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21世 紀 の 東 学 医 学 部 に望 む もの
文部省大臣官房政策課長

寺 脇

研

ご紹介いただ きました寺脇でござい ます.いま過 分 な
ご紹 介をいただ きましたけ ども.私の父親は確かに医者
でございましたけれ ども,私は全 くの素 人でございます.
医学教育課長 を しているときに,なにが しか医学につ い
て何か言 えた とするならば,ここにい らっ しゃる高 久先
生 をは じめ とする先生方のお話 を聞いて,役 人とい うの
は人の話 を聞いて.それをいかにうまく理解 して動 か し
てい くか とい うのが重要な才能でございます.いわば聞
きか じりの上手なやつ とい うのが,役 人としてはいい わ
まずいわけであ ります.
きょうはお引 き受け してまいったのでございますけれ
ども,これは文字 どお り後先 を考えず引 き受けて しまっ
て.後悔 をしてるというやつなんですが,高久先生 の あ
とでお話 をす るなんていうとんでもないことになりちゃっ
てて,弱ったなと思っているのでございます.
医学教育の今後の姿 については,先生のほうか らお話
があったので ございましょうか ら,今 日はるる,い ろい
ろな検討がなされたで しょう.
新潟大学の医学部の教育をどうしてい くのか とい うの

す.

なるほ どさもあ i
)なんと思 うのは,私い まご紹介いた
だきましたように職業教育深慮 というの をや らせていた

は,最終的には新潟大学の先生 方が決めることでご ざい

だ きました.その ときに総合学科 とい うの も,実は私は,

ます.私のほ うか らはそ ういった意味で周辺部分 とい う

早 く総合学科 を出た医学部の学生がた くさん出るように

か,外の世の中の変化 とい うか,制度の変化み たい な こ

なるといいなと思 ってお りますのは,つ ま り総合学科 と
い う(
T
)は,それこそさ‑
:
.
,き生物の履修の話 もちょっ と出

大学医学部の 今後のあ i
)方 を考える参考になるのではな

てお りましたけれ ども,従来の普通科 高校 とい うのは,

いか と思 うわけでございます.

大学の医学部に合格するためのか )キュラムを組みた く

医学部だけでな しに.私は新潟大学に常 々敬意 を払 っ

な りまして,そのカリキュラムを生徒に強制 してや って

てお りますのは,非常に穫棲的に新 しいことにお取 り観

い くものですか ら,将来医者 を志 していたって,お前生

になる姿勢がある.特 に今後独立行政法 人化は,私 も実

物 とらないほうが合格するのに有利 だか ら,生物の授業

は医学教育課長の職 を離れて 3年にな ります.その後 は

じゃな くて,こっちを受けなきい とい うことになったり,

生涯学習行政 とか政策課 とかやってお りますので,直接

ましてや医者 になるわけだか ら,このごろは高校で も者

に商等教育の行政をしてお りません ものですか ら,い ろ

護 とか,介護 とかいうような授業 も開設 されてる学校 も

いろ伝わって くるところを聞いてると.非常 に独立 行政

あるわけですが,そ ういう授 業 を受 けたい と思 って も,

法人化 を控 えて新たな国立大学の在 り方 とい うことにも

それは受け られない.総合学科の高校 とい うのは,非常

積極的に大 きなプランが書かれていて,私などにはい ろ

に幅広い科 目を開設 して,当然医学部 を受けるため に必

んな声が入 って きますが,周 りの国立大学は脅威 に感 じ

要 な数学 とか,英語 とかをみっち りやるのは当然の こと

ている,とい うような話 も伝わって くるわけでござい ま

として,生物 もやろうじゃないか とか,あるい は もっ と
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広 く介護や,着護や.福祉について も高校 レベ ルの知識

んで もこの 人に質問 して もいい とい う時間なのに.全然

とい うの を得ておこうじゃないか,とい うようなこ とも

聞 くこともない,することもない.おいおい,これで は

で きるようにつ くったつ もりでございまして,なか なか

えらいことになったなと思ってたんでござい ますが ,節

しか し高校の先生方の考え方が変わらない ものですから,

潟大学の,しか も 3
0
0人の教室だというので.これ は よ

大学進学するためには普通科のほうがいいんだよみたい

く噂に聞 く私語 だ とか携帯電話 とかい うやつがあるのか

に,中学校の先生 もそ うい う進路指導 をする傾向が まだ

しらと,大教室で 3
0
0人とい うことになるとと思って ま

あるので,もうちょっ とそれが真価 を発揮するのに時 間

したが,見事 な受講態度でございました.

がかかろうと思い ます.

なぜかなと考えてみた ら,やっぱ りモチベーションが

一方で医学部 だけではな しに,医者 も大事ですけれ ど

高い とい うことだ と思 うのですね.5
0
0人 ぐらいの応募

ち,やっぱ り農薬 をす る入とか,モノ作 りをす る人 とい

の中か ら 3
0
0人,5
0
0人は とて も入れないので 5
0
0人の

うの も大事だ というので,職業教育課の ときに,普通科

中か ら選ばれた 3
0
0人だ とい うような こ とが あ るの と,

高校か らじゃない と大学 に行けない とい うのは,なん と

実はこれは文部省のほ うが反省 しなければいけないので

かならない ものか とい うようなことをお願い しました と
ころ,多分全国で一番早 く新潟大学の工学部が, じゃあ

てい うのを,高校 までの間に聞いたことがおそらくなかっ

工業高校の生徒 とい うのをち ょっと採 ってみ ようじゃな

たんだろうと思 うのですね.初めてそうい う人の語 を聞

いか と,工業高校特別推薦枠 とい うの を初めてつ くって

くので,これは面白そ うだ とい うようなことで 目新 しさ

いただいて,工業高校か らで も国立大学の工学部にウェ

があって聞いたんだろうとい うのですが,その ときに寅

ルカムだよとい うふ うなことをやっていただいて,これ

ん前に,一九 一生懸命聞いてる学生がお りま して ,大

は もう卒業生 も出て,成果が出てお りますが,大学 院進

勢の中に食い入るように聞いて,私はその ときに,あ な

学率が極めて高い.普通科高校か ら来てる連中と比べ て

た達はついこの間まで高校生だったわけだか ら,高校 と

い くと,成績 もいい し,その後の大学院へ進んで なんか

大学 をどう変えるために文部省がいまどうやって働いて

やろうとい うような意欲 も高いなんて,まあ数が限 られ

いるのか とい うような話 を してたんですけ ど,‑盤懸命

ているせい もあ りますが,そ うい うことをやっていただ

聞いている.私は,総合学科の卒業生の人 もそ ろそ ろ こ

いていた りします,
あるいはこれ も‑昨年,私 お伺 い させ ていただいて,

うい うところへ 入って くると思うけど.いますかねと言っ
たら,たまた まその ときは総合学科の学生 はいなか った

経済学部で経済学部の学生 を対象 に各界の さまざまな人

んですけ ど,‑入学生が轟ん前で座 って‑生懸命聞 いて

たちの人生 を聞 く,生 き方 を聞 くとい う趣 旨の授業が ご

る学生が,｢はい｣ と手を挙げて ｢習 そ うかい ｣｢いや ,

ざい まして,例 えば会社の社 長 さん とか,芸術家 とか ,

僕 は総合学科 じゃあ りませんけ ど,工業高校 の卒業 なん

いろんな方が来るなかに,文部省の役人というの も 1人

ですけれ ども｣｢ああ,君か.工業高校か ら工学吾郎二入っ

那 )キュラムの中に入っていることになってお りまして,

た学生,これは経済学部の授業 じゃないの｣ と言ったら,

私がその年は講義 をさせていただいたわけであ ります .

｢
いや.この授業は是非聞いてみ たい と思 った んで .聴

これは 日本中で言いふ らさせていただいているんですけ

講 を申 し込んで,許 されて開いているところであ ります｣

れ ども,私は今 まで大学の学生に正規の語義 とい うの を

みたいなことを言 ってま した,

何回か したことが ございます.東京大学教育学部や東京

学生 もいいなと思いま したが,やっぱ りそ ういった カ

工業大学の計画行政の大学院,あ と新潟大学の経済学部

2月に中
リキュラムを用意 してい く先生方.実は昨年の1

で諦義 を行 った.どこの学生が一番 ちゃん と授業 を聞い

央教育審議会答 申で,初等中等教育 と商等教育の接続 に

ていたか とい うと,新潟大学経済学部の学生だった.莱

ついて とい うのを打 ち出 しておるわけでござい ます.そ

大教育学部の学生は ぐった りしてみんな倒れて聞いてお

こで初めて打 ち出 した概念 として,お互いが選ぶ .相7
i

りまして,そんなら聞 きにこなけ りゃいいのになと恩 う

選択する大学であってほ しい と.大学の側が学生 を選ぶ

んだけれ ども,来ない とまずい とかい う強迫観念で来 て

ということぽっか りになってたん じゃないのか.その結

たのか もしれないです.一体 この子たちは,教育学部 で

莱,学生のほうはこの大学 に選ばれたい,選ばれたい と

教育行政の授業 に私が出たわけですけ ど,教育行政の授

思 って,選ばれるためにはショー トカッ トした らどうい

業 に教育行政の先生がずっ とやってい くんだけ ども,こ

うふ うに入っていけるか,じゃあ生物は取 らないほ うが

のコマは現役の教育行政 をやってるAを連れて きて,な

いいやみたいなことでなっていって しまってる問題 だっ
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たけれ ども,選ぶ.学生のほ うも大学 を選ぶ ,お互 いが

とこれは正確 な数字 じゃあ りませんけれ ど.うちの大学

相互選択するとい う考え方にい よいよ入ってい くべ きで

の学生はどうしようもない とい うことをその先生が言わ

はないのか.

れるなら,それならあなただって昔は大学の先生になれ

子供の数が減 ってまいったわけでござい ます.従来 は

てなかったん じゃないですかっていうふ うに,それは言

確かに大学 を希望する人と,大学 に入 りたい人と,大学

わざるを得ないわけです.つ ま り,それは何 も揚 げ足取

の定員 とい うのがアンバ ランスでございましたか ら, ど

りを言ってるん じゃな くて,大学が.そ ういうふ うに社

うやったってそれはそうなると弱 いほ うが 出て きます .

会が豊かにな り,子供の数が少な くなった ときの大学 の

ところが今年は河合塾の調査 とや らによれば ,1
6
0ぐら

姿 を考えていかない と,戦前はこうだったね,昔 は こう

い,名前 さえ書いていれば入れる大学があるとい うふ う

だったね と言って もしょうがない とい うのが‑
‑
一
般論 とし

な結果が出て きておるような状態になってきておる.堤

てはござい ます.もちろん医学がそれであっていい とい

実にもうそうですね.私たちも分析 しているのは,大学

う問題ではないわけであ りますけれども,そうい う間親

の名前 と学部 さえ問わなければ,大学 には必ず入れ る時

として多様化 とい うことが出て こざるをえない.

代に,実は 2,3年前か ら突入 してた.見せ かけの数字
と遠い ますか ら.現実にまだまだ計算上は1
0
年後み たい

習 というか,長寿化ですね.みんなが長生 きす るよ うに

なことを文部省 も一時言 ったことがあるんですけれども,

なった とい うことが ござい ます.私は大学が考えを変 え

現実は,実際は先行 してまして,それは文部省が 1
0年

なきゃいけない とい うことの もう一つのファクター とし

経 った らと言 ってたのは,い ま専門学校に行ってる学生

ては,みんなが長生 きするようになって,かつ また豊か

が大学 に入 りやす くなったら,こっちへ流れて きた場 合

ですか ら,みんなが学べるようになったんです.昔 だ っ

とい う計算 を してたんですけれ ども,ちっとも流れて こ

た ら,高校 を卒業 したときに 8%の人間が大学 に行 きま

ない.専門学校進学率はむ しろ上がってる,微増 をまだ

す よね.残 りは行かない.その人達はおそ らく一生高等

している状態であ りまして,名前 さえ書けば入れる よ う

教育 を受けないだろうという前提でものを考えればよかっ

な大学 に入る ぐらいだったら,専門学校に行ったほ うが

たけれ ども,い ま高校の先生たちに私たちがお願い して

いい と思 う学生が増えて きている.つ まり学生の側が も

いるのは,その とき大学に行かな くて も.お前 いつで も

うそこでは選択が始 まってるのですね.うちは大学 だか

行 こうと思 えば行けるんだよとい うことをよく伝えとい

ら入れてあげるよとい う大学があったときに,いや ,別

て,将来社会人入学 をするとか,聴講生になる とか ,放

にそんなとこに入ったって何 もな りゃしないか ら.専 門

送大学 に入るなんてい うことを考えれば,すべての高校

学校のほうを自分は選ぶ よとい うふ うに,その レベ ルの

卒業生が大学に行 く可能性 を持 っている.高校にはほほ

ところではなって きているとい うような状態が ござい ま

1
0
0%行 くわけですか ら,すべての国民が高等教 育 を受
ける可能性 を持 っているとい う意味において.これは5
0

す.

つ まり,それは背景には,そのためにいろんな問題 も
出て きてますけれ ども,学生がそ うなって きたのは,社

年前 とは大変な違いがきているということでございましょ

う.

会が豊かになってきたとい うこと.それから少子化が進

私の父は昭和2
0
年の九州大学の医学部の卒業生で ござ

んで きた とい うこと.そ うい うファクターがあって,ど

い ますけれ ども,もっと先輩で,いま全国最年長の市長

か らい まの子供達は駄 目なんだといっても,昔のよ うに

をなさっている福岡県の田川市の滝井兼高市長 さん.8
5

もう 1回貧 しくわざとするわけに もいかない し,子供 の

読,私の父親 よりも 5年先輩の昭和 1
5
年の九州帝国大学

数をメチ ャメチ ャ増やすか,大学の数 を激減 させるかみ

医学部の卒業生で,そ うい うことで私 も個人的にか わい

たいな政策 とい うの も,現実的ではないわけでござい ま

がっていただいているのでござい ます.この間 もお 目に

しょう.大学生の学力が どうの こ うの と言 われ ます が ,

かかったら,この滝井兼高が昭和 1
5
年 3月九州帝国大学

医学部は別 として,一般的にはこれで も大学生か とい う

を卒業するとき.よわい齢2
5
歳,自分の残 された人生あ

ふ うなことを言われる.それは大学進学率が4
9%まで き
てるわけであ りまして,新制大学発足時の昭和2
8年 は

8

と2
5
年 と思 って,この2
5
年を医学の医療 に心血 を注 ぐと
い う決意 を持 って九州大学医学部の校門を出た.ところ

%だったわけであ りますか ら,もう6倍以上になって る

があにはか らんや卒業 したあ と6
0
年 も,あ と2
5
年 と思 っ

わけです.ちなみにそ ういっちゃなんですけ ど.大学 の

ていたの を6
0年 も生 きている.6
0
年 も生 きている と,医

先生の数 も当時の1
5
倍 になってるとい うふ うに,ち ょっ

学医療に も一生懸命いそ しんだけ ども,みんなに諦 われ
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て国会議員に もなられ,あるいは市長にもなられて こ う

当に役に立たない.今年の 4月に小学校 に入った世代は,

やってい く,本当に人間の生涯が長 くなった というの を

自信 を持 って大学 に送 り込めると思 ってお りますが,あ

自分が 自ら実感 しているとい うようなことを言われま し

と1
2
年お待ちいただかなければならないのでございます.

たけれ ども,そ うい う観点に立 ってやってい く必要性 が
ある.

こうい うことなんで ございます.よくゆ とりゆ と りと
言い ますけれ ども.ゆ とりに 3種類ある.小学校 で ゆ と

その観点 を具体的にどこに結 びつけてい くのか とい う

りを持たせていただ きたい理軌 皆 さんご納得いた だ き

と,いろんな考え方はあると思い ます.これは別 にそ う

たい,国民の皆 さんにお願い.小学校では何の ため にゆ

するべ きだと申 し上げているのではな くで,そうい う外

とりをつ くるか とい うと,反衷で きる余裕 をつ くって も

的条件があるよとい うことであ ります.
例えばそんなに早 く世の中に出なければならないんだ

らいたいか らゆとりをつ くってい くんだ と.つ まり小学
校の段階で,知識 を次か ら次へ伝授 されるのではなくて,

ろうか とい うことも出てまい りましょう,成人式が2
0歳

‑
‑
一
つの知識 を伝授 された ら,その知識が何 か生活の 中で

でいま成 り立たないのは当た り前だという方がいらっしゃ

役立つ とい う体験 を してか ら次へ進めるように‑ゆ と り

る.昔の2
0
歳 といの うは,人生の4
0%きてたんだけれ ど

をつ くっていただけない ものだろうか とい うわけで ござ

ち.い まの2
0歳 とい うのは80年の人生の2
5%しか来て な

い ます.

0
歳 にす れ
いんだか ら,幼 くて当た り前だ と,成人式 を3

具体的に言えば,例えばこの間 も小学校の先生 と話 し

ば,あんなふ うな成人式の混乱 というの も起 こらないで

ていま した ら,小学校の算数で速 さとい うのをや ります

あろうと.それはある意味で‑‑
つあるのではないか.
実はいまの中学生や1
7
歳の心の問題 といわれるときに,
私たち もちょっと考えなければいけないのは,さっ きゆ

よね,時速何 メ一
一トルで走っていれば何分で着 くが どう
こう.A君が こっちを出 ました,太郎君がここを出ていっ
て着いたときに2
0
分経 ってい ま した.彼は時速何キ ロ歩

とりの教育がおそ らく心配だ とい うお話が出たん じゃな

いたで しょうと計算 しますね.さんざん計算 して,あ る

かろうか と思います.いや,心配は しなきゃいけないの

素晴 らしい先生がいて,ちゃん とすべての子 にわか る よ

です.ただ私たちがいま初等 中等教育 を改革 しようと し

うにそれを教 えた.教 えたあ と,従来だった ら次 の単元

ているのほ,ゆとりを持たせ なければ大変なことになっ

へ遂むんですが,いまは,その学校 は小学校 にお けるゆ

ちゃうとい う前提で考えている.い まの大学生に問題 が

とりを持つ教育の先駆けをやってる学校だったので,じゃ

あるとい うことは私たちも十分認識 をしてるんだけども,

あ今 までだった ら次へい くんだけ ど,ち ょっと今回‑･
･
･

い まの大学生はまだゆとりの教育 など全然受けてお りま

といって.小学校 におけるゆとりとい うのは,教科 で学

せんので,そこの ところはご理解いただかなければ,小

んだことを反廃するためにあ りますか ら,子供たち を連

学校か らゆとりの教育 を受けた世代 とい うのは,まだ中

れて学校の前の国道に出て行ったらしいです.国道 に出

学 3年生にい まきしかかった ところでございます.
確かにいまの大学生 も高校で新 しい指導要領 を少 し

て行っていろいろ見てみ ようと,これは社 会科の反寓 と,
算数の反寓 を して もらいたいなとい う思いがあって先生

触れてますけれ ども.あれは大 きな誤解が ございまして,

は連れていったらしいです.社会科の ときに教科書 の 中

文部省は高等学校 に,これか らご説明 します,高等学校

で,日本にはいろいろな何県,何県 とか学んで い くわけ

もゆとりの考え方 を持 ってほ しい と言っているんですけ

だけ ど,国道の前 を走っている車のナンバーをみん なで

れ ども,現実 にそれに沿った教育 をしている高等学校 と

見てみ ようよ,いろんなところの車が走っている,この

い うのはごくわずかで ござい まして,ましてや大学 に進

事はあれで見たあそこか ら来ているのかという実感,やっ

学 している高校では,ほとん どそ ういうとこはやってい

ぱ り遠 くか ら来てる草はそれな りに汚れてた り,冬 だ と

ない.従来 どお りの受験対応の教育 をやっている.

雪で汚れていると,北国か ら来てる車は雪の中を走 って

私たちに言わせれば,文部省がお願い しているとお り

きたか らこうなってるのかなとい うのを見 なが らやって

,｢ここ を

の教育 をして くだされば,大学の先生方に満足 していた

い く‑方で,先生はこう言 った ら しいです ね

だけるような学生 を送 り込むことがで きると思っている

走ってる車の速度って何 キロ ぐらいか な｣
.誰 一 人生徒

のであ りますが,高校の先生 に も言 い分が あ りま して ,

は,そんなのわかるわけない じゃんて,全員そ う育 った

いま申 し上げるようなゆ とり教育 を,高校か らい きな り

らしいです.そんなの測れるわけない じゃん.さっ きの

やれ と言われたって困るよ,とい うのはごもっともの話

コンピュー ターの請 じやないですけどそ うい う子が一
一人

なんで,小学校か ら順 にやっていかなければ,これは本

二人いて,ス ピー ドガンで測ればわかるん じゃないか と
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わっていない.だか ら実は小学校 でのゆ と りの時 間は,

が,｢ちょっと待って.この間 まで算数の時 間 に何 や っ

なにも算数の反袈だけ じゃな しに,そういうお年寄 りと

てたっけ｣ というふ うなことで少 し誘導 してい くと,千

揺する時間で もあってみた り.あるいは勤労体験 を して

供たちは ｢そ うか,ああやればわか るんだ上 た ち どこ

みる時間で もあってみた りとい うわけであ ります.

0
0m 測 って.ス トップウ寸ツ
ろに子供たちは巻 き尺で 1

実はい まの中学 3年生か ら以下の子供 というのは全員

ナで測 って,あっ,いま通過 した.これで初めて速 さと

小学校で作物 を作 った体験 を してお ります.例えば さっ

い う概念,算数の教科書で習った.ああ,こうい うふ う

き確かに生物 を学ばない とい うことの問題 もあ りますが.

に使 うんだ とい うことを学ぶことがで きた.こうい う反

作物 を作 った経験 を,今までの子供は全黙 してなか った

範の時間をつ くってい きたいのです.

わけです.ゆ とりと言 って ますが,ゆとりとい うの は決

だか ら円周率を 3年で教えるのか とか,少数の 2桁 の

して遊ばせ るためにやってるわけ じゃな くて,今までの

計算は させ ないのか,少数 第2位以下の計算はさせ ない

教科中心か ら,少 し時間をつ くって,そこで何 をす るか

のか と言われ ますが,それは教科膏の うえではさせ ませ

とい うことの例えば.
一例 として,勤労体験 をした り.あ

んよ.まず仕組みをきちんと覚 えて もらう.ところが こ

るいは作物 を自分で種 を蒔 き.栽培 し,収稚 して,それ

うやって測 ったら.車はそんなに都 合のいい速度で走 っ

を食べるとい うところまでをや ってい く.

て くれないですか ら,ものすごい煩雑 な計算になるわけ

ご車知か と思いますけれ ども,ここの地元新潟の上越

ですけれ ども.教科書で,太郎君はなん とか とい うとき

教育大学附属′
ト学校などに至っては.′
｣
､
学校 1, 2年生

に.難 しい計算だと嫌になっちゃうで しょうけど,現実

の ときに午 を飼 って,その半が屠殺場.食肉工場 に引 き

に走ってる ものを測ろうと思った ら,難 しい計算で も子

渡す ところ まで‑子供たちは体験 していって午 とず っ と

供たちはこな してい く.この時間をつ くってい くのが小

やってい くわけですね.そ ういった時間に.最後 に牛 を

学校 におけるゆ とりであ ります.

売るのか,この まま飼い続けるのか とい う討論 を子供 た

ちなみにこのごろ少年犯罪が多いので,道徳教育をちゃ

ちにさせ ると,なんの授業 もしないで紙の うえでやれば,

んとや‑
̲
)とるのか と言われるわけであ りますが,や って

かわいそ うだか らそ うい う工場 に売っちヤいけない,そ

るんです.戦前の修身の教育に劣 らずやってるつ も りで

こへ行った ら殺 されるんだか らとい うんですけ ども,む

ござい ます.一時,確かに戦後,[
1教組対文部 省 とい う

しろ牛 と 1年間過 ご した子供たちは,それは牛はそ うい

図式の中で.道徳教育を意図的にや らない時代があ った

う運命なんだ,だか ら牛はこうやって死^,
で,肉になっ

ことは事実でございます.私たちの世代なんかそ うなの

て,それを私たちは食べてこうやって生 きてい くんだ と

か もしれ ません.いまやそ うい うことじゃな くて.文部

い うことを.もちろんかわいそ うだと言 う子供 もい るに

省が きっち り道徳教育をさせている.

しろ,そ うい う討論 をして.その結論 を出 してや ってい

じゃあ どうしてこうなるのか といえば.道徳また しか

くとか,そ うい う体験 をさせるための ものでございます.

りであって,修身の教育を受けてたころは,教科書 でお

中学校でゆ とi
)を頂戴 したい というのは,中学校 の時

年寄 りを大切に しようと番いてあった ら,家へ帰った ら

期 というのは,釈迦 に説法でございますが皆 さんよ くご

お年寄 りがいて,ああこの人を大切にしたら気持ちよかっ

案内のとお り,思春期で,心 も体 も非常に動 く時期 で ご

たなとい う体験がで きる.額に汗 して働 くことは素晴 ら

ざいます.だか ら中学生たちに対 しては.もちろん反袈

しいことだと書いてあって.家に帰れば,手伝 い も しな

させる部分 も必要ですけれ ども.主に中学生に対 して必

ければいけない し,子供 はそれな りに仕事 をしなければ

要なのは.少 し気持 ちにゆとりが持てるようにで きない

いけないか ら体験で きるわけであ りますが,い まの子供

だろうか.時間に追われることをしないようにしようじゃ

たちは.お年寄 りを大切 に しようったって.家 にお年寄

ないか.

りはいない し,お年寄 りと付 き合う暇があった ら塾 に行

従来,中学校 3年間でこれだけや らなきゃいけない と

け とかなん とか言われて行っちゃうか ら,反袈で きない

貰われていたことをやれば,せ わ しない中学校 3年 間で

わけです.徳 目を教科書の うえで学 んでい るだけです .

ございます.それは中学校 3年間で高校受験 を目指 して

だか らいまの子供にだって道徳のテス トを して,人 を殺

塾 に行ってや らなきゃいけない と思 っているのは,理 t
動

していいか.悪いか と言ったら,全員が悪い と書 けば先

は一つは人生が短かかったか らだ し,一つは競争が激 し

生が丸 を付 けて くれる し,褒めて くれると思ってるけど,

かった.同年代の人がいっぱいいて高校に行 きそびれ る

現実 に人を殺 しちゃいけない とい うことが身に しみて伝

人 もいるとい う条件の もとで,‑生懸命,私た ちの世代

2
1
世紀における新潟大学医学部の在 り方
なんかは高校 入試のためにやるのは当た り前だとい うふ

4
4
7

年であるとい うふ うに考えさせていただきたい.今 まで

うにや らされてきたわけです.い まの子供たちに してみ

国民教 育 9年だ と思 って 9年で送 り出すわけだか ら,そ

れば,長い人生8
0
年 も生 きてい くのに,なんでそんなに

の間に全部身につけ させ なければいけない と思 ってたこ

急がなければいけないのかなという思い,それか ら高校

とは,1
0
年半 ぐらいかけて教 えさせていただ きたい,

には全員入れるようになってるのに,なぜその中の この

高校 2年生の前半 ぐらい までの ところで従来国民教育

高校 じゃなければいけない といってや らされるのか と.
努力す るなと言ってるわけではないですけれ ども,過度

ばいけません.国民教育 として必要 な部分 は画一的 に詰

の努力 とい うかプレッシャーを強い られてる部分がある

め込 まなければならないわけであ りますが,それを高校

のではないか.やは りこの時期は もう少 し心 にゆと りを

2年の前期 までにやるように しましょうと.だか ら画一

持たせ るように していいの じゃないか とい う考えで ござ

的に詰め込 まなければならなかったこととい うのは,今

います.

回 もほとん ど変わってないわけであ りますけ ど.それ を

そ して高等学校では一笑 は高等学校でのゆとりとい う

ゆっ くりやる.

のは.選択するゆとりをつ くって もらいたい と言ってい

文部省は決定的なプレゼ ンテーシ ョンの過 ちを犯 して

るのであって,学校の授業時間数にゆとりをつ くるなん

しまったので,皆 さんをご心配 させている. 3割削減 と

てい うのは考えてない.現実に小 ･中学校 とい うのは授

言 ったか ら,心配になっちゃった.皆 さん心配 になるの

業時間数が確かに減って ます,ゆとりをつ くるために減っ

は当た り前 . 3割減速 というふ うに言 えば よかったので

てます.高等学校の授業時間数 とい うのは,減 らした覚

す.スピー ドダウン,3割方余計に時間をかけて同 じも

えは全然 ないわけであ りまして,高等学校 とい うのはい

のを教 えさせて もらいたい.

くらで も授業 を取 っていい学校 に していこうという考 え

今 まで,ただ詰め込んだ ら,詰め込んだほ じか らこぼ

方で,新潟にはまだそうい う学校 はないか もしれませ ん

れてい く.学力低下 とい う言葉が流行語 になってますが,

那,昼夜開講単位制高校 というのがほうほうで出来始 め
てい ますけ ども,この学校 などほ朝の 8時半 か ら夜 の

9

新 しい考え方で学力剥落 とい う考え方 を打 ち出せるかと.
学力がはげ落ちる.い くら詰め込んでいって も,はげ落

時 まで授業 を開設 しています.極端 にいえば朝の 8時単

ちて しまう学力では しょうがないのではないか とい うふ

か ら9時 まで授業 を取 り続けることだって可能だけれ ど

うなことが言われ ます.

ち,自分の取 りたい科 目をとってい くなかで授業 を取 っ
ていこうじゃないか と,
小学校や中学校は全員が これだけの時間勉強するとい

新潟大学ではそんなことはないで しょうけ ど,乗京大
学の学生 に.2分の 1プラス 3分の 2とい う計算問題 を
させた ら,3分の 1の学生がで きなかった とい うような

うのは決 まってますけれ ども,高等学校 とい うのは最低

ことを,テ レビ局で調査 して習 ってる.それ は多分 ,大

必要単位 を決めてるのにす ぎないのであって,それ よ り
た くさん取 っていける.だか ら医学部受験生が生物 を取

学 に入って勉強 してる学生が 3分の 2いて∴東京大学 の

れないのは,画一
一的なカT
)キュラムを組 んでるか ら,壁

い うことの現れではないか というふ うに分析 なさる万が

物の時間が受講で きないわけです.そ うい うふ うに広 い

いる.つ まり大学 に入って も,医学部の ように勉 強 しな

選択的 が )キュラムを周意 していれば,仮 にセ ンタ‑読

きゃいけない とこでは勉強するか ら.従来習 ったこ とは

験で物理 を受けるに したって,生物の時間だってあ るわ

そこで必要であろうがなかろうが,そのまま頭の中に残っ

けだか ら生物の時間を取 ろうじゃないか とい うことがで

てい くんだけ ども,大学 に入 った瞬間, もうやれやれ,

きるようになる.従来の高校のが )キュラムだか らこそ

これで もう東大法学部入ったか らには大体みんな卒業で

それがで きないというところが ございます.
じゃあそのゆ とりをつ くって 3割減 とかいってるけど,

学生の 3分の 1が,大学 に入った ら全然勉強 してない と

きるらしい し,これでやれやれ と思 って遊ぼうと思 って
いると.従来覚 えてた もの も全部忘 れてい って しま う.

どうなるのか と言いますが,これは金男が画‑的に学ぶ

つ ま り東大 とい うのは 3分の 1の学生が,入って も勉 強

ことを中学 3年生 までに今までやってたわけですね.と

してない とい うことの証明ではないか とい うようなこと

ころが全員が行 くのはもう高校 までになったわけですか

をい う学者の方 もい らっ しゃる.なるほど,い ま東京大

ら∴文部省 としては.これ も昨年1
2月の中教審 答申で初

学 に入ってる学生が.小学校 6年生の ときにその計算が

めてはっきり打 ち出 したのでござい ますが,今まで 9年

で きなかった とは到底考 えられないわけであ りますけれ

の国民教育 とい う認識 を持 って きたけ ど,国民教育 は 1
2

ども,本当にで きな くなっているとするならば. どの よ
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うな知識 も麿か ざれば どん どん錆 びていった り,は げ落
ちていった りして しまうとい うことなのかな とも思 えま

えてい くのは.大学 だ.
文部省 も反省 しなければいけないのは,そ うは言 い な

0
年いろいろ調べ てみると,大学 に
が ら.文部省は戦 後5

す.
そ うい う意味で,小学校時代が少 し時間をかけてで も

確 かに命令はで きないか らやってないけ ど.これはや っ

はげ落ちない学力,剥落 しない学力 とい うの を,や っぱ

8歳
ちゃいけない とい うことは結構言 って るんですね.1

りそれ を使 ってみて初 めて意味があるわけであ りましょ

よ り若い者 は入れちゃいけない.学部は 4年在学 させ な

う.角度なんかなんで測 らなければいけないか,それ は

ければいけない とか,いかに優秀で も大学院に入るため

測量す るため に必要 なんだ よ.それがわかれば,こ うい

には 4年修了 していなければいけない とか,こう Lち ゃ

う形で煙突の高 さだって測れるんだよ,なるほ どね . と

いけない,ああ しちゃいけない とい うのはいろいろや っ

い うふ うになっていけるように してい くのが真の学力だ,

て ます.あるいは大学設置基準みたいな もの も, これ は

そのため に少 し時間をいただ きたい.

必ずやっておかな きゃいけないみたいなことはある程度

遅い よとお っ しゃるか もしれない.遅い よとおっ しゃ
るけれ ども,人生は慶 くなってるんだか らそれでいいで
はないか,

言 ってい ます.
それ をどん どんい ま文部 省は.な くしていこうと して
い るわけですね.さらに 一
･
層各大学の判断に委ねてい こ

それ と,高校 2年の半ば までに中学校 までの中身 をや
る といった ら.高校の中身は半 分 にな るのか とい う と,

うとい うような ところが ござい ます.
文部省が本来.コン トロールをすべ きでない ところ ま

そ うではないのです.実 は高校 でやってた中身を小 学校

で コン トロ‑ルを して きた,お願いを して きた部 分が あ

でやる場合 もあれば中学校 でや る場合 もあるんです .た

ることは事実です .ただ,はっ きりもうそれ を変 え よ う

だ し.こちらのほ うは 自分の得意分野 についてそれをやっ

と しているのは,最初 に申 し上げま した ように,誰 で も

て もらいたい.だか ら端的にい うならば,小学 校の 5年

が大学 に行 ける時代 になった と,特定の人だけが行 け る

生で も高等学校の数学 1で出て くるような問題 まで到達

時代ではな くなった.例えば入試の問題 しか りであって,

す る子供がいたっていい し,それはそれでやっていけ る

今 まで確 かに文部省 は,セ ンター試験 を優 って もらわ な

ように してい こうじゃないか とい う.つ まり小 ･中 ･高

きゃ困 ります,ああ しな きゃ困 ります ,科 因はで きるだ
た くさんや らせ ないで くだ さい,あ ま り難 しい問題 は出

のが 目指 しているところなので ござい ます.

さないで くだ さい とい うお願い を して きました.これ は

だか らこれが うま くいけば,い まの子供たちが 9年後

確かに して きたことは認め ます し.事実です.だ け ど,

に行 く高等学校 とい うのは,その ころ までには全部 .高

2月の中教審答申で,その方針は変更す る
これ また昨年 1

校 を単位制 に して,猛烈 に勉強 して 1年で出る子 もヒョッ

と.もうこれか らは各大学が 自らの常任において どの よ

とす る といるか もしれない. 2年で出る子 もいるか も し

うな入試 を課 して もか まわない とい うところにきている.

.7年かけてゆっ くりや ってい く
れない.あるいは 6年1

それ,随分態度が違 う じゃないか と言 われるか も しれ

子 もいるか もしれない,あるい は 1年いて,やめ て,な

ませ んが,子供の散が 多くて大学が 少ない ときには,い

にか仕事 を して,また戻 って きて取 ってい く子 もい るか

わば経済でいえば統制経済 を引か ざるを得 ない部分が ご

もしれない とい う高等学校 に してい こう じゃないか.

ざい ます.少 ない肉を大勢の人間で争 う時 に,市場 の原

そ うなれば当然∴大学 は何 を求めるか といえば,多様

理 に委ねる とい うわけにはいかない ところが ござい ます

な勉強 を して くる高校生の中の どうい うの を求めるか と

か ら,文部省のほ うで過当競争 にならない ように,受験

い うの を.大学の側が考 えてい く.ご案内の よ うに′
ト･

並争が過熱化 しない ように.こうやっては しい とい うお

申 ･高等学校 の教育 は,文部省が決める もので ござい ま

願い を してお りま したけれ ども,もう肉の数 と,それ を

す.こうい う制度で こうい うふ うにやる,とい うの を決

求める人の数が同 じにな り,どうかすれば肉のほ うが た

める.大学 については,そ うではない,文部省 として も,

くさんあるよと言われてる ぐらいの状態 になって くると,

こうあってほ しい とかそ うい うことは言い ますけれども

これは もう市場の原理 に委ねる時代 に入 って きた.市場

,

結局大学の教育 を決めるのは大学であ りま して,文部 省

とい うと言葉が悪いですけ ど,さっ きの受験生が選 ぶ ,

がああ しろこうしろ とは言 えませ んです よね.

選 ばれる.例 えばある大学が こうい う入試 を課す , もの

入試の問題 また しか りであって,文部省 はお願い はす

す ごい難 しい入試 を課すのはいいんだけれ ども,どう も

ることはで きるけれ ども,大学の入試 を結局の ところ変

その太字の授業内容 を見てみる と,あ ま りろ くな教 育 も
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していない.なんでそんな難 しい入試 を出す ところに誰

しい と私たちはお願い していますが,で きてない ときに

が好 き好んでい くもんかい と思って,学生のほうが受 け

どうすればいいか とい うと,他の高校で履修するこ とも

ないで しょう.だけど本当にいい教育 をして くれる とい

可能である.通信教育で履惟す ることも可能であ る.場

うことがわかってる大学だったら,どんなにハー ドな問

合によっては大学で履修することも可能である,高校生

題 を課 されて も.いいではないか とい うことです.

が大学の授業 を受けたことをもって単位認定 をするとい

実は今回,あ まり宣伝 して くれるなと,初等 中等教 育

うの も可能であるとい うようなことをしてい く.

局か らも,高等教育局か らも言われているんですけれ ど

さっき申 し上げたように,これか らは一
一人ひとりに合

ち,私は中教審答申の読み方 として,きちんと説明 しな

わせて どんどんスピー ドが変わって くる とす るな らば,

きゃいけない.確かにあの答申の中で も,学習指導要領

高校の授業ではどうやったって飽 き足 らない子供 とい う

の範囲は守 ってほ しい とい う意味のことが書いてあるん

の も出て くるで しょう.数学の授業に関 しては高校 の授

ですが,これは学習指導要領の狙いに ｢
沿って｣や って

業では飽 き足 らないけれ ども,じゃあそのまま大学に入っ

もらいたい といっているのであって,軽度 を規制 してい

て しまうと,ほかの授業は,英語の力はまだ高校程 度の

るわけではない とい う考え方でございます.つ ま り, ど

力 しかない とい う場合 も当然あるわけですか ら,その と

んな難 しい問題 を出 して くだきって も結構 だけ ども,学

きには数学の授業は大学 に行 って受けて きなさい と,莱

習指導要領の狙い といの うは,片 々たる知識 を問 うとい

語の授業 はみんなと同 じようにこの高校で受 けましょう

うことは狙 いでないのだか ら,艶 しいことで も,それ は

とい うようなことも可能になるように してい くわけであ

本当に学ぶ とい う,自ら学び,自ら考えるとい う学習指

ります.

導要領の趣 旨に沿った間蓮であるならばいいけれ ども,

いまの高校生 にこれを要求 した らとて も無理 なので ,

クイズ番組の ク 1
'ズみたいに難 しい問題 を出すのは,学

小学校の段階か ら,自ら選択 して学んだことは,自 らの

習指導要領の 自ら学び,由ら考えるという趣 旨に沿 って

賓任 においてや り遂げなければならない とい う意識 を育

いない.
私はち ょっと医学のほうではわか りませ んけれ ども,

ててい くわけです.親が言 うか ら,先敦が言 うか ら勉 強
するのではな くて.自分がこの トラックのスピー ドを測っ

その ときに例 として出 したのは,例 えば東京大学法学 部

てみたい と思 ったか ら,艶 しい計算だけど最後 までや り

に入 りたいんだった ら,丸山寅男 の著作 を一冊読 んで,

遂げなければならないんだよな,そうしない限 りこれ は

それの レポ‑ トを書 きなさい とい う問題 を,東京大学 法

わか らないんだよなとい うような経験 を小学校の段階か

学部の入学試験 に課 したってか まわない じゃないか.そ

ら積み登ねでい くことによって,その子が高等学校 に行

れは自ら学び,自ら考えて,そ して自分がその法学 を志

くときには,自分は高校で何 を学ぶのか,単位 を全部 自

す とい うことをアピ‑ルするための試験であるとい うよ

分で選んでいって,選んだか らにはそれをきちんと最後

うな考 え方に立てば,それで ももちろんか まわ ない と.

まで履修 していかなければいけない とい う意識 を持 つ .

今 まで文部省が課 して きた制約 とい うのを全部な くして

そうい う高校教育 を経て大学 に入 って くる学生 た ちが ,

い こうじゃないか ということのなかで,各大学がい ろい

いまさまざまな場で言われているような,こんな大学生

ろお考 えいただ く時期にさしかかっている.

がいて困った もんだ とい うようなことにな らない ものを

確かに従来文部省は,大学が科 目指定 をするのはやめ
て ください と,高校での履修科 目指定するのはやめて く

送 り出 してい くとい うことが,実は初等 ･中等教育で は
強 く求め られているわけでございます.

ださい とお願い していましたけ ども,それ ももう撤 回い

文部省は全体 として,ものをはっきり整理すべ きとき

た します.履修科 目の指定 もやっていい.ただ しその た

にきているんです よ.あたか も大学 も文部省が左右 で き

めには高校が選択で きる幅 をつ くっていかない と,い く

るような言い方 をち ょっと言 って しまった りするような

ら科 目を指定 されたって,それをうちの学校では履修 で

ことはおか しい.高等教育は本当に高等教育機関の ,塞

きないことになっているとい うふ うなことになったので

本的にです よ,原則,とにか く高等教育機関の 自主決定

は困るわけであ ります,だか ら例 え新潟大学医学部で は

で行われれてい くものだ.例外的に文部省が何かをお願

生物 も課すだけではな しに,高等学校では福祉の授業 も

いすることはあるで しょう.

して もらいたい とい う考え方だって出せ るわけです ね.

こんどは初等 ･中等教育のほ うは,文部省 とか ,教 育

福祉の授業 をとって もらいたい.ところが福祉の授業 を

委員会 とかいった行政の側が こうやるんだよとい うのを

開設 している学校が少ない.それ をどん どん開設 して ほ

決めていって.しか しそこにも例外的に各学校が 自主決

4
5
0

新 潟医学会雑誌

第1
1
4巻

第1
1号 平成 1
2年 (
2
㈱ 111月

定で きた り,各先生が 自主決定がで きた りとい う部 分 を

部 とかいろんなものが どんどん出て きている.じゃあ医

つ くってい くという.その原則.例外 を,きちん と整理

学部だって例 えば総合医療学部みたいな考え方があって

を していこうではないか.

もいいだろうし.奉るところこの新潟大学では,医 と歯

あ とは行政機関であるところの高等教育 とい って も,

の合同大学院みたいな考え方.さまざまなや り方が ∴ 文

私立 と国立ではまた意味が違って くるわけでございましょ

部省がそれは前例があ りませんか らね とか,よそがや っ

うが,いま申 し上げた学校種別では,小 ･中 ･高等学 校

て ませんか らね.みたいなことで難色を示 した りす る よ

は原則,外か らの規制,文部省 とか･
･
‑I
,例外 と して,

うなことが確かに過去にはあったわけで ございますから,

で も各学校が決め られるとこをつ くっていこう.高等教

そこの ところをはっきりと文部省 の側 も自己認識 して,

育はその逆だ と申 しました.

各大学がやろうと思 うことを,で きるだけ応援 してい く

こん どは国 ･公立と私立 とい う考 え方 に立つ な らば,
国 ･公立は原則 として情報公開.説明者任,それか ら外

方向で考えていかなければいけないので,それは前例が
ないか ら,自分が上司に説明するのは大変だか らみ たい

部か らの評価 を受けるとい うことが.これは原則 .例外

なことは思 っちゃいないで しょうけれ ども,なんとな く

的に情報は全部開示で きない部分 もあるだろうし,説 明

やっぱ りこれは前例があるとい うと,まことに説明が L

で きない部分 もあるで しょうけども,原則はそ うなんだ

やすいのですね.お役所 ってそ うい うところであ りま し

とい うことを明確に してい く.
私立は,原則 として情報公開 しな くていいと言って る

て,過去は,なんか くると,ひどい 人 になる と.なんか
持 って きて決鼓を仰 ぐと,前例はって聞いて,前例が ご

.

わけではないですが,国公立にはそれが課 される.そ う

ざい ます とい うと ｢はい｣ とい って押 して くれ る とい

すると各教育機関が,自分の ところは国 ･公立なのか と

うようなことが,極端な例でい うとあるわけです .い ま

い うメルクマールと,自分の ところはどの教育段階 なの

はわが役所の中で も,そ うい うことでやっている人は倍

か とい うメルクマールを していけば,何が原則でその学

円を失ってい く.前例がある,ないにかかわ らず ,前例

校が運営 されてい くのか とい うことを考えていかなけれ

があったって,それがいいか悪いかの判断はそこで して

ばいけないだろうとい うわけであ ります.ただ し.高等

いかなければいけないわけであ りまして,前例主義 .縦

教育横間においては国立 とい う形態はな くなってい く方

割 り主発,横並び主義 というのが三大官僚制の欠点で ご

向で進め られていっているので,その独立行政法人になっ

ざい ます.

た ときに.それは国立と同 じように しぼ りがかかってい

ちなみに私は,東京大学法学部で何 をお前勉強 してた

くことにはならないか ら.い まの国立 よりはそこは当然

のか と言われれば.官僚制の弊害の勉強を してお りま し

由由度が増 さなければならないだろうということは,そ

て,行政学の辻 清明先生の薫陶 を受けて,官僚制 とい

この修正はこれか ら独立行政法 人化 してい くなかで加え

うのは放 っておけば.そ うい う弊害 を必ず生んでい くか

られていかなければいけないけれども,
原則はそうい う

ら,それを正 さなきゃいけない とい うようなことで ござ

ことだろうと思 うわけであ ります.

い ました.

ですか ら文部省 として も,今 まではなんだかんだ宮 い
なが ら,これは私 自身の反省 も込めて菌 うならば,横 並

ただ官僚制 とい うのは,官僚 はあ くまで制ですか ら,
官僚組織でな くて も,例 えば大学であって も,組織 とい

び主義 とい うのがござい ます.文部省自身がやっぱ りお

うものは官僚制化 してい く実態 を持つ とい うのが,私が

役所ですか ら,どうして も横並びだった り縦割 りだ った

受 けた教 えであ ります.例 えば民間企業であって も,そ

りするようなところがござい ます.ただ しか し,その文

の ままずっとやっていけば,やっぱ り官僚的にな‑
̲
)てい

部省ももうあ と半年後には.文部科学 省という役所 にな

く.したがって大学 といえどもや は り組織 であ る以上 ,

り,組織 も変わ i
l
).さまざまなことが変わって きて,従

官僚的になってい く傾向がある,それは国立大学 と私立

来の ような文部行政のや り‑
方では駄 目だよ.従来の よ う

大学だった ら.やっぱ り国立大学のほ うが官僚的になっ

な文部省の役人の ものの考え方では駄 目だよとい うとこ

て く傾向は強い.これはちょっと傾向の問題でござい ま

ろに直面 を していかなければならない とこへ きている.

すので.それをどういうふ うに打破 してい くのかを不 断

そ うすれば当然,大学 について も横並びをやるので は

に自己判断 していかなければいけない とい う数えを受け

な しに.例えばいま国立大学の4
3
の医学部,全部医学 部

ていたのであ ります.ようや くい ま,それをや るのが 当

という名称だけれ ども,それで必ず しも医学部であ る必

た り前だとい う時代になって きて∴文部省 もそ うい うこ

要はないのか もしれない.例えば文系では総合政策科学

とで何がいいのか.悪いのかを･
一
一
一
一
つひとつ判断 してい く.
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これ もはっきi
)しなきゃいけないのですが,じゃあ文

だか ら,そ うい う意味でこれか ら私たちが大学 を考 え

部省は,各大学が言ったことをなんで も OK と言えるか

てい く.独立行政法 人になるので.それで もや っぱ り同

とい うと,それはそ うはいかない.だけ どなんで も OK

じように国費を投 入 してい くべ きだ し.いかなきゃな ら

と言 えないのは,前例がないか らとか.自分が納 得が い

ない.なお さらの こと国民の皆 さんに納得 していただけ

かないか らということで文部省 が NO と言 っちゃ駄 目

るようなことがで きないだろうか とい うことを考えてい

なんで,文部省が唯一発するならば,それにお金がかか

くのではないか と思い ます.

る,そのお金が国民の皆 さんに納得 していただける よう

ある人に素晴 らしいことを言われて,私それをす ご く

な説明がで きるか どうか とい うことについては,考 えて

感激 したのであ ります.私は一番感激 したのは,大蔵省

いかなければいけない.基準はそうい うことで ござい ま

の主計局の 人たち,それに限 らず大蔵省の 人たちが .自

す.

分たちは国民の皆 さんの財布 をお預か りしているんだか

つ ま り今 までは各大学が新 しい計画 を立てた り,新 し

ら,当然昧 しい査定 とか,一生懸命考えて,国民 の皆 さ

いことを考えるときに,文部省に行った ときに,文部 省

んのお金の使い方が,みんなが ‑盤懸命納めて くだ さっ

の役人が理解 して くれるだろうか とい うことになって し

た税金 を無駄 に使わない ようにす るのが,自分たちの仕

まっていた.そ うではない.文部省の役人 も,大学の方

事 なんだと思 ってや っているんです よと言われたの も感

も一緒 に考えなければいけないのほ,国民の皆 さんに納

銘 を受けました.なるほ どと思 って,私 もいろい ろや っ

得 していただけるような提案であるか どうか.なるほ ど

てた ら,結局 自分のやってる仕事 は,医学教育課長 の と

それに俺たちの税金 を使 っていんだ,とい うふ うに言 っ

きのことでござい ます,医学教育課長 を終わるころに こ

ていただけるような内容であるか どうか ということを問

うい うことがあったんですけれ ども,当時か ら独立行政

うてい くのではないか.

法Åなんてい う語 も出て きている し,そ うなるに しろな

一昨 日も私は文部省の新任職属研修でそ うい うふ うに

らな摘 こしろ,国民の皆 さんに理解 して もらえる大学病

言ったんです.国民の皆 さんに対 してプレゼ ンテ‑シ ョ

梶,国民の皆 さんに理解 して もらえる大学の医療計画部

ンしてい く.例 えば新潟大学 をこのように変 えます ,こ

とい うものになっていかなければいけないな とい うお語

の ように変えるには当然お金がかか ります,そのお金 を

をよくしていたのであ ります.

皆 さん方の税金 を使 ってや らせていただ きますが,納得

その ときにこう甫われたのですね.忘れ られないです.

して くれるで しょうか とい うことを考 えてい く.だか ら

鳥取大学の者護部長 さんにこう言 われ たのです .ああ,

文部省 と大学の関係 とい うのは,これか らは文部省対大

医学教 育課長 さん,つて ち ょっ と公 の場 で言 わ れ た .

学 とい う考え方 じゃな しに∴文部省と大学が 一緒 になっ

｢
私は,今 まで文部省の医学教 育課 とい うの は,私 た ち

て,国民の皆 さんが納得 して もらえるようなや り方 を提

大学病院で働 く者の味方だと思 っていたんですけれども,

案 してい く,知恵を出 し合‑
:
)でやっていかなければいけ

違ったんですね.半分は私たちの味方で,半分 は国民 の

ない.だか ら文部省が もし大学の出 して きた案になん ら

皆 さんの味方 とい うか,そちらの立場 に立って考 えるの

かの問題点 を指摘するとするならば,前例がないか らと

が,あなたの仕事 なんですね｣ って言われて,なるほど,

か.ほかでやってないか らとかではな くて,ひ ょっ とす

私のやるべ きことを言 葉として きちん と言 って くださっ

るとこの部分はなかなか国民の皆 さんに納得 してもらえ

た.

ないか もしれない,
国民の代表 というのは大蔵省主計局で ございます.代

それは大蔵省 と違 って,私たちも国民の側だけに立 っ
てその利益 を代弁 してい くとい うわけではないけれども,

表 とい うか,国民の意見を代弁する立場.まず 大蔵 省主

その間に立って,大学 はこうあ りたい,病院は こ うあ り

計局 に納得 して もらうとい うのは,大蔵省主計局の人が

たい と思 ってることと,国民の皆 さんは何 を望んでい る

勝手 に判断するとい うわけ じゃないですけどサ大蔵省主

のか,どうしているのか とい うことを,間に立 って両方

計局の皆 さんとい うのは,従来の大蔵官僚 はち ょっ と違

に説明 してい く.大学のやってることを国民の皆 さんに

うか もしれませんけれ ども,いまの時代の大蔵省主計局

説明する,国民の皆 さんの願 っていることを大学の ほ う

とい うのは,国民の財布 を預かっているとい う立場 で ,

に,みんなこう思 ってるんです よとい うことをやってい

それが本当に出すに値するか どうかを考えてい くとい う

くのが,これか らの文部省の役 人の仕事なのだなとい う

のが.昔はい ざ知 らず,い まの主計官,主査 たちの考 え

ことを痛感いた しま した.

方は,そ うい うことになってお ります.

きょうは大学の皆様方にそ うい うお話 をする機会を得
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てますけれ ども,いまの私の立場なんてい うのは,あ ら

わっている.やっぱ り面接 をすれば,その面接 をす る こ

ゆる国民の方々に,いろんな場でご説明 をし酎 すればい

とによ‑
‑
‑て,大学側 も選ぶ自覚 も出て くる し,入学 側が

けない ところがある.だか らそれは当然大学だけが変 わ

選ぶ 自覚 を一人ひとりの先生 として持 って もらいたい.

らなければいけないのではな くて,小学校 も,r
卜学校も,

自分が選んだ学生 を.自分が教 えているのだとい うふ う

高校 も,また家庭や地域の太人たちの ものの考え方 も変
分は選ばれたい.選ばれたいと思って きているので はな

わっていかなければならないわけであ ります,
大学 と高校が,特に今卜
.
1のいわし
0る大学 と初等 ･中等

くて.自分が選んだこの学部,そ してこの大学 とい うこ

教育 と,高等教育の接続 に関 してい うならば,大学 の意

とを考えられるように,実は高等学校 では今 まで受験 指

識 と,高校の意識がそれぞれ変わって,そ して本 当 にい

導 にべ らぼ うな労力 をかけてたその労力 を,進路指導の

わゆる インターフ̲
T
:‑スの部分で牛徒が.自分が何 に行

ほ うに向けて もらいたいとい うわけであ ります.私た ち

きたいのか.つ まり偏差値が商いか ら医学部に行きたい

は決 して 入試 を易 しくすれば,子供達が 幸せになる,な

とい うのは､や一
･
̲
)ぼ りおか し,
な選択であ‑
)たんだけれ ど

んてちっとも思っていないのであ ります.

ち,それが当た り前であるかの ようなや り方 をして きた

最後に申 L上げ させてい,
+
=だ くならば.ある高校の先

ことの問題点.例えば ･
回 も病院に足を踏み入れた こ と

文部省はゆ と りの教育 とか なん
生か ら言われました ｢

,

がないのに,そんな人はあ まi
)いないか もしれないけど.

とかいって文部省がやってることはいいことだが,それ

医療 をしている側の立場 に‑個 も触れたことがないのに,

はあ との語 を聞いて,誤解 されている と言 うことが よ く

医者になろうというようなことでいいのか どうか という

わか りましたけれ ども,大学入試 を緩和 して,私 の教 え

ようなことを高校側 も考えていか なけれ ばな らない L,

子 に医者 にな りたい とい うのがいた,医者 にな りたい と

また太挙例 も,お聞 きすればこの新潟大学で も,すべ て

い うのだけ ども,学力が どうして もあ まり高 くないので,

の 入学生に対する面接の実施 とい うことをご検討いただ

医学部の入試 を何 回 も受けて も,何 回受けて も,落 ちる

いていると聞いてお りますけれ ども,そ うい う東学側 の

んだ.だけ ど医者 にな りたい とい う熱意は人一倍 どころ

努力,高校側,大学側 ,両方が今 まで以上 の努力 を,そ

か丸の何倍 もあるか ら,何回 も何回 も受けている.この

の接続の部分 に払って もらうことが必要 だと思う鞘です,

｣
熱意 を生か して どうして医学部に入れて くれないのか｡

東学の鰍 ま,む しろ医学部の場合は,ほかの学部 だっ

とい うか ら,それは私たちの考えてることと違 う.それ

た ら私 は大学数膏 をちゃん として ください ということを

は無理です,熱意 さえあればなんにで 屯なれる と言 って

お願い しな きゃならないのであ りますけれ ども,医学部

いるのではないです.力濠プラス熱意がほ しい とい うの

はほかの学部 と違って,大学数背 をきちんと行っている

管,力量だけでなれる,つまり学力だけでなれ るのがお

とこだ とい うのは承知 しているので,ここではそれ は申

か しい と言 っているのであって,学力 プラス熱意 とい う

しませ んけれ ども,東学教育 をよくすることよりも,む

ふ うに していこうと思っているのであって,それを誤解

しろ旗の段階 として,入試 をどうするか とい うことに考

されて,熱意 さえあれば柳 二で もなれるなんてい うのは

えて もJ
･
)わなければいけない.美は別の立場の ところに

大間違いだ し､そ もそ もあなた(
7
)高校教師 としての進路

行 きます と,大学入試が変わ らない限 り,全然 日本 の教

指導は根本的日 弼違 っている.その子供は何がや りたい

育はよくならないよとい う言われ方 をする.そこで私が

のですか.その 日指とよく話 し合って ない じゃないか,

ご説明するのは,大学入試は着席と変わろうとしている,

その子供は医療の仕事に就いて人の命 を助けた り,何 か

特 に医学部 を見て ください.医学部か ら変わ り始めてい

をしていこうとい うことをや りたいんで しょう.あなた

く.そ うしたらほかの学部だって当然 これは変わらなけ

という教師が私はよくない と思 うのは,だか ら医学部 を

ればいけない方向に行 くんだ とい うことを申 し上げてお

受けろとい う進路指導 をしていることに問題があるんで

ります.

あって,医療 に携 わる仕事が何種類あるか ご存 じですか.

じゃあ医学部はどう変わっているのか と言われた ら

,

藩護する人 もいる,臨床検査 をする人 もいる,さまざま

一言でい うならば,医学部の先生方ほど入試 に手間暇 を

な仕事があって,それ らはすべて人の命 を守 り健やか に

かけようと思 っているのほいない.はかの学部では面接

保 ってい くための仕事 をしているのに,あなた とい う教

も何 もしないわけですか ら,試験のときの試験監督に立っ

師が医者 とい う仕事 しか知 らない ものだか ら,かわいそ

てるだけで しょう.東京大学法学部の先生 なんてい うの

うにその子は,医者になる,医者になるって何 度 も何 度

は,試験の ときの試験監督 に立ってるだけで入試にかか

もなれない とい うことになるけれ ども,その予の話 をよ

2
1
世紀における新潟大学医学部の在 り方

･
1
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く聞いて,いろんな医療の仕事があるよ,これ も医者 と

して,文部省がい まお考えになってることをお話 しい た

同 じように素晴 らしい 人の命にかかわってい く仕事なん

だ き,準にゆ とりの教育 というのは非常にわか りにくかっ

だよということを,きちんと高等学校 で教 えていれ ば,

たのですが,今 田お話 をお聞 きしま して,先生が どうい

自分の能力 に見合 う,自分の意欲 とも合 う仕事 とい うの

うことをお考えになっているか非常 によ くわか りました,

を見つけてい くことがで きるのに,非常 にそんな不 親切

あ りが とうござい ました,

を,人の命 を助けたいならイコール医者だ.

国民の声 とい うお話で,君 らは国民の声 を開いてや っ

その先生 も藩護の仕事は知ってた らしいんですけども,

た らいい といった ときに,私はす ぐ,国会議員 を思 い浮

どうして者護 って例 えば言わないんですかって言ったら,

かべて しまうんですけれ ども,先生のお話だ と,大蔵省

あれは女性のやる佳翠で しょうってい うふ うなことをい

の主計局が国民の声であると言われ,私の発想は今 まで

ラ.その程度の進路指導の意識でやってる高校 とい うの

その ようなものはな くて,博 脇 : ｢すみ ませ ん.それ

も,これは大 きく変わっていかなければいけないわけで

は問題発言であ りまして封 やは りそ うい う考 え方 も僕

あ りまして,私は,太学が変わ らなければ世の中変 わ ら

ちとして も持たない といけないん じゃないか と思 ってお

ない というような考え方はおか しい と思 うのであって,

ります.

それぞれの ところが,最初 に申 し上げました一生涯が長
くなって,生涯学習 してい く時代,何度で もや り直 しが
きく時代 になって きている.例 えば高校 の先生がい う,

本当に貴重なお話 をいただ きま してあ りが とうござい
ました.先生 に拍手 をお願いいた したい と思います,
それでは司会 としてほここで締め まして,総合司会 の

とりあえず大学 に入れ とい う考え方は,や り直 しが きか

山本先生 に最後 にまとめていただ きたい と思います.也

ない時代の考え方,取 りあえず大学 に入っておけ,取 り

本先生,どうぞ.

あえず普通科高校 に入 っておけみたいな進路指導 も,こ
れはや り直 しが きかない時代の考 え方.

総合司会 (山本) 今 日はいろんな面か ら私 どもにご
指導いただいた と思 ってお ります.私 も感ず るのです

が

,

福沢諭告 じゃないですけど,一身で二世 を生 きる とい

国民のニーズに応 えるのが医学教育や医学研究について

ラ,2つ どころか ,3つ も 4つ も生 きていける ぐらいの

必須であると.いろんな既存の価値観 を打破 してい く必

濃い時代 を私たちが迎 えているにもかかわらず,単線 型

要があるのですが,変わ らない ものはやは り国民 のニ ー

で一つの方向へ早 く決め させちゃって出 していこうとい

ズに応 えた医学教育,医学研究であるとい うことを強 く

うようなや り方 を,教育界 だけで な しに,周 りの親や ,

感 じました.

大人全体 も含めて変えていかなければいけない ところに
きているわけでござい ます.
きょうは私のほうか らは,大 きな教育 をとりまくバ ッ

それか ら寺脇先生のお話の中で,敬,新潟大学 の生 き
方 と共通するものがあるなと思 ったのは,いま新潟大学
の理念 ･目標 をつ くってお りますが,その中のひとつが,

クグラウン ドの状況 とい うことをお話 し申 し上げて,そ
うい うことを踏 まえ,また,もちろん先ほど乗議論 され

とい う標語がキーワー ドとして入ると思い ます.新潟 と

て きた医学の在 りよう,医療の在 りようとい うもの を含

7ンを追
い う地域特性の中で .旧帝 大の ようなナ ンバー｢

めて.どの ような,つ ま りオ ン1
)‑ r
7ンと しての 大学 .

い求めるのではな く,地域 における特徴 を求めてい きた

3,つ まり簸医大県解消計画なんていう考 え方
今 までは4

い.ナ ンバーワンよりオンリーr
:
)ンとい うような言葉 と

自体が,同 じものをどんどんつ くっていこうみたい な こ

共通することがわか り,意 を強 くしました.

とで今 まではやってたんで しょうけれ ども,これか らは

これをどう私 どもが今後新潟大学医学部のなかにどう

オンリ‑ワン,ここに しかない もの というものをつ くっ

活か してい くか とい う蓋い課題 を背負わされたと思い ま

てい く大学‑ と明 らかに変わってい く時期‑差L掛か i
),

す.私 どもの次の世代のためにぜ ひ頑張 りたい と思 って

新潟大学が これか らどの ような構想 を打 ち立てていただ

お ります.これで経合司会の役
ます.
目を終わ らせていただ き

くのか とい うのを,私 も楽 しみに見守 らせていただ きた
い と思いま して,話 を終わ らせていただ く次第でござい
ます.
ご無礼 なことも多々申 し上げましたけれ ども,ご清聴
あ りが とうございました.
司会 (
岩測) 寺脇先生.貴重 なお時間をいただ きま

講師の先生方ならびにご出席の皆様,大変あ りが とう
ございました.
進行 (
高橋)

それでは最後 に,開会の辞 を県の医師

会のほうか ら日戸発生 ,お願い します.

日戸

この人学のB2
9の卒業生で ございますが , き ょ
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うは大変良い企画であったせいか,多数の先生方が ご出

部の会がで きたオンリー ワンは,皆様 ご存 じの ように ツ

席いただ きま した.題 名 も素晴 らしい し.また 3人の方々

･
ソガ虫で ござい ま した.これか らツツガ虫が重大事 に な

のそれぞれ個性のある話 を聞かせていただ きま した.

1
世紀
ることは,ない と思い ますが,また新 しい問題が 2

県の医師会 は この会が,で きてか らず っと,医学部 と,
あるいは ときに学士会 と一緒 にや って きたので ござい ま

には,
L
壬
1て くる ようで ござい ます.皆 さん と力 を合わせて,
それ を地域のために解決 してい きたい と思います.

す.これ まで きたのは両方 とも地域 を大事 に した とい う

今 日は先生方 にお礼 を申 し上げ まして,閉会の挨拶 に

こ とが根本にあろうか と思い ます.さっき寸 ン1
)‑ ワ ン

させていだた きます.どうもご苦労 さまで ございました.

とい う言草が 出 ました.この大学学 上会.あるい は医学

