抱き うことを忘れてはならないと思う 題があったり、エリツィンが一時

合っている姿がテレビにも映さ のです。しかも中国は相手の国 拘束されたりしたこともありました

れましたが、日本政府側が大きく が柔らかく出たからとし、って政策 が、そういう状況の中でもほとん

誤っている1つの中国認識は、 を変えるような体質ではないの ど犠牲を払わずにあの巨大な軍

中国に対して柔らかく出れば、 で、アジアにはまだまだもうしばら 事大国が崩壊していったので

例えば中国が東シナ海のガス く社会主義、共産党の独裁体 す。これはまた我々の同時代史

田とか、海軍力を増強して、この 制が続くような気もいたします。 のひとこまであります。

間も津軽海峡を通り、さらに沖 というのは中国の例を取ってみ

縄から抜けて西太平洋の近海 でもなかなかそう簡単に崩壊し

がもう中国の海になりつつある ないような安全保障措置が徹

にもかかわらず、あまりそのことは 底的に取られているのです。軍、

言わなし、。中国にできるだけ穏 オリンヒ．ックの時に見たような武

やかに出れば日本にとって懸案 装警察部隊、そして公安、この3

である北朝鮮を説得してくれる 重の抑圧体制と末端の町には

のではないかという、まさに6者 報告制度というものがあります。

協議の発想がそれなのです。私 皆さんが中国に行って誰か中国

は何度か言ったり書いたりして 人の家に泊まることなんでほと

いるのですが、その発想が根本 んどできないでしょう。日本ならお
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そして私はその直後に、天安門

事件のシンポジウムだったので‘

すが、松本市と姉妹提携をして

いるアメ リ カ のソルトレークシ

ティーの大学に招かれて行きま

した。シンポジウムが終わった

夜、教授の家にお食事に招か

れた時、「中嶋先生はどのぐらい

論文を書いているので・しようか、

ちょっと見てみましょうか。jと

言って彼はコンビュータでアクセ

スしたのです。私もけつこう英文

の論文を書いていましたからコン

ビュータの画面にミネオ・ナカジ

マとし1う論文が英文でいっぱい

出てきました。当時の日本ではま

だそうなってなかったので、どう

やって私の書いた論文をコン

ビュータにアクセスしてそこに全

部出てくるのか私はびっくりしま

した。これは今では当たり前のこ

とで、世界の情報がコンビュータ

の中ですぐ手に入る。つまりIT

革命が行われたわけであります。

こ のl T革命 、 ち ょう ど そ れ も

1989年の体験ですから、ことし

は2009年、まだ20年前のこと

なのです。この20年間の歴史と

社会の変化はものすごく大きい

と思います。

おそらくグ口－／＼ル化は皆さんも

感じてらっしゃるようにいい側面

だけではなく、マイナスもいろい

ろ入ってきます。病気の流行も

そうです、SARSもそうでしたし、

あるいは新型インフルエンザもそ

う言えるかもしれなし」あるいは

また安い品物がどんどん入ってく

る。身の周りにあるものを見ると

大抵メイド・イン・チャイナと書い

であるんです。安かろう悪かろう

でどんどん低賃金労働力でモノ

をつくって輸出していますから当

然中国のGDPは膨らみ、外貨

準備もたまります。それに外国

投資も全部GDPになるので、日

本もだいぶ投資しているし台湾

の企業やアメリカも投資してい

る。それらが全部中国のGDPに

なるのですが、さて1人当たりの

高さはどうかというと、購買力平

価で換算しでも予見し得る将

来、とても日本に追いつくはずは

ありません。つまり決定的な絶

対値の違いがあるのです。しか

しそうしヴ状況の中で今申し上

げ‘たようにボーダーレスになりま

すから、情報や物、公共財、ある

いは私の今日の講演はともかく、

講演したものなんかも誰かがブ

ログなどに書き込めば全世界に

すぐに広まるというような状況で

す。このインフォメーション・テク

ノ口ジー（IT）の大きな革命も不

可逆的なのです。もう二度と元

には戻らない。だとすればそうい

う中でグローバル化のマイナス

面をいかに極小化するか、そして

グローバル化にどう対応するか

ということが今後の大問題であ

ります。20年前はなかったことで、

す。そして件の9.11がその聞に

起こります。まだ10年もたつてい

ませんが、私も現場を見てまいり

ました。その9.11がこの20年間

に起こったことによってもう1つ

国際テロリズムというものに対

するディフェンスが単なる安全

保障の問題と違って大きな課

題になったというのもこのグロー

バル化の1つの産物、あるいは

副産物です。



グローバル化にどう対応するかという新しい知恵、

新しい考え方、新しい生き方というものが

当然生まれてこなければならない。

いるマル口ーをめぐるシンポジウ ているところがありますカ人手ムは

国際化とグローバル化 ムでした。私もずいぶん若い頃 前から松本は郷土のことを説明

こういう状況を考えるといずれ から読みました。パリのオペラ座 する標識が英語でも表示されて

にしてもグローバルイヒとし、うのは の天井の絵をシャガールに変え いて、そしていろいろな観光ガイ

まだまだ、始まったばかりで、そこ たのもマル口ーの意向でした。オ ドは中国語、しかも大陸で使う簡

にたくさんの問題を含みながら ペラ座は非常に古いパリの伝 便な中国簡体字と、台湾や香

も、それに対してどう対応するか 統的な芸術の殿堂なので、当 港などで使う繁体 字が両方と

という新しい知恵、新しい考え 時だいぶ反対論があったので、す も、あと韓国語でも出ているのは

方、新しい生き方というものが当 が。そのマル口ーをめぐる国際シ 大変結構だと思います。そのよ

然生まれてこなければならない。 ンポジウムを開くのでどうしても うに考えると松本は非常に可能

それは同時に日本で言うと東京 フランス人のお客さんが多かつ 性のあるところで、おそらく口ータ

や首都圏だけではなく、この松 たのです。ところが秋田に着い リーの皆さま方のご尽力がある

本も長野県も当然のことながら てユーロを日本円に替えようと のではないかと思います。

そのグローバル化lこし1かに対応 思ったところ、普通アメリカなど

するかとしヴ問題に直面してい に 行 く と空港の 中 に は 必 ず グローバル化と教育

るはずです。しかしながらまだ日 キャッシングサービスのATMが さて、そのグ口－／＼｝レ化にいかに

本はそのへんが非常に不十分 ありますから、4～5日、あるいは2 対応するかというもう1つのテー

なのです。後で紹介させていた ～3日の若干の滞在だったらそ マである日本教育に関連して考

だく私の大学はまさにグ口一バ こでキャッシンク、をしてマシンでお えてみたいと思います。日本の

ル化に対応した大学なのですけ 金が出てきますが、秋田には空 教育が果たしてこのグローバル

ども、秋田県はこのところ教育が 港にも駅にもそれがないので 化に対応するように体制を取っ

非常に評価が高く、3年連続で す。みずほ銀行であればなんと ているだろうかと問うと、そこが全

小中学校は学力テストで全国 かなると聞いたので、あるいは郵 くできていなし」我々日本の中

トップでした。しかし秋田自身の 便局に行けばと言ったのですけ 教審や特に教育再生会議では

グローバル化が進んでいるかと ど、みず．ほ吉良行に行ってもそれが かなり突っ込んだ提案をしました

いうとそうではない。去年我々の うまく替えられない。結局2～3日 が大学や学校の現場がなかな

大学で国際シンポジウムを聞き 我々が立て替えて済みました かついてこない等いろいろな問

ました。アンドレ・マル口ーという が、松本は国際都市としてはどう 題があり、このままいくと日本は

ド・ゴール時代の文化大臣だっ なのでしょうか。駅あたりに行っ アジアの教育先進国なんて思

たあの有名な作家でもあり評論 てユー口が＇＂＂／とマシンで出てく われていたところが、教育におい

家でもあり、『人間の条件jや るのかどうか、それが国際化で ても落ち込んでしまうのではない

『王道jなと．小説も沢山書いて す。国際化自身はまだまだ遅れ か とい う危機感を 私はこの間

16 
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中学、高校、大学と習ってきた英語が使えない、

日本の英語教育を根本的に変えない限り

グ、口－バル化の時代に落ちこぼれになってしまうO

ず‘っと抱いてきました。例えば端 ろいろなことで妥協的に5～6年 ていますが、例えば英語で‘ジ、エス

的に英語教育ですが’、今英語と 生から始めるということになりま チャ一、「身振り手振りJという美

いうのは国際語（インターナショ した。やはり幼児教育、言語、音 しい日本語を最近の若者は使わ

ナル・ランゲージ）ですから、その 楽。スズキ・メソードはまさにそこ なくなってしまいました。ですから

国際語とし1うものを大学生がほ をやっています。子どもたちは耳 我々の大学では在学中の必読

とんどコミュ ニケーションのツー から聞いて覚える、暗記をするの 文献は新渡戸稲造の 「武士

ルとして使えないまま卒業させて です。初めから楽譜を読むので 道」です。それから留学中に読む

いるということは大変な問題で はなく耳から聞いて覚えるとし1う べき学長の指定の本の中には

す。アジアでも中園、台湾、韓国 ことは、私自身もそうですが子ど 斎藤茂吉の「万葉秀歌J、上下

あたりは非常に英語教育に熱 もの頃に覚えた曲は今でも弾け 2冊の岩波新書があります。最

心になっていますし、この間はバ るのです。それはもう血肉化して 近の若者は万葉集などほとんど

ンコクで言語と幼児教育につい いるからであり、そういう教育をす 読まないのです。少なくともあの

て基調講演をしました。たまたま ぺきなのです。ところがどうしても 名書ぐらいは読んで、つまり日本

お隣がスズキ・メソードの本拠 文法とかスペルを考えていると 人としてのアイデンティティをき

地、才能教育会館ですが、私は すぐ会話ができない。外国語と ちんと確保していただかないと、

才能教育研究会の会長として いうのは基本的にはもちろん難 単なる口先だけで英語ができる

言語と幼児教育としヴテーマで しい英文学を訳したり読んだり というのは全く意味がないので

お話をしました。バンコク、タイは することも大事ですが、しかしな す。それはちょっと外国で‘育った

本来タイ語とし1う言語があるに んといってもインターナショナル・ り子供の頃から外国に行けば

もかかわらずいかに英語教育を ランゲージですから、中学、 高 誰でも流暢になるわけで、それを

これから重要視するかとし1うこと 校、大学と10年間習ってきた英 教育としてどう考えるかとし1うこ

で真剣な議論が行われていまし 語が使えない日本の英語教育 とは非常に重要な問題、課題だ

た。日本も小学校英語の導入、 を根本的に変えない限り日本は と思います。

5～6年生から週1時間というほ グローバル化の時代で落ちこぼ さて、そこで教育と申し上げたの

んのわずかな時間やろうとしてい れになってしまうのではないかと ですが、どうも私が見ている限り

るのですが、果たしてその体制 思います。そうかといって誤解を 文科省のお役人でも「教育jの

ができているかどうか。本当はや 招くといけないのですが、最終 語源を知らなかったのです。工

るならもう少し早い年齢からやる 的には私どもは日本語というも テ〉ケーション、これはラテン語

べきだと思うのです。私自身は のを非常に重視しています。い から来ているのですが、東洋的、

中央教育審議 会の外国語部 かに日本語というものが美しい アジア的、日本的文脈では教育

会の主査でしたから、ずいぶん 言葉であるかということも大切で とは、「教えてこれを育つjという

強く主張したのですが、結局い す。最近は日本語の能力も滅っ f孟子jの中に出てきます。



知育、徳育、体育に加えて異文化理解。

自分たちの文化があって初めて異文化と言え、

単に外国！こ憧れるのは異支化理解ではない。

優秀な人材を教えてこれを育て が、この間も東京で大変素晴ら くりに力を注ぎ、彼のおかげで台

る、これは大変な喜びだと。だか しい講演をされました。rw1LLJ 湾の近代化が行われたのだ。j

ら孟母一遷といわれるように母 2009年11月号（2009年9月 ということを小中学生に優しく

親も一生懸命教育に尽くしまし 26日発売、発行／ワック株式 語ったのです。その郷土の偉人

た。ところが教える方は教えるの 会社）という雑誌に全文が出て を語るというようなこともまさに徳

ですが、日本の教育は育てると おります。私の解説も載ってい 育であり、そういうことをもう少し

いうことをほとんど忘却している るのですけれども。李登輝さんは きちんと教育のなかに入れてい

のではないか。ですから教えるだ 秋田に奥の細道の探訪の一環 かなければいけな＼， ＼。そしてもう1

けでなく、いかに人材を育てるか として来られて、「私の歩んだ つは体育、これは体を鍛えるとい

ということが教育のもう1つの大 道、日本の教育と台湾jという題 うことで当然大事ですが、その

きな柱であるはずですが、教える で国際教養大学で特別講義を 知育、徳育、体育に加えて私は

ことだけに学校教育の主眼があ されました。日本が台湾で本当 異文化理解、これは自分たちの

り過ぎたと思います。結果なかな に教育を初めてきちんとやってく 文化があって初めて異文化なの

か人材、人格を形成することが れた、台北高校（旧制高校）で です、単に外国のものに憧れる

できない。教育に関して文科省 学んだことがし1かに彼の人格形 のは異文化理解ではない。英語

などが言っているのは、知育、徳 成に役立っているか。それから では何とし1うか難しいのですが、

育、体育で、この3つが教育の3 台北帝国大学（現国立台湾大 異文化はジ・アザー・カルチャー

要素だということを言っていま 学）も、1928年に日本がつくっ (the other culture）です。ジ・ア

す。知育はナレッジ、知識、これ ています。アフリカの植民地にイ ザー－カルチャーという言葉はマ

が大事なことは言うまでもありま ギリスはオックスフォードやケン イ・カルチャー、オウン・カルチャー

せん。それから徳育、これは道徳 ブ＂IJッジと同じような大学をつくっ が あ っ て 初 め て ア ザ ー ・ カ ル

教育反対などだいぶ抵抗があり たで‘しようか、その点で台湾の人 チャーなのですね。

ました。今回民主党によって参 たちは日本に対する評価が非常

議院の輿石さんあたりの日教組 に高いのです。ということを李登

出身の影響力が出てくるのでは 輝さんが話されると同時に、第1

ないかとちょっと懸念しているの 回後藤新平賞を頂いたので岩

ですが、今の文科大臣は割合に 手県の水沢に行きました。たま

考え方が穏やかではないかと思 たま小学校の集いがあったので、

います。やはり徳育というのは非 李登輝さんはそこに行って、「君

常に大事なのです。私が個人 たちは後藤新平を知っているか

的にも親しくさせていただいてい ね、彼はこの町で生まれた人だ

る台湾の李登輝元総統で す よ。台湾ではまちづくり、都市づ
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教育というと何でも学校に預ければいい、学校に

行かせれば先生が面倒を見てくれるという強い観念

が親の方にあるとしたらそれは間違いです。

日本人としてのアイデンティティ なりますが、その前の幼児教育 もあるとしたらそれは 間違いで

を教えながら偏狭にあまりナショ が大切です。文部科学省の中 す。自分の子どもを家庭におい

ナリスティックな教育をすること 央教育審議会あたりでも何かあ てもきちんと身美けることがし、かに

を避ける意味でも、相手には相 ると今度は厚生労働省の人を 大切かを改めて認識しない限

手の文化があるのだというその 呼んできて双方の合意がないと 仏教育のファンダメンタルの基

異文化理解を幼少のうちから教 ｛可もj央ま らないというのです。 盤的な部分が非常に内容の薄

えることが大事ではないかと思 つまり幼稚園は文科省の管轄 いものになってしまい、f査でいく

います。それからもう1つは情操 ですが、保育園は厚生労働省、 ら知識を積み上げてもそれでは

教育だと思うのです。今小中学 そしてその予算をどうするかとい 遅いということになるのです。 そ

校はともかく中学高校では、今ま う話ばかりです。肝心の幼児教 こが教育の原点、で、次が幼稚

では受験競争が激しかったこと 育の中身については私の知る 園や保育園です。

もあって音楽の先生、図工の先 限りほとんど議論されていなし、。 私自身も3年間松本幼稚園で

生は何となく隅っこに置かれて 問題は中身なのです。 本当にいい教育を授けていただ

\, ＼る。やはり小中学校こそ音楽 従ってその点では鈴木鎮ー先 きました。なんとその時の寒い白

や図工が大いに行われるべきで 生は大変先見の明があったと に私をオーバーに包んでくだ‘さっ

す。私は源池小学校に行き育て 思います。鈴木先生は幼児教 た杉浦先生がまだご健在でし

られ、そして清水中学校でした 育こそ一番大事だと、これを大 て、この間もお会いできてとても

が、非常に松本の学校に感謝し いに重視してほしいということを うれしかった。そういう信州の教

ています。そうし、う情操教育を思 言っています。つまり就学前の 育が非常に素晴らしかったので、

い切ってやらせて、自分もやりま 教育がほとんどネグレク卜されて すが、最近の長野県の教育は

したし音楽の先生も図工の先 きた。しかもその幼児教育の場 秋田などに比べると少し立ち遅

生、全部の先生が非常に熱心 合もそうなのですが、就学前の れたのではないかとしづ懸念を

でした。ところが受験に関係ない 教育とし1うのはまず第一に家庭 持っていまして、この間も同級会

ものだから音楽や図工がほとん なのです。家庭教育がいかに大 の時に村井知事に申し上げた

どネグレク卜されているとし1う今日 事か、お父さんお母さん方がしっ ばかりですが、秋田県は3年連

の日本の教育。 かりすることがし1かに大事か、そ 続小中学校の学力テストが全

の辺りも日本の教育は非常にあ 国トップで‘した。これは単なる偶

教育改革と日本の大学 る意味誤っているような気がしま 然ではなくて地方に行けば行く

そうし1う意味では初等中等教育 す。教育というと何でも学校に ほど秋田市より県南や県北など

を根本的に見直す必要がある 預ければいいのだと、学校にさえ の田舎の方がいいのです。それ

のではないか。初等中等教育を 行かせれば学校が面倒を見てく はもちろんあまりテレビを見ない

見直すからには若干手前みそに れるという強い観念が親の方に と か塾が な い 、し か し地域の



厳しいフ。口セスを通ってきた人と

そうでない人との聞には大きな

差が出てくるのではないか。

お祭りには子ども達みんなが参 を書けば学位がもらえる。大学

与する、一種のローカルコミュ二 院は理系などの場合はリサーチ

ティ、古き良き日本が生きている 中心で良いと思うのですが、特

のです。子どもの心理が非常に に文系、人文社会科学の場合

安定しています。そして親と一緒 には徹底的な教育のプロセス、

に必ず夕食、特に朝食も食べま ティーチンク．やコースワークが日

す。これらの要素が積み重なっ 本の大学院の場合、とても安易

て秋田の教育は非常にファンダ なのです。私の人生にとって一

メンタルズが強いと思うのです。 番の試練であり、教員としての自

そういう意味では幼児教育、就 分を育ててくれたのはカリフォル

学前教育、その前の家庭教育、 ニア大学サンディ工ゴ校の大学

それから今度は小中の教育、そ 院の教援として1年間毎週3時

して問題は高等教育です。高等 間ぶっ続けで‘英語で、授業を行っ

教育といいますと日本の大学、 たわけですが、これは大変な試

大学院。今、大学の数はどのぐ 練でした。もうへとへとになって

らいあると思いますか。四年制 終わるとすぐまた次の週の準備

大学だけで750以上あります をする。学生は絶対に遅刻なん

が、このところ毎年のようにまだ てしません。カルフォルニア大学

増えています。国公立大学でさ はバークレー校が最上位ですが．

え少子化で定員不足、学生が サンテrィエゴ校で‘もそこだけで

集まらないところがあります。で 10人ぐらいノーベル賞が出てい

すから3月31日に入試係が一生 る。カルフォルニア大学システム

懸命電話をかけて補欠入学を としてはUCバークレイからは数

頼む。しかも大学を出てどれだけ 十人のノーベル賞学者が出て

プラスアルファというか知的な います。その次はUCサンテ2イ工

価値が付いたかというと、先述し ゴ、それからUCLA、口サンジ．エjレ

たように英語を10年間大学まで スです。あるいはUCデービスあ

学んでもそれが使えないという たりが続いてくるのですが、それ

人達をたくさん輩出している。そ は大変な勉強をしています。そう

こに大きな問題があります。大 いう厳しいプロセスを通ってきた

学院もそうですが、先生と一緒 人とそうでない人との聞には大

にちょっとセミナーをやって論文 きな差が出てくるのではないか。

ですからこれからのグローパル

化の時代は少なくともMAとかP

h.D.は持つてないと国連の職員

などでも通用しません。日本は今

までは例えば東大法学部を出て

早く外交官になれば名誉だった

が何の学位も持っていないわけ

で、国連にしても国際機関にし

てもみんな学位を取得していま

す。

国際教養大学の挑戦

そういう意味で私の大学の最近

の状況をお話しさせていただい

て、ご参考に供したいと思いま

す。国際教養大学は2004年に

開学した非常に新しい大学で

す。これは全国初の公立大学

法人として開学しました。学生数

は現在1学年定員150名になり

ましたが最初は100名という少

数精鋭の大学でした。全都道

府県から沖縄あるいは九州工リ

アからも学生が来ています。入

試倍率は 現在でも10.7倍、
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留学生が非常に多く 、1学年

129名の交換留学生と普通の

留学生もいます。教員は半分が

外国人。学長として一番心配し

た就職が大変良く、企業がわざ

わざ秋田まで来て就職説明会を

聞いたり、その場で採用を決め

てくれるようなこともあります。去

年からグローバル・コミュニケー

ション実践研究科とし1う大学院

をつくりました。日本から外国の

大学院に行く場合には書類審

査だけですが、日本に留学する

ときには来日し研究生になり、そ

れぞれの大学の試験を受けるの

です。留学生にとっては非常に

壁が厚く、グローバルスタンダー

ドから書類審査の代わりに推薦

状や英語力を示すTOEFLのス

コアの提示をきちんとさせていま

す。インターナショナル・リベラ

ル・アーツ先述した教養教育が

いかに重要か、日本の大学はほ

とんど教養教育をやらずに1年

生からtj＼さな専門課程に入れて

しまいますが、自分がそこに合わ

なければもう1回受験し直さなけ

ればいけないということがないよ

うにして、新しい理念を掲げてい

ます。グローバル化の時代にお

ける外国語、特に英語も車越に

なる ばかりか、中国語や韓国

語、ロシア語やモンゴル語なども

入っています。図書館が24日寺

間聞いていますから寮に住む学

生はいつでも利用できます。国

際教養大学ではすべての授業

を英語でやっていますが、日本に

そういう大学が1つぐらいあって

もいい。日本には短大も入れる

と1,250という膨大な数の大学

があるのですが、みんな閉じよう

な大学ばかりで、国際という名が

付いていても1人の留学生もい

ない大学もある。英語を学ぶの

ではなくて英語で学び英語で考

え る 大 学 。 入 学 す る と す ぐ に

TOEFLの点数でクラス分けを

し、能力別の教育をします。評定

平均値を活用します。つまり成

績管理を きちんとするというこ

と。それに少人数教育。そのあ

いだに英語の集中課程が終わ

りTOEFしが550点をクリアする

と外国留学に1年間行く、それも

124単位という卒業単位の4分

の1を 提携 校で取得する。これ

も日本ではほかにないと思いま

す。今93の世界トップクラスの

大学と提携していまして、こちら

から学生を1人送れば向こうから

2人受け入れ、授業料は相互免

除です。アメリカやイギリスは非

常に摂業料が高く年間250万

から300万です。それを53万

5,800円という公立大学の安

い授業料で留学できる。そのた

めには事前のカリキュラムマッチ

ングをしますし、カリキュラムには

インターナショナル・コードが付

いています。100番台は入門的

な授業、400番台はかなり高度

で応用的な授業であるなど、相

手の提携校はそれで分かるので

す。日本で‘はインターナショナル・

コードを付けている大学はまだな

いと思います。従ってキャンパス

は常に異文化空間であり、全寮

制で1年次は全員がキャンパス

にイ主むことができます。



英語を学ぶのではなく英語で学び英語で考える、

日本にそうl＼う大学が1つぐらいあってもいい。

長野県からは現在20名。その1

人は旧川上村で、私が松本予

備校でPRをした時に出てきてく

れ、UCデイビスに留学し、農業

を本格的にやろうとし1う非常に

優秀な学生です。

全体的には長野県も秋田県も

そうなのですが進学なら東京へ

出たいとし1う進学文化を変えて

いただいて、とにかくここに来れ

ば非常にグロー／りレな学びがで

きるということをPRさせていただ

いています。社会貢献は信州大

学で‘もやっていると思し1ますが、

国際教養大学は国際貢献も1

つ大きな柱にしています。この間

もAERAの特集記事で、不況で

も就職に強い大学のトップに、

地方でも就職先が全国区、就

職率99.1%、国際教養大学秋

田と出ています。国立大学、公

立大学の入試の前期後期日程

には法的規制はなく、一種の固

い込みなので、我々は最初から

主たる著書

離脱して独自の日程で入試を

行っています。若干朝日新聞社

の大学ランキングを紹介させて

いただきますと教育分野で学

長からの評価ですと今年は7

位、東大は18位ですから教育

分野としては国際教養大学の

方が評価が高くトップ、留学生

の派遣数も日本一だそうです。

小規模大学の中ではICU、国

際基督教大学に次いでランクさ

れています。リサーチ研究大学

ではないものですから総合評価

では14位ですけども、九州大学

ゃいわゆる旧帝国大学よりもか

なり高くなっています。

私は以上のような大学を試験的

につくっております。

是非一度私たちの大学を見に

来てください。

本日はお招きいただきまして大

変ありがとうございました。

・中�嶺雄先生講演の内容を要約し

総舗の承鎗のもとに掲載させて

いただきました。

［文寅：松本西南ロータリークラブ］

き来、
g るは

一 一21
a弓』世E 力 ＇i 語 字1移

国際教養大学理事長・学長

（松本ロータリークラブ会員）

中嶋嶺雄氏
プロフィール

国際社会学庁、公立大学法人 国際教

j盛大学理事長・学長。社同法人才能教

育研究会会品。松ぷ深志高校同窓会会

員。1936年長野県松本Iii生まれ。1947

年松本汗議院（鈴木剣一教室）入学。

l 965年J.1.0；�大学大乍院 社会学研究科

修 了。 点 京大学 社会学 同 上。 東京外間

活大学長、rlil立大学協会刷会長、アジア

大平洋大学交減機構(UMAP）凶隙事

務総長、財団法人大学セミナー・ハウス

理事長、文部科学台中央教育審議会委

員（大学院部会長・外国話専門部会主

査に内閣教育再生会鈍行謀者委員、オ

ーストラリア同立大学、パリ政治学院、カリ

フォルニア大学サンディエゴ校大学院の

客日教授などを歴任．平成15年度［正論

大賞j受賞。『現代中間論』（青木占店、

1964i手）、『北京f.!l烈』（筑陪川房、1981

年（サントリー学芸賞受賞〉）、『国際関係

論』（寸1公新占、1992年）、『21 1註紀の大

学J（論自ljtJ:. 2004年）など:t';:,_1�多数。
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