岡山大学経済学会雑誌 3
1
(
3
),
1
9
9
9,265‑280

《書

評》

大学で どの よ うに学ぶ か
‑ 神立春樹著 『
大学の授業一岡山大学における実践の記録‑』を読んで‑
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1 は じめ に
著者 ,神立春樹氏は岡山大学の教官である｡1
9
7
0
年に着任 されてか ら現在
までの約3
0
年にわた り,経済学部におけ る 日本経済史 を主 に担 当 され て き
た｡ また このほかに も,他学部や全学共通の授業な どを担当されている｡そ
れら ｢
授業の回顧 と反省を書 き記 してきた｣集大成が本書 『
大学の授莱‑岡
山大学におけ る実践の記録‑』であるO
大学の大衆化が言われて久 しく,折に触れて学生の質の低下が問題 とされ
る｡ しか し一方で,多様な学生を受け入れてきた大学側 も,その対応を変化
させ ることが求め られ るだろ う｡著者 は早 い時期か らこれ らの点 に留意 し
て,自らの授業において解決の方 向を模索 し,それを記録 してきた｡著者の
先進的で積極的な実践は高 く評価 され る｡
私は同大学で学部 ･修士課程 と著者に指導を受け ,現在は農水省の試験研
究機関に勤務 している｡本稿 では,本書を紹介す るとともに,自らが研究職
に就 くまでの歩みを振 り返 りなが ら,著者か ら学んだ ことを記 しているO な
お,本稿 の特徴 として,実際に授業を受けた者が,大学か ら離れてフ リーに
論 じている点を挙げておきたい.
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2 本書の概要
タイ トルに示 され る ように ,本書は実践記録 である｡各章には,学生便覧
に記載 された シラバス,実際の授業 の内容 ,授業に対す る学生の評価 (アン
ケー トや感想),成績 とその分布な どが収録 されてお り, これ らか ら授 業 を
振 り返 っているO
本書の章別 内容構成 は次 の通 りであるo
序 にか えて

第 1章 一般教育科 目の授業の反省
第 2章 岡山大学における日本経済史の講義

9
9
6
年度E
l
本経済史の講義‑大人数授業での取 り観み‑
第 3章 1
第 4章 経済学部における演習の回顧‑ゼ ミナール共同論文の試み‑
第 5章 第二部夜間課程の授業と成果

1) ｢第 1章

一般教育科 目の授業の反省｣について

第 1章では ,著者が 1
9
80
年代前半に担 当 した一般教育科 目の授業 (
教育学

部お よび工学部 の 1･2年生に向けた経 済学 の講 義) に関 して記 され て い

98
5
年度 の授業について ,期
る｡ ここでは と くに ,教育学部生を対象 とした 1
末 ア ンケー トの回答か らその特徴 をみている｡本稿 では次 の 2点を紹介 して
お きたい｡

数
一つは ,授業 の意義であるO経済学 に対す る学生のイ メージは ,当初 ,｢
字計算を用 いた難 しい もの｣ であったカ㍉ 実際の講義 は ｢日本 の経済成長 と
教育制度の変革が深 く結 びつ いて い る こと｣ を考 え させ る内容 で あ った｡
｢あるべ き経済学 の授業｣ とい う点で ,その内容が適切か否か著者 も迷 って
教育が経済 に
い る側面がある｡しか し,経済学 に興味 を持たせ るとともに ,｢
影響を及ぼす｣ ことを悟 らせ ,教育学部生 としての責任 を強 く意識 させ るに
至 った成果は大 きい｡
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二つ 目に ,図書館の活用 である｡『
帝国統計年鑑』と 『岡山県統計書』を用
いて ,学生に ｢
事実 を 自分の 目で くみ とる作業｣ を行なわせたその効果であ
る｡ これは ,高校 までの社会科教育の特徴 である記憶型学習か ら脱却 させ る
ための試 み ,あるいは実証研究を体験 させ る試み と捉 えることがで きる｡
授業を通 して著者が得 た学生像 は ,｢
学ぶ ことに対 して強烈 な欲 求 を もっ
ている｣とい うものであ ったO一般に ,｢
学 問に対 してほ無気力で ,モラ トリ
アム｣ と評 され る学生であるが ,著者 の経験か らはそれ とは異な る学生像 が
描 き出されている｡

2) ｢
第 2章

岡山大学 における 日本経済史の講義｣について

第 2章 は ,著者 の主担 当科 目である日本経済史の講義 に関す る,1
9
71
年度
か ら1
9
9
4
年度 までの記録である｡著者は講義 内容を振 り返 り,｢当初 の約 1
0
年 間の通史的な ものか ら,数年 にわた る特定 のテーマでの試 みの後 ,日本産
(
2
)
業革命論 とい うものに収赦 した｣ と総括 してい る｡
特定 テーマで開講 された 1
9
8
2
年度 については ,授業 の経過や学生の評価が
(
3
)
具体的に綴 られている｡ これは ,曙唆 衆三 氏 の提言 を受 け て ,著 者 が雑 誌
(
4
)
『
経済』 に投稿 し掲載 された全文 の再収録 で もあるO
曙唆氏は ,大学 の荒廃 と危機 の悪循環 を ,｢
大学 の大衆化 とも関連 して ,大
学教員が学生の質が低下 した とい う認識 に徹す る‑講義やゼ ミを手抜 きす る
‑つ まらない授業 とな って学生 も消極的な対応をす る‑教員はい っそ う不信
感を持 ち手抜 きを強め る｣ と指摘 し,教員 ･学生 ともに危機打開の努力が必
要 な ことを訴 えている｡ これに対 して ,著者は ｢
授業が大 きな負担 とい うこ
とだけにな って しま うことのない ように心がけている｣ 自らの取 り組みを披
涯 している｡

1
9
8
2
年度 は ｢日本資本主義 におけ る地主制｣ とい うテーマを設定 し,具体
的には岡山県の地主制 に素材を求めたO これは ,著者が地主制研究の取 りま
とめに入 った ことのはかに ,地元の岡山県を取 り上げ ることで学生の関心を
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ひ き,かつ理解が深 まることを期待 しての ことである｡著者のね らい通 り,
(
5
)
学生か らは ｢
実感を持 って授業を受け ることがで きた上 ｢
三家系の資本主義
成立期におけ る生 き様 にふれた｣,｢
身近な家 の土地制度 ,経営形態をみた点
(
中略)がおもしろか った｣な どの評価が返 って きてい る｡ この ように ,也
域に根 ざ した特定 テーマの講義は功を奏 し,魅力ある授業 にな った と考 え ら
れ る｡
一方 ,講義 ではテキス トを用いず ,著者 自 ら作 成 した プ リン トと板 書 に
よっている｡多 くの学生は ｢
緊張 して聞け る｣,｢
出席す るようにな る｣ と肯
定的である｡ 中には ｢
テキス ト,あるいは過 去 の研 究 を整 理 して の講 義 は
(
中略)退屈 である｡それ よ りも,いままさに手がけ られている研究を発表
す る方が聞いていてわ くわ くす る｣ とい う意見 もあったC
当該講義について ,著者 は出席率 と試験成績 との相関を捉 えている｡そ し
て,出席率が高い者は理解度 も高い とい う結 果 が導 かれ て い る｡ この よ う
に ,教 える側 の積極的な働 きかけには学生 も鋭 く反応 し,善循環が形成 され
てい くことを著者は実証 してい る｡
第 2章第 6節 では ,1
9
71
年度か ら1
9
9
4
年度 までの 日本経済史におけ る,学
生の履修状況 と成績が一覧表 とな って収録 されているoそ して著者紘 ,定員
数 ･配当年次 ･履修率等 と,期末試験 合格 率 との関係 をみ て い る｡ そ こか
ら,著者の授業‑の臨み方 に よって ,つ ま り ｢
学生たちを授業に出席す るよ
うに仕 向け るとい う姿勢で臨むか否か ,それを貫 くか否か｣ に よって ,合格
率 の年次間差異が生 じたのではないか と分析 しているo学生を出席 させ るた
めには,授業時間中に小ペ ーパ ー (レポー ト)記入を課す とい った技術的工
夫 も必要であるが ,本質的には授業 内容 と教授法が重要 な ことを著者は記 し
ている｡
それに して も,この よ うな長期に渡 って学生の履修状況や成績を保存 ･記
録 した ものは希有であ り,貴重である｡ こうした作業 は上述 の 日本経済史以
外で も行なわれてお り,本書中では ,昼間課程 の演習 (
第 4章),お よび第二
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部夜間課程 の 日本経済史 (
第 5章)において掲載がある｡

3) ｢
第 3章

1
996
年度 日本経済史の講義一大人数授業での取 り組み‑｣

について
第 3章の前半では,大人数授業におけ る教官 と学 生 たち との攻 防が , ド
キ ュメンタルに書 き記 されている｡ また後半では,この授業に対す る学生の
評価をふまえた著者の反省 と教訓が述べ られている｡
1
996
年の 日本経済史には常時約40
0名の学生が出席 していた (
履修登録 は

5
6
2
名)｡その背景には,前年度に当該授業が開講 されなか った こと,受講の
対象が 3年次以上か ら 2年次以上に広げ られた こと,この時間帯に他の授業
が無か った こと,とい う特殊な事情の重な りがあったO
第 1時限 目 (8時40分開始) とい う悪条件 も加わ ったなか ,如何に して遅
刻 と私語を無 くし授業を成立 させ るか｡第 3章では,著者の苦悶 と工夫が紹
介 されている｡
授業の第 1回 目も第 2回 目も遅刻者が多 く,その対策 として,第 3回 目で
は授業開始直後か ら小ペ‑パーを記入 させている.そ して 9時になった とこ
ろで ｢
以降の入室を認めない｣ との張 り紙を教室入 口に掲示す る｡ ところが
学生たちは許容範囲を 9時 まで と曲解 し,第 4回 目は遅刻者がいっそ う増加
｢
本日
して しま うOそ こで,第 5回 目以降は完全に遅刻を認めない ことに し,
の 日本経済史の講義は開始 しました｡遅刻者の入室を禁 じます｡理 由は講義
の妨害 となるか らですOなお第 2部の 日本経済史の講義を (
中略)行な って
いるので,それを聴 くことを許 します｣ とい う文書を教室の扉に掲示 してい
る｡ さて,第 6回 目以降は遅刻に関す る記述がみ られず ,先の対策を講 じた
結果 ,遅刻が大幅に改善 された と考えられ る｡
一方 ,授業中の私語に関 しても,授業回数を経 るごとに落ち着いてきた様
子が窺 えるO教室 内への入退出を厳 しく制限 した こと,授業時間のなかばに
休憩を入れ るように した こと,プ リン トの配布や 回収 中に雑談 を認 めた こ
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と,が技術的工夫 として挙げ られ る｡ もちろん ,授業が進むにつれて ,学生
の関心が高 まった こともあるだ ろ うo
著者はなぜ遅刻 と私語に厳 しい態度を取 ったのであろ うか｡言 うまで もな
く,講義す る側 に とって邪魔 な うえ,講義を受け る学生に とって も迷惑だか
らである｡期末に実施 した アンケー ト結果 に もそれは現れてお り,遅刻を認
めなか った ことには 6割の学生が賛成 し,私語 を禁 じた ことには 8割の学生
が賛成 しているo他方 ,遅刻を厳 しく制限 した ことには反対意見が約 3割を
占めてい る｡著者 も,理 由の如何に関わ らず入室 させなか った ことには問題
があるとしなが ら,他に方法がない と述べている｡ もっとも著者は ,第二部
(
夜間課程) の聴講や オフ ィス ･ア ワーでの質問を許可 して ,その授業を受
け られなか った ことに対す るフ ォロー体制 を調 えていた｡
著者は毎回の講義 で小ペ ーパーの記入を課 しているo これについて も学生
の 8割が賛 同 してい る｡学生に とって平 常 点 が勘 案 され る ことは重 要 で あ
る｡そ して著者に とって ,小ペ ーパ ーは学生の理解度を確認す ることのほか
に ,出席を促す ことに もね らいがあ った｡
その小ペ ーパ ーの課題 は特徴的であるo例 えば ｢
幕藩領主制経済 の基本構
造｣をイ ラス トで描かせた り,｢
三重紡績所を訪ねて｣とい うテーマでル ポル
タージュ風に書かせた りしている｡ こ うした課題 には ノー トの丸写 しでは対
応 で きないため ,学生の理解度が如実に示 されたであろ う｡そ してまた学生
の表現 も多様であっただ ろ う｡多 くの回答に 目を通す作業は大変 であるが ,
様 々な個性 に触れ ることは ,著者 も楽 しみではなか ったろ うか｡
それに して も,授業 の準備 と事後 の整理には多大な時間 と労力が費や され
ている｡講義 プ リン トや小ペ ーパ ーは ,印刷か ら採点後 の記帳 まで全て著者
一人 で行なわねばな らないo Lか も講義は‑科 目に留 まらないo著者は,他
大学 の非常勤講師や行政機関の委員な どに関わ ることな く本務校 での研究 ･
教育等に専念 してい るが ,それで も時間に追われてい る｡充実 した教育を実
施 してい くには ,これ ら教育面 におけ る支援体制 の整備 が必要 であ り,その
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拡充が望 まれ る｡
以上みて きた ように,著者は大人数 の授業 について も毅然 とした態度で取
り組 んで きた｡学生 の方 も,それを授業 に対す る著者 の意気込み として感 じ
取 ってお り,アンケー ト項 目の ｢
担当者 の教 える熱意｣ では 9割の学生が高
く評価 しているo後期 セ メスターでは 日本経済社会史論が開講 され ,前期 セ
メスターの 日本経済史以上に履修者が増 えてい る｡ しか し,この講義 につい
て も,著者は前期 の実践 を踏 まえたや り方 で授業す ることを決意 しているO
それは ,｢
学生たちに支持 された ことに励 まされて ,(
中略)授業 とは,まこ
とに教員が学生 とともに創 りあげてい くもの｣ と感得 したか らである0

4) ｢
第 4章 経済学部 における演習の回顧‑ゼ ミナール共同論文の試み

‑｣について
第 4章 は ,経済学部において著者が実施 した演習に関す る実践 の記録であ
る｡経年 の演習 内容をみ ると,｢
戦前期 日本資本主義史に おけ る諸 問題 の検
討｣ とい ったテーマが多 く,その中で さらに農業問題や地主制 問題に焦点を
絞 った ものをみ ることがで きるOゼ ミナールの基本的な 目標 は共同研究 と共
同論文 の作成 であ り,さらには法学部 ･経済学部学生論文誌 『
SPI
RAL』 に
投稿す ることが求め られ る｡
と りわけ注 目すべ き演習は1
9
9
0
‑91
年度 であ り,1
9
91
年 には農家悉皆調査
が行 なわれてい る｡ この調査は ,著者 の携わ っていた町史編纂事業 の一環 と
して ,岡山県川上郡川上町において実施 された ものである｡演習生 ,院生 ,
そ して他大学 の学生 も参加 し,集落 の全居住世帯を訪問 して面接調査す る大
規模な ものであ った｡
農家 の位置付けや集落 の階層性 を明 らかにす るためには ,悉皆調査を行な
うことが理想的である｡ しか し現実 に悉皆調査 は難 しく,役場や農協 ,お よ
び数戸 のサ ンプル農家か らの聞 き取 りに限 られ る場合が一般的である｡ こ う
したなか ,川上町の 3集落 で悉皆調査 が実施で きた ことは大変 な幸運であ っ
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た｡そ して ,学部 レベルの演習で この ような調査を実施で きた ことは,学生
に とって得難 い経験 であった｡

5
名が各集落 ごとに 3つ の グループ
結果の取 りまとめに際 しては ,ゼ ミ生 1
に分かれて共 同研究を行な ってい る｡学部学生の居室が与 え られていない岡
山大学経済学部にあ って ,演習時間以外に も自らで談話室を確保 し,あるい
は下宿 に集 まって共同論文 の作成が進め られた｡そ してそれは調査報告書 ,
お よび学生論文誌

『
SPI
RAL』 として実を結 んだ｡著者 も,｢後年 にな るほ ど

に2
0
世紀末の 日本 の農村 の実態を示す ものの一つ として ,その資料的価値 は
い っそ う高 まる｣ と記 しているo
著者 は これ までのゼ ミナールを振 り返 って ,共同論文や共同研究の実現に
は ,多 くの場合 ｢リーダーとな る者 のいるゼ ミクラス｣ とい う条件 があった
(
6
)
ことを指摘 している｡具体的には ,学生会 ･大学祭 ･大学生協設立準備会 な
彼 らを中心 としてまとま りが よか った ｣
どに関わ るよ うな学生がい ると,｢
と回想 している｡前掲 の よ うな 自治的組織 に参加す る学生は ,そ もそ も何 ら
かの問題意識や探求心を持 っているであろ うし,何かを生み出そ うとす るエ
ネルギーも豊富であろ うO また ,そ うした学生が著者 の もとに集 まった とい
うことは ,講義や普段 の会話 において ,著者か ら湧 き出る鋭気を感 じ取 って
いたか らと思われ る｡

5) ｢
第 5章

第二部夜間課程の授業 と成果｣ について

岡山大学経済学部には第二部夜間課程がある｡著者はその第二部において
も,日本経済史をは じめ ,その他 の講義 ･演習 ･外国書購読を担 当 されて き
た｡

9
9
2
年度 の経
第二部で も図書館を利用 した授業が行 なわれている｡例 えば 1
済地理学 (
教職科 目)では ,『
農業 セ ンサス』を用いて戦後農業 の変化を検討
させている｡それは ,地理歴史教員に必要な調査分析能力を育成す るためで
あるO さらに ,教員にな ったつ も りで ,子供で も理解で きるような レポー ト
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3
9
の作成を求めている｡
図書館を通 じて ,勉強 の仕方 を勉
第二部学生の学期末におけ る感想に ,｢
強す ることが始 まった｣ とい うものがあったO一般に ,レポー トが課 された
り試験が近付 くまで,図書館に足を運ぶ ことは少ないであろ う｡ しか し,過
い慣れ るほ どに,図書館は 自ら真理を探究す るための絶好の場所であると認
識 され る｡その好機を著者は提供 している｡
第二部夜間課程 は,限 られた時間枠のため相対的に授業‑の出席率が高 く
なるO また,入学定員が小 さい こともあって,一般的には少人数の授業 とな
るO これ らの点で,第二部は実習的授業を行 うのに条件が良 く,大学教育の
大 きな可能性があると著者は述べている｡ただ ,教育改革 ･大学制度改革に
あって,夜間課程を持つ大学 ･学部が減少 してきているO著者は,継続ゼ ミ
ナールの開設や教員の第二部担任制な ど,諸種の課題を提起 している｡

3 著者の授業 の特徴 と教育哲学
本書に記 された内容か ら著者の授業スタイルの特徴をまとめ ,その奥に内
在す る著者の考 えに接近 してみたい｡
特徴 として次の 5点が挙げ られ ようo①授業を静かに受け させ るため,遅
刻や私語を厳 しく禁 じているO②授業中に小 レポー トを課 し,平常点 として
カウン トしている｡③図書館での実習を含めた授業を行な っている｡④題材
は地域に根 ざ してお り,手作 りのプ リン トを用いるo⑤学生に授業を評価 さ
せ ,次回に反映 している｡
これ らの特徴すべてに共通す ること,つ ま り根底に流れ るものは,学生を
授業に出席 させ るとい う決意である｡授業に出させ ることは,大学が荒廃 し
てい く悪循環を断つための基本条件なのである｡
私の学生時代を顧みた とき,級友 の中には大学生活をモラ トリアム期間 と
解釈 し,漫然 と過 ごす者 も存在 していた｡ しか しここで学生側の怠惰 ･怠慢

‑
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を差 し置いて,授業に出席 しない原因を教官側の責任に帰すれば,授業が面
白 くない ことや ,成績の評価方法に疑 問を感 じてい る こと等 が あ る と考 え
る｡
授業が面 白 くない理 由には,内容的な もの と技術 的な ものが あ る｡前者
は,テキス トの朗読や重箱の隅をつついた ような研究紹介 といった ものが読
当 し,後者は,声が聞 こえない,板書が読めない,あるいは学生の私語や入
退室に よる喧喋 といった ものが該当す るだろ う｡
一方 ,成績評価については,と りわけ試験が学期末の一発勝負 となる点を
指摘できよう｡本書の中で も,大人数授業を乗 り切 る策 として ,｢
学生を出席
させず試験 の時だけ多数の答案を読めば よい｣ との助言を受けた とい うくだ
りがある｡学生の間で,さる教官は試験回答を扇風機の前に置 き遠 く‑飛 ん
だ物か ら高得点を与えている,な どと曝 され ることがある｡教官 も,何百 も
の答案を見ていたのでは疲れ るし,手を抜 きた くなるだろ うし, ミスの可能
性 もある｡実のところ学生は,これ らの ことを直感す るのである｡
著者の実施 した ,遅刻 ･私語の禁止 (
①)は授業環境を整え,学生‑のア
ンケー ト (
⑤)は授業 内容を充実 させ ,魅力ある講義 (
③ ･④)を行な うた
めに有効に機能 しているO また,小ペーパーの実施 (
②)は,成蹟評価の振
れや採点 ミスを最小限に抑えることにつなが っている｡ これ らの相乗効果に
よって ,学生の出席が促 されていると考 えられ る｡
ここで別な教官の事例を紹介 してお こう｡ある授業 (
経済学部ではない)
には,毎年多 くの履修届が出され ると聞いていた｡私は登録 していなか った
が ,何度か授業に出てみた ことがある｡それが毎回,講義時間の大半を費や
して,学生一人一人の出席を取 っているのである｡その間は学生に とって雑
談時間であ り,そ して返事が済めば,あるいは友人の分 も返事 して,そそ く
さと退室 しているのであった｡教官のひ どい怠慢である｡ もちろん,この よ
うな講義を履修 して単位を狙 う学生 も堕落 している｡悪循環が起 きていた極
端な例 といえる0

‑ 274‑

大学でどのように学ぶか 641
すべての教官が著者 ほ どのバイタ リテ ィーで学生に臨む ことは難 しいか も
しれない｡ しか し,教官 と言 うか らには大学 での教育 とい う側面を強 く意識
して欲 しいのである｡著者 は本書において ,学生の質が落 ちた と決めつけ る
ことの誤 りと,教育を投げ出す ことの危険性 を訴 えているo

4 大学で習得 した研究スタイル と現在の仕事‑の継承
1)学部 ･修士課程 における研究スタイル
私は比較的早い時期か ら進学を考 えていた｡そのため ,講義や単位 の取得
に関 して ,一般的な学生 とは異な る姿勢で臨んでいたか もしれない｡それを
考慮 して ,以下では演習を中J
L
h
に据 え,著者か ら学 んだ研究 スタイル として
紹介 したい｡
著者 と私 との出会 いは ,学部 1年配 当の外 書購 読 の授 業 で あ った (
1987
午)｡ これは学籍番号で単純に クラス分け された ものだ ったが ,振 り返 って
みれば運命的であ った よ うに も思われ る｡ 3年次におけ る演習では 日本経済
史を選択 した｡その理 由には ,そ もそ もの 日本経済史に対す る興味 ･関心 に
加え ,既に著者の授業を受けていた経験が更に学 びたい とい う気持 ちを呼び
起 こした事 もあ った｡

3年次の演習 (
1
98
9
年) では ,当初 ,文献 の輪読が行なわれたo具体的に
は ,長 岡新吉編著 『
近代 日本 の経済一統計 と概説‑』がテキス トとされ ,こ
の論文 の理解を深め る一方 で ,図書館におけ る統計資料 の利用について も学
んだ｡ これ らを踏 まえ,演習後半ではゼ ミ生みずか らの出身地 について ,顔
林業 セ ンサスを使 って統計的概観を行な うこととな ったO私はその手がか り
(
7
)
として,著者が岡山大学経済学会雑誌 に書かれていた 2本 の論文 を参照す る
ことに した｡著者か ら ｢
大学紀要 に 自分の書いた論文があるので参考 に しな
さい｣,あるいは ｢
その論文 を真似す るつ も りで取 り組みな さい｣とい うよ う
に言われた ことを記憶 している｡
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まず ,論文に掲載 されている図表を作 るべ く,自分のデータと入れ替える
作業を始めた｡図書館に行 き,セ ンサスか ら必要な数値を拾い上げてノー ト
に書 き写 し,きちに 自宅で ワープロに入力 していった｡それか ら,図表の読
み方か ら文章構成 ,その表現方法 まで も著者 の論文 に倣 って仕上げ てい っ
た｡模倣 とは言 っても,こ うした作業は,勉強か ら研究‑踏み出せた気が し
て充実感を覚えた｡そ してその レポー トは,学生論文誌に掲載 された ことも
あって,さらに大 きな達成感 とな った｡

4年次 (
1
9
9
0
年)は,ゼ ミナール修了論文を書 き上げる必要があった. し
たが って演習の時間は,比較的早い時期か ら各人の論文の構想について意見
を出 し合い,進行具合を確認す ることとな った｡
私は ,3年次における農業 センサスを用いた統計的概観か ら,農業問題‑
の関心が高まっていたO この とき著者は農水省の構造改善基礎調査に関わ っ
てわられ ,1
9
9
0
年 の夏に鳥取県名和町 の農家調査 を実施 され る予定 であ っ
た｡そのため私にも声を掛けて下 さ り,私はそれをゼ ミ論文の材料にできな
いか と考え,参加す ることに した｡
実際に農家調査を行な うのは これが初めてだ った｡ この時は,農家の方 々
に公民館に集 まってもらう形が採 られ ,私は著者や農政局の調査担当者の脇
に座 って,どの ように聞き取 りを進めてい くのか観察 し,調査のテクニ ック
や用語を学んだ｡
結果の取 りまとめに関 して ,著者か ら ｢
いっそのことゼ ミ論文を構造改善
基礎調査報告書 として作成 しないか｣ と提 案 された｡私 の業績 と して公 に
(
印刷物に) しようとい う著者の心遣いであるo責任の重 さに戸惑 ったが,
(
8
)
チ ャンスを活かすべ く執筆す ることを決めたQ前年に著者が書かれた報告書
があ り,それを 目標 とした｡一方で,その中に何か少 しでも自分の独 自性が
(
9
)
出せないか とア レンジを模索 した｡ これは無事に報告書 として刊行 され ると
ともに,ゼ ミナール修了論文 として も認めていただいた｡

1
9
9
1
年の春 ,修士課程‑の進学が決 ま り,岡山県川上町におけ る農家悉皆
‑2
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4
3
調査に も参加 した｡既述の とお り,この調査は個 々の農家を訪問す るスタイ
ルであった｡ 自宅のため調査員以外に人が居ないこと,しか も相手が学生 と
い うことで ,対象者 も本音を語 って くれたのではないか と思われる｡またお
宅に上が り込む ことで内実に も触れ ることができ,聞 き取 り項 目以外の収穫
も多か った｡
対象の川上町は中国地方 の中山間地域に類型 され ,高齢化 ･過疎化 ･耕作
放棄がひ どく進行 していたOそれは,農家 ･農村が崩壊す る寸前の危機的状
況であったOセンサスな どの統計数値 には表れない,まさに現実を実感す る
絶好の機会 とな った｡そ して この ことは,さらに農業問題‑傾倒す る誘因 と
なった｡
先に述べた ように,川上町での調査は演習生の共同研究の題材 となってい
1
̲
.
J
るOその報告書の作成に際 して,光栄にも私はその編集を任 された｡他方 ,
私 自身 もこの調査データを用いて修士論文を作成す ることになるのだが,完
成 までには曲折をた どった｡

2) 指導学生に対する著者の教え

これ までにみてきた ように,一般学生に対 して,著者は学生が興味を持つ
ような授業を行なわれていたOそ こでは,大学において,どの ような手段 ･
方法で どんな勉強を していけば よいか ,具体的な指示を出されているo Lか
し,学生の問題意識が鮮明 とな り,課題 の設定 やそ の解 明 とい った作業 に
移 って くると,ただ見守 る人に変身す るのであった｡
著者は,受け持 った指導学生に対 して,通常イメージされ るところの指導
を行な うことはなか った｡例 えば文章の査読な どをお願 い して も,字句の誤
りを正す程度に留め られていた｡ ｢
研究 とはオ リジナル性 が求 め られ るので
あ り,私が朱を入れればそれは君の物ではな くなって しま う｣ とい うように
言われた ことを記憶 している｡
数年を経た現在 ,まだ著者の教えを十分に消化できた とは言えないが ,現
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6
4
4
在の仕事に活かすべ く努めている｡その一つは,事実 ･実態を捉えることで
あるQ統計データの分析が必要な ことは勿論であるが ,問題の核心に迫 るた
めには現場に行 くことが不可欠である｡二つ 目に,オ リジナ リテ ィである｡
これは大発見を求める訳ではない｡先人の研究を引き継 ぐ中にも,何 らかの
別な視点や別な発見をつけ加えるとい うことであるO三つ 目に,成果を惜 し
まず公表す ることである｡例えば著者は,季刊である岡山大学経済学会雑誌
に欠か さず投稿す るな ど,精力的に執筆 されている0

3)現在における自らの研究
現在 ,私は農林水産省北海道農業試験場に勤務 しているO 自然科学が中心
の研究機関にあって,社会科学系の研究者に与えられている一つの使命は,
新 しい技術の経営的評価である｡試験場 が普及 ･推進 してい こ うとす る技
術 ,例えば省力 ･効率 ･低 コス ト等を実現す る新技術について,あらか じめ
評価を行ない実際の普及に必要な条件や可能性を示す ことである｡
農家を訪問す る機会は多 く,大規模に経営を展開 している北海道農業をつ
ぶ さに捉 えることができる｡そ して,中国中山間 とは違 った状況に置かれた
農家の危機感 も強烈に伝わ って くる｡
現場に近いこともあって,早急な研究成果の公表が常に要求 されている｡
しか も今後は,い っそ う短期間で形 となるような,そ して事業 として成立す
るような研究が求め られ ると予想 され る｡それは試験研究機関の独立行政法
人化 (
エージェンシ‑化)であ り,ここ数年の うちに研究環境は大 き く変わ
ろ うとしている｡

5 今後の研究 ･教育環境に対す る憂い
2
0
01
年 4月か ら,我 々を含む複数の研究機関が独立行政法人に移行す るこ
国か ら運営 を切 り
とが決 まっているo独立行政法人化す ることに よって ,｢
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離 して予算の 自由裁量を広 げ る代わ りに ,外部か ら業績評価をす ることで業
務 の効率化を図る (
朝 日新聞朝刊 ,1
9
9
9.4.2
8
)
｣等 の理 由付けがなされて
いる｡具体的には ,外部評価委員会が 3‑ 5年 ごとに各法人の業務を審査す
る,つ ま り,この間の研究成果 に よ り,法人の継続や解散が判断 され ること
になる｡短期間では結実 しない研究分野 も存在す るなか ,果た して数年 の成
果か ら,無駄や非効率な研究を見分け られ るのだ ろ うか｡ そ もそ も研 究 に
｢
業務 の効率化｣がな じむのだろ うか｡
国立大学において も,独立行政法人‑の移行が言われてい る｡試験研究機
関 とは異な り,2
0
0
3
年 までに結論を得 るとの段取 りであったが ,繰 り上げて
議論 され る可能性 も出て きている｡大学教官 も,今以上に短期間で数多 くの
研究成果 ･業績をあげなければな らな くな る｡研究面 でそ うした状況におか
れた とき,教育を どの よ うに行 ってい くのだろ うか｡

む

す

び

すでに知 られてい ることであろ うが ,著者 ,神立春樹氏は古島敏雄氏の門
下生である｡著者 の研究ス タイル ,そ して教育 スタイルは ,古島民のそれを
大いに踏襲 していると推測 され る｡著者 の ,古島氏への追想では ,｢
指導学生
に対 しては ,それぞれ の興味 と関心か ら研究課題 をみつけ ,みずか ら育 って
い くのを見守 るとい う姿勢で した｣ と記 されているO
既にみた よ うに ,著者 も,指導学生 に何 らか の き っか け を与 えて以降 は
｢
見守 る｣姿勢で臨 まれた｡それは研究のオ リジナル性 とい う次元以上に ,
研究者 として 自立 させ ようとい う信念があ っての ことである｡ この考 えに基
づ く指導は院生に留 まらず ,演習生や通常の講義 で も試み られて きた｡
大学 で どの よ うに学 び ,何を得 るのか｡学生は新たな知見を蓄横す るだけ
ではな く,自ら問題を見つけそれを解決す る力を身につけ るために切薩琢磨
す ることが求め られ ようQそ して大学 の教官には ,｢
学生 た ちの もつ秘 め た
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る力は大 きいOそれを引 き出す ことを援助す るのが教員の役割である｣ とい
う著者の言葉に耳を傾けて欲 しいものである｡

注

(1)図番館に関す る論考については,著者の 『
大学図書館図書資料論』 (
御茶の水善房 ,

1
99
6
年)を参照 されたい｡
(2) 岡山大学では ,当初 ,法文学部のなかに経済学科が設置 されてお り,そのカ リキ ュラ

年 に経 済学 部が設置
ムにおいて 日本経済史は選択必修科 目とな っていたOその後 1981
され ,日本経済史は経済史関係科 目の一つ として位置付け られた｡ つ ま り1981
年 以降
は,よ り基礎的な経済史お よび現代 日本経済史が開講 されたため,日本経済史の講義は
そのテーマを限定す ることが可能にな った｡

(3)嘩峻衆三 ｢
経済学教育 と現代学生‑私の経険か ら‑｣,『
経済』1
93号 ,新 日本出版社 ,
1
9
80
年 5月
(4)神立春樹 ｢日本経済史講義の経鮫か ら｣,『
経済』2
29号 ,新 日本出版社 ,1
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3年 5月

(5)岡山県の大地主であった倉敷市の大原家 ,牛窓町の西服部家 ,お よび東服部家を指 し
ている｡
(6) 岡山大学生協は 1
99
4年 1
2月に設立 され ,翌9
5年か ら営業を始めているD
(7)現在 ,『
戦後村落景観の変貌』(
御茶の水書房 ,1
991
年)に も収録 されている｡｢
戦後農
業集落の変貌一村落景観諭的考察の前提 としての統計的素描‑ ｣お よび ｢
岡山県にみ る
戦後農業集落の変貌‑ ｢
農業集落調査｣にもとづ く統計的概観‑｣.
(8) 『
平成元年度

構造改善基礎調査報告善一岡山県上房郡賀陽町‑』,中四国農政局 ,
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(9) 『
平成 2年度

構造改善基礎調査報告善一鳥取県西伯郡名和町‑』,中四国農政局 ,

1
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年 3月
(1
0) 岡山大学経済学部神立ゼ ミナール (
相原克磨編)『
川上町におけ る農家の生産 と生活

一岡山県川上郡川上町農業集落農家調査報告書‑ [
川上町史編纂事業｣
』,岡山県川上郡
川上町教育委員会 ,1
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年 3月
(
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