
上武大学教育研究センターニューズレター 

December

VOL.2
JOBU 

Education 
and 

Research 
Center

本年10月１日より、伝統ある上武大学の副学長に就任するこ

とになりました。また、来年３月末までは学長代行も兼務させて

いただきます。宜しくお願い致します。

上武大学広報にも書かせていただきましたが、私の考えでは、

大学の使命は生き生きした、自立心にあふれる若者を育てること、

国際的な広い視野をもち、豊かな夢

をもって、その実現のために粘り強

く、周囲と共同しながら努力する若

者を育てることにあると思います。その詳細は大学広報に書きま

したので、ここでは本学の建学の精神「あらくさ精神」を我々の

随筆「福沢諭吉にみる“あらくさ精神”」
―新任の挨拶にかえて―
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先人がいかに発揮していたか、一例を随筆風に書かせていただき、

新任の挨拶に代えたいと思います。

日本の近代化への夜明けは、江戸時代末期から始まる明治維新

にあると思われます。この時期には有名・無名の多くの若者が活

躍しました。なかでも私が大変好感をもっているのは，土佐の高

知出身の坂本竜馬と、九州中津藩出身の福沢諭吉です。坂本竜馬

については、小説家・司馬遼太郎の傑作「竜馬がゆく」を読み、

この人物の古いものにはこだわらない生き生きした姿を初めて知

ることができました。

一方、福沢諭吉は慶応義塾の創始者であり、近代ビジネス精神

の導入や「学問ノススメ」の著者であることなどで表面的には知

っていました。現在、１万円紙幣の図柄として彼の肖像が利用さ

れています。しかし、その人柄や、彼の生きた激動の時代を彼自

身がどう見たのか、どう行動したのかは、よく知りませんでした。

最近「福翁自伝」を読む機会があり、その独立心とチャレンジ精

神に大変感激しました。特に、自分のもった夢に対して実に粘り

強く、転んでもまた立ち上がる精神は本学の「あらくさだましい」

そのものではないか、と思われましたので、そのごく一部を私の

目線で紹介したいと思います。

福沢諭吉は九州・中津藩の下級士族（サムライ）の家に生まれ、

かなりの貧乏も経験していますが、私の大変驚いたことが３つほ

どあります。その第一は「明るさ」です。江戸時代末期は暗殺な

どの多い、ある意味では暗い時代ですが、常に、彼の楽天主義が

強く伝わってきます。第二には「新しい知識や、世界の現実を是

非知りたい。」という大変激しい知的好奇心、その知識こそが次

の日本を開くのに必須だ、という気持です。そして第三には、自

立心に裏付けられた非常に「民主的な発想」です。彼の粘り強さ

に私が大変感銘を受けたのは、次の場面です。

福沢は大阪に出て緒方洪庵の塾に塾生として参加し、オランダ

語を学びます。塾生はほとんど布団で寝ることをせず、オランダ

語の学習に疲れると、柱や壁に寄りかかって寝るのが普通だった

とありますが、彼は努力のおかげでオランダ語を後輩に教えるま

でになっています。ところがある時、横浜の外国人居留地へ行き、

全く異なる文字が書いてあり、また、言葉も全く通じないことに

大きなショックを受けます。そしてそれが英語であり、外国人が

イギリス人やドイツ人であること、オランダ語は世界の中では既

に時代遅れになっていることを、身をもって知ります。そこで彼

が考えたことは、よし、それでは英語を習おう、ということです。

「何年もかかって水泳を習ったのに、全く違う山登りを習わなけ

ればいけなくなった心境だ」と語っています。

福沢はその時、幕府のお膝元の江戸にいましたが、時の幕府の

外国方すなわち今の外務省でも、英語を理解し解読できる人物は

たった一人、森山多吉郎しかいなかった。しかし森山は幕府と外

国との英語での交渉が始まっているので大変忙しい。森山に英語

を教えてほしいと言うと、彼も快く「大いに結構。しかし、忙し

いので出仕前に自分の家に来なさい。」と言う。福沢諭吉は当時、

鉄砲洲（現在の築地のあたり？）に住んでいたので、それでは、

と朝早く起きて小石川水道町の森山宅へ行く。２里余（９km位）

だったそうですが、駕篭に乗る金もないから全て徒歩で行く。片

道１時間半位かかったのではないでしょうか。しかし、行ってみ

ると、今日は来客があるから教える時間がない、次の日も急な用

事が入って時間がない。諭吉は１ヶ月ほど毎日通ったが全くと言

ってよいほど教わる時間がない。ならば帰宅後に、と今度は諭吉

は夜遅くに彼の家へ徒歩で行く。毎日通うが、これも森山が来客

や加重の仕事のため時間がとれない。私であれば、３日目にはい

やになって諦めていただろうし、おそらく周囲に八つ当たりして

いたことでしょう。

諭吉はこれだけ時間を費やしても全く英語を学ぶことが出来な

いため、いろいろ考え、遂に小さな蘭英辞書（オランダ語で書い

た英語解説の辞書）を見出し、それ以降は、オランダ語が既にで

きるので自力で英語を学んでいったそうです。転んでもただでは

起きない諭吉の強い意志には、正しく「あらくさだましい」の力

強さを感じます。

また、彼は江戸時代に、実に３回の海外旅行をしています。第

１回は、幕府の使節団に頼み込んで有名な咸臨丸でアメリカ合衆

国へ。第２回も使節団に頼み込んでヨーロッパへ。さらに、その

後もう一度アメリカへ旅行しています。風雲急を告げる江戸時代

末期ですが、彼の途切れることのない知的好奇心と、日本の明日

は世界から学ばなければならない、との気持ちが伝わってきます。

また「福翁自伝」のその他の項では、家庭において奥さんのみ

ならず夫も台所をよく手伝っている新興国アメリカの描写もあ

り、当時の微笑ましい雰囲気が伝わってきます。

私自身、この本によって先人の粘り強さを改めて学ぶことがで

きました。現代では、何を学ぶべきかもなかなか難しい問題であ

り、時には努力が一見報われないことがあるかもしれません。し

かし、踏まれても雑草のように起き上がる諭吉を見習い、より良

い大学、より良い日本を目指して、一歩づつ教職員・学生のみな

さんと共に歩んでいきたいと思います。



3

JOBU Education and Research Center

1The One

昭和51年の４月、商学部の助手として奉職することになって

以来32年間という月日が過ぎました。その間、上武大学は、初

代理事長三俣貞雄先生、二代三俣憲一理事長、そして現職理事長

三俣喜久枝先生のお導きのもと、一単科大学から現在の三学部、

一大学院を有する立派な大学に発展しました。今年はビジネス情

報学部（もとの商学部）設立満40周年の節目を迎えます。この

重大な意味を持つ年の４月１日に、ビジネス情報学部長の重職を

拝命したことは、自分に、今まで感じた事の無い大なる責任を意

識させています。少子化と大学入学者定員の増大に伴い、短大・

大学の志願者の｢大学全入｣という言葉で形容されている環境のな

かで、優秀な学生に多くの大学の中から本学を選んで頂き、４年

間の学士課程教育を受けさせることは本学に課せられた目標とな

ります。

夢の実現へ向けたカリキュラムを

中央教育審議会大学分科会では、平成18年以降、学士課程教

育に重点を置いた審議が行われて来ました。グローバルな知識基

盤社会、学習社会に直面する中、大学教育は未来の国を支え｢21

世紀型市民｣を養成する使命を果たし、社会の期待に応える必要

があること、そして教育の中身を充実させ、経済社会におけるイ

ノベーションや人材の生産向上に貢献し、さらに教育の質の維

持・向上を図るために大学間の｢協同｣を実現しなければならない

ことが指摘されています。

本学は、これらの要請に応えるべく、ほぼ同時期に大学の改組

を自ら積極的に企画し、その実行に努めてきました。平成19年

度にビジネス情報学部と経営情報学部は同時に学科改組を行いま

した。本ビジネス情報学部は、会計ファイナンス学科、アジア地

域ビジネス学科、スポーツマネジメント学科の３学科に学科改組

を行いました。今後の少子化の進行に伴い、学生確保に向けた目

標を実現すると同時に、入試による｢入口｣の質の低下を避けなけ

ればならず、さらに｢高等学校から大学へ、大学から社会へ｣と連

なる教育の設計を考えなければなりません。また、大学教育の成

果を、産業界をはじめ社会全般に認めて頂けるよう努める必要が

あります。即ち、｢学位の授与・学修の評価｣、｢教育内容・方法

等｣、｢高等学校との接続｣という｢三つの方針｣を教職員全体で実

践することが要求されます。さらに、高等教育のグローバル化に

伴い、海外からの留学生の受け入れも大切な課題となっています。

大学教育を受ける機会を保障し、ユニバーサル・アクセスを実行

するために、社会人の受け入れにも配慮する必要があります。本

学部の学科改組はまさにこれらの事項を念頭に行ったものです。

会計ファイナンス学科で、国際化や情報化に遅れないように会計

とファイナンスの知識を学び、アジア地域ビジネス学科において、

日本の産業と文化をアジア地域諸国に発信し、相互理解を促進す

る人間力を養成します。スポーツマネジメント学科においては、

スポーツをビジネスとして捉え、マネジメント力や企画力など

様々な側面から学ぶことができます。すなわち、本学で学んだ学

生が社会のニーズに応えられるように、充分な学力を身につけ、

自らの夢を実現できるようにカリキュラムが編成されています。

東アジア経済圏への人材育成

21世紀に入り、日本とアジア諸国の相互関係は今まで以上に

重要となっています。日本を取り巻くアジアのビジネス環境に詳

しい人材の養成は、社会のニーズに応えるひとつの側面となって

います。アジア地域ビジネス学科における研究は、経済発展の著

しい東アジア圏を中心に行い、コミュニケーション能力、情報収

集能力を養成するための科目も充実しており、さまざまな企業の

欲する人材の育成に力を入れています。

学科改組は２年目を迎えていますが、卒業生を送るときに納得

できる結果を出せるよう、教職員の皆さんと｢一枚岩｣となって努

めます。なお、各方面からのご指導、ご鞭撻を謙虚に受け止め、

皆々様のご支援を乞いつつ、学校法人学文館、上武大学の発展の

ために勤めて参る所存です。

ビジネス情報学部長拝命に際して
上武大学ビジネス情報学部学部長　アジア地域ビジネス学科長　星野　為國
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上武大学は2008年４月に「メディアセンター」を開設しまし

た。前年４月のメディアマネジメント学科設置に伴い、メディア

教育を具体的に実践する場であると同時に、学生の研鑽の場とし

て全学的に利用することを目的にしています。メディアのコンテ

ンツ作成、メディアの情報発信の両面での教育が、確実に効果を

上げると期待しています。

まず、メディアセンターの概要を説明しますと、２号館２階に

スタジオ、レビュールーム、メディアラボ、プレゼンテーション

ルーム、自習室、コンピュータC教室が設けられています。また、

スタジオとレビュールームを管理する調整室があります。スタジ

オには固定カメラが2台あり、様々なシーンの撮影が可能です。

撮影した映像を録画し、編集することはもちろん可能ですが、生

中継で隣のレビュールームや、１階の学生ホールのモニターに配

信できます。

メディアラボはCG（コンピュータ・グラフィック）やアニメ

ーション制作を本格的に実習するための設備で、授業で基礎を学

んだ学生が、ゼミやあるいは自主研究、卒業研究で作品を制作す

る際などに使用します。コンピュータC教室は、一般にコンピュ

ータの使い方を学習するコンピュータA、B教室のパソコンに比

べると、ビデオ編集などのできる高級機が設置されています。C

教室はいつも開放されています。

面白い構造にしているのがプレゼンテーションルームです。プ

レゼンテーションするための円卓テーブルとパソコン、モニター

があります。ゼミや授業での発表会（プレゼンテーション）や就

職試験の面接の練習をするのですが、隣のミーティングルームと

はマジックミラーで仕切られています。照明の点け方で、ミーテ

ィングルームからプレゼンテーションルームを見学していても、

プレゼンテーションルームからは見えません。プレゼンテーショ

ンや面接のやりとりを横から見ながら、学ぶこともできます。

広々とした自習室は、備え付けのパソコンを使えますし、持ち込

んだパソコンでもネット利用ができます。

学科の目標とメディアセンターの位置づけ

メディアマネジメント学科はメディアの特性を十分学んだ上

で、デジタル時代のメディアコンテンツ（情報や番組）を作成す

るスキルを身につけ、情報発信できる人材、またメディアを駆使

して消費者に情報を効果的に伝達できる人材の育成を目標にして

います。経営学の基礎を踏まえ、情報の送り手、受け手双方の立

場を理解したコミュニケーションの専門家の育成を目指し、カリ

キュラムが編成されています。

メディアセンターはカリキュラムの中で実践的な科目を実施す

るために必要な施設です。具体的には、映像関係のメディアを学

ぶために放送メディア論Ⅰ・Ⅱ、メディアコミュニケーション論、

広告の制作手法や表現手法を学ぶ広告表現論、CGやアニメ制作

手法を学修するメディアコンテンツ制作、コンテンツデザイン、

Webアプリケーション、CGアニメーションなどはC教室を利用

します。また、メディアラボではゼミや個人でCGやアニメ制作

に取り組みたい学生が、自由に機器を使用できます。ここで制作

した画像やスタジオで制作した映像を、レビュールームに映して

確認することもできます。

全学的利用を考える

メディアセンターはメディアマネジメント学科が利用するだけ

ではなく、経営情報学部さらには全学的利用を考えています。一

つは自習室の積極的活用です。学生がパソコンを持ち込んで自習

するだけではなく、教員も交えて自由に議論する場にしたい。単

に静かに自習する部屋ではなく、議論をしてもよい部屋として設

定しています。また、スタジオで撮影をする事前の打ち合わせの

場としても使えます。二つ目はプレゼンテーションルームの活用

です。高級感のある部屋で、改まった気分でプレゼンテーション

する。それによってプレゼンテーション能力が向上することを期

待します。三つ目としては授業や学校行事だけではなく、クラブ

活動でもここを利用することを検討しています。管理の問題もあ

りますが、近いうちに開放できればと思います。絶えず学生や教

職員が出入りし、それぞれの目標に向かって切磋琢磨する場とし

て、活用していきたいと考えています。

メディアセンターを活かした教育
上武大学経営情報学部学部長　メディアマネジメント学科長　栗原　信征

2The Second
JOBU Education and Research Center

メディアセンター
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上武大学は、昭和43年に商学部商学科の単科大学として開学して

すでに40周年を迎え、この間経営情報学部、経営管理研究科大学院

そして看護学部と新設し、３学部３学科と１大学院という総合大学

として発展してきました。この40周年を迎えた昨年にはビジネス情

報学部と経営情報学部の学科改組を果たし、平成19年度からは３学

部６学科に１大学院として新たにスタートすることになりました。

ここでは私が所属するビジネス情報学部について「学部及び学科の

抱負」という題目で述べてみたいと思います。

私の所属しているビジネス情報学部は伊勢崎市に上武大学で最も

古く開学された学部で、平成13年にそれまでの商学部商学科からビ

ジネス情報学部ビジネス情報学科に学部学科を改称し、そして昨年

の平成19年度からは学科改称が行われ、ビジネス情報学科１学科か

ら会計ファイナンス学科、アジア地域ビジネス学科そしてスポーツ

マネジメント学科の３学科に改組して新たなスタートをしました。

ファイナンスコース新設で専門能力を育成

会計ファイナンス学科は、商学部開学以来、伝統的に簿記会計を

中心に教育してきた会計コースの流れを汲んだ学科であり、開学当

時から最近まで大学近郊の商業高校に呼びかけ、上武大学主催の

「高等学校簿記競技大会」や「東日本高等学校珠算競技大会」を開い

てきました(現在は開催しておりません)。卒業生には税理士として独

立開業し、その御子息がまた上武大学に入学し、税理士を目指して

もおります。上武大学の前身が学文館女子商業高校であったことも

あり、商業高校からの進学者が多く、女子学生の割合も３割近く在

籍し、開学当時から簿記会計の教育を中心に行われてきております。

したがって、学科改組により会計ファイナンス学科が新設されまし

たが、最も上武大学の伝統を引き継いでいる学科といえます。また

この新学科では、会計コースに加えてファイナンスコースが今度の

学科改組で新設されています。したがって、金融や財務などの専門

分野についても学ぶことができる学科として、銀行や証券会社など

の金融関係に就職するのにとても有利な学科としてスタートしてお

ります。さらに、会計ファイナンス学科の最大の特徴としては、国

家資格等を取得するのに専念できる環境を与える「会計アドバンス

クラス」が設けられている点であります。ここに「会計アドバンス

クラス」とは、国家資格等の受験に専念できる環境を提供するため

に、受験専用の特別室を用意し、個人専用机の貸与や受験参考書の

閲覧などができる上級のクラスのことであります。当然に課外活動

時間を利用しての勉強になります。昨年度は、本学部から税理士試

験の一部科目合格者を輩出しました。今後期待できる学科となって

おります。

アジアとの積極的交流でグローバルな経済人へ

つづいてアジア地域ビジネス学科ですが、日本経済もこれまでの

ように欧米だけを相手国としている時代は終わり、ＢＲＩＣｓ（ブ

ラジル、ロシア、インド、中国）に代表されるように、中国やイン

ドを中心とするアジア経済を無視できない時代を迎えてきておりま

す。すでに上武大学では、積極的にアジアの大学との交換留学を通

して教育研究を推薦しており、昨年度はタイのチュラロンコーン大

学での研修プログラムを実施し、他にも中国の南開大学濱海学院と

国際交流協定を結び、今年度もこれらの大学との交換留学などを計

画しています。また、この学科の特長として、アジアからの留学生

を受け入れている点であります。上武大学は以前より台湾や韓国な

どのアジアからの留学生を多く受け入れてきた大学として有名であ

り、当時は台湾にも保護者による後援会があり、夏休みには保護者

会が開かれて教職員も出向いておりました。最近では、中国からの

留学生を始め、インドやバングラデシュ、そしてベトナムなどのア

ジアからの留学生が増えてきており、日本の企業への就職をも果た

しています。アジア経済に興味のある学生にとっては留学生との国

際交流が可能なこの新学科は注目されています。

文武両道を実践する全学一体のバックアップ

最後はスポーツマネジメント学科です。スポーツ設備が完備した

ビジネス情報学部は最近では明治神宮野球大会に常連となっている

硬式野球をはじめ、サッカー、テニスそして柔道などが活躍してお

り、今年度は陸上で箱根駅伝に関東学連選抜チームとして参加し好

成績を収めています。また、この学科の特長として、教員資格以外

に、日本体育協会公認のスポーツリーダーとアシスタントマネジャ

ーの資格取得の道が開かれている点があげられます。もちろん、商

学部の流れを汲んでいることから、単なる体育学科やスポーツ学科

に留まることはなく、マネジメント学科としてのコンピュータ教育

をはじめ、経営学やマーケティングなどが学べ、さらには当大学の

看護学部との連携によるホスピタリティ教育を受けることができま

す。したがって、就職にも大変有利な学科となっています。

以上、「学部及び学科の抱負」という題目のもとで、ビジネス情報

学部を中心に学科改称が行われた新学科の紹介をしてみました。ど

の学科も最近の経済環境や世界状況に適合した興味のあるカリキュ

ラムを用意していますので、より詳細な内容については上武大学の

ホームページなども合わせて参考にして頂けたら幸いと思います。

学部及び学科の抱負
上武大学ビジネス情報学部　会計ファイナンス学科長　廣瀬　郁雄
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現代社会はスポーツ文化が花盛りと言われるほどスポーツが

色々な分野で注目されています。昔はスポーツと言えば、自らの

精神や身体を鍛える若者たちの修養の場というものがメインでし

た。

しかし現代ではスポーツは多様な分野にコミットしてきていま

す。高齢化や増大するストレスなどに関わるヘルスマネジメント

の分野、色々な運動用具の開発・販売やスポーツジムなどのスポ

ーツビジネスの分野、スポーツ熱の高まりによるトレーニングや

コーチングなどスポーツは実に多様な分野に広がってきていま

す。

いろいろな分野でスポーツが専門分野に近づいたのか、専門分

野がスポーツ分野に近づいたのかの論議はまた別の機会として、

このような世の中のニーズに応えるためにスポーツマネジメント

学科がここに生まれたのだと思います。また大学でスポーツをす

るということはただスポーツをするだけであってはなりません、

スポーツ選手としての生命は短いものです。本学科ではスポーツ

に挑戦する人も、将来の社会人としての人生を見通して、スポー

ツに関わる知識や技術・技能を磨くことをも同時に期待して本学

科のカリキュラムが編成されていいます。

マネジメントとコーチングの二本柱

本学科の教育目的は必要な幅の広い教養を学ぶとともにスポ

ーツやマネジメントに関わる専門的な知識を身に付けることによ

って、将来スポーツや健康に関連するビジネスに携わりたいと希

望するひとのための人材を育成することにあります。

スポーツマネジメント学科は二つのコースから構成されていま

す。

その一つはスポーツマネジメントコースです。

ここではスポーツがビジネスとして成立している事実をとらえ、

スポーツビジネスにおける企画や運営・営業能力を養うために、

スポーツ･マネジメント論、スポーツ･マーケティング、スポーツ

行政論などの科目を配置してまた看護学部との連携のもとで、ス

ポーツ・健康ビジネスの分野で活躍できる実践的知識を修得しま

す。

もう一つのスポーツコーチング･トレーナーコースではスポーツ

ビジネスの知識を基礎にスポーツの実践的な能力を高めるととも

に、運動能力測定、体力測定、健康管理など必要な機器を使用し、

スポーツそのものを分析します。具体的にはトレーニング論・コ

ーチング論・スポーツ演習・スポーツ医学などの学習を通じて、

スポーツの指導者やトレーナーの分野で活躍できる実践的知識を

修得します。

スポーツ関連資格取得に積極的な支援体制

本学科ではスポーツを経営学・商業学・経済学という学問領域

と融合させることに加えて社会学や心理学といった分野の知識を

学ぶことが出来ます。当然のことながら情報技術の習得は現代人

が持つべき基礎的技術として全員が学習します。

また、現代社会は資格社会とも言われています。資格はそれぞ

れの分野での信頼を証明するものです。本学科でも資格取得の道

が開かれています。日本体育協会公認のスポーツリーダー（本学

科が設置する所定の科目の単位を取得することで資格を申請でき

るようになっています。）、ならびにアシスタントマネジャー（総

合型のスポーツクラブなどにおいてクラブマネジメントの諸活動

をサポートするもの）で本学科が設置する所定の科目の単位を取

得することで講習が免除されます。

現在は２つの資格だけですが将来においてはアスレティックト

レーナー（日本協会公認）、スポーツプログラマー（日本体育協

会公認）、トレーニング指導者（トレーニング指導者協会公認）

や保健体育教員免許状などの資格取得が可能になるようカリキュ

ラムなどの整備を計画しています。

最後に他大学にもスポーツ関連の学部・学科がたくさん出来て

きておりますが本学科を他大学に引けを取らないように特色を出

して魅力のある学科として大きく育てたいと思っています。

スポーツマネジメント学科の抱負
上武大学ビジネス情報学部　スポーツマネジメント学科長　藤島　市雄
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平成19年４月に経営デザイン学科が新設され、ようやくこの

新しい名前にも慣れて、本格的に活動が始まりました。本学科の

目的は、将来ビジネスマンをめざしている学生諸君を対象に、経

営学とコンピュータを中心に学修し、時代の変化に対応した新し

い教育を行うことです。この「経営デザイン」の学科名は、個々

の学生が職業人としての人生を「経営」し、進路を「デザイン

（設計）」するという意味から命名されました。これからのビジネ

スマンは、経営学の知識とコンピュータの技術、そして幅広い教

養を備えたリーダーとしての資質を兼ね備えていなければなりま

せん。経営デザイン学科では、考えられる時代のあらゆる変化の

可能性について分析し、そのためにはどのような教育を行わなけ

ればならないか検討してきました。そのための設備も最新のもの

を用意し、コンピュータセンターやメディアセンターのパソコン

はいつでも自由に利用することが可能です。大学構内では無線Ｌ

ＡＮによって、どこからでもアクセスできます。さらにアドバン

スクラスでは、ＩＴの高い専門知識を習得することができます。

こうした立派な施設と、やる気のある優秀な教員が揃っていま

すので、私たちが目標とする理想の学科を創造するのは、それほ

ど困難ではないはずです。上武大学は、他の大学に先駆けて大学

改革を進めてきました。産業構造が変わり、働き方が変わり、横

並びの均一社会から、多様な価値観と個性が求められる社会にな

り、この傾向はいっそう強まってきました。大学教育も時代に即

して変わっていかなければなりません。こうした時代の背景から

プレゼンテーション能力の開発が必須となり、そのための施設と

して、ITやマルチメディアを利用した演習が可能な、プレゼンテ

ーションルームが用意されました。

ビジネスライフのキャリアデザインを学修

教育によって開拓する学生の能力は、即戦力であっても、すぐ

に燃え尽きてしまう能力ではなく、雑草精神に基づき20年、30

年先を見通して開拓しなければなりません。大学で学んだことが

生涯、役に立つものでなければなりません。そのためには学問の

基礎を徹底的に教育し、訓練することが重要です。学生諸君が、

これから数十年の人生をどのように過ごすのか、自分の生き方と

社会のあり方を一致させることは必ずしも簡単なことではありま

せん。経営デザイン学科では、学生を育てるために必要な専任教

員を多数配置し、世界で活躍するビジネスマンに必要な知識と教

養を深める教育を実践しています。さらに学生のめざす目標に応

じて、職業人として必要な能力の育成と、ＩＴ時代に必須のコン

ピュータ技術を習得することができるソリューションコースと、

ビジネスマンとして、起業家として、自分で会社の経営を行うた

めに必要な経営手法を学ぶことが出来る、ビジネスキャリアコー

スの二つのコースを準備したのも、こうした理由からです。

この学科の特徴は大学近隣地域のネットワークシステムの構築

など、地域コミュニティとの連携や、自営業の後継者に必要な知

識やリーダーシップのあり方について学修し、さらに自ら組織を

立ち上げて事業を始めようと考える起業家の養成、資格取得のた

めのサポート、ＮＰＯ組織やボランティア活動に関する知識の教

授、環境問題・少子高齢化、女性の社会進出など、様々な問題を

抱えた今日の社会状況に対応できる人材の育成を行っています。

卒業後の進路についても、今まで以上にサポート体制が充実し

てきました。就職のための準備として、インターンシップによる

学外での実践的な経験は、将来の職業選択に役立ちます。さらに

深い専門的な知識を身につけることを希望する学生に対しては、

本学大学院へ進学する道も開かれています。

目標の実現・達成のために学生と共に飛躍

新しい時代の新しい大学、それは学生の人生設計を共に考え、

未来に生きる彼らに力を与えるものでなければなりません。こう

した私たちの理想に共鳴して集まってくれた学生諸君と、その理

想を現実のものにしていく作業が始まっています。先生方も今ま

で以上に学生諸君との語り合う時間を持ち、彼らの夢の実現を模

索しています。

大学がどのような場所で、どのような役割を果たすべきか、そ

してそれはどうあるべきなのか、今私達が求める新しい大学につ

いて、その形が少しずつ見えてきたように感じられます。学生自

身がやりたかったことを実現し、目標としたことを達成すること

によって、大学はたいへん楽しい場所になります。楽しい場所に

は多くの人が集まるので、そこに新たな可能性が生まれます。

教員自身も大学が、学生と共に楽しみを見つける自由なところ

にしなければなりません。学生が好きなことは何でも出来る自由

な雰囲気をめざし、経営デザイン学科では、資格を取るもの、ゼ

ミで頑張るもの、クラブ活動に勤しむもの、学生たちの夢を実現

するために、人生設計に役立つプログラムをたくさん用意し、こ

れからの飛躍に備えています。

経営デザイン学科の抱負
上武大学経営情報学部　経営デザイン学科長　谷崎　敏昭
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社会は生きている

人口学的に見ても、環境の側面から見ても、経済の仕組みから

見ても、世界は大きく変化してきている中で、大学の使命は何か、

高等教育の役割は何か、地域社会への還元としては何ができるの

か、などさまざまなことがここ数年ずっと問われ続けている。私

自身のつたない経験からも、最近つくづく感じるのは、「社会は

生きている」ということである。私たち人間をはじめとした生物

達はもちろん生命体として「生きる」わけであるが、その人間達

が中心になって活動する仕組みや成果、そして主だった思想まで

がまさに「生きている」という感覚を持っている。ということは、

「変化」することは当然のことと言える。常に変化し、時には間

違った方向に行きつつも軌道修正して生きていく、それが社会の

ような気がしてならない。そうだとすると、その社会へ何らかの

還元が求められ、地域への貢献も果たすことが大学として要求さ

れているならば、「社会の動き、ニーズ」を常に把握し、その上

で研究の遂行や教育を行っていくことが必要であろう。

本センターの役割としては、主に研究と教育への支援を行いな

がら、大学全体の活性化や質向上に貢献することで発足している

が、ここで再認識することは、「大学全体の活性化は日本社会の

活性化に繋がる」ということであり、またそうでなければならな

いということである。近年の質評価の指標については、「結果＝

アウトカム」に反映されるプロセスベースのパフォーマンスをい

かに行っていくのかということが強く求められているが、もしセ

ンターの活動の成果を測定する質指標を定めるならば、やや大き

なミッションであるが、「大学全体の活性化→地域の活性化→日

本社会の活性化」ということになろう。本センターの会報の目的

も大学全体の活性化に向けた活動の紹介や、議論の場の提供、社

会と大学とのさまざまな連携のきっかけ作りといった役割も果た

すことを目的としているが、まだ残念ながら大学側からの一方通

行的な発信の感が否めない。

また、激しい少子化の中、大学の主役である｢学生｣に対して、

大学がいかに質の高い教育や研究を実践していくことができるか

ということが社会全体で問われているが、高等教育という場は、

これまで学生が義務教育等で力をつけてきた基礎的学力や思考

力、感性や目標などを実社会での活動の場につなぐ橋渡しの場で

あるということをまず確認することが必要である。教育と研究を

提供する教員や大学の第一の役割は、「学生の指導や支援」とい

うことになる。つまり、質評価の最終的な評価者は「学生」であ

り、学生による評価が重要な質評価指標の一つということである。

具体的には、あらゆる大学生活や大学教育内容に対する「学生に

よる満足度」は、非常に重要な指標である。無数ある大学の中で、

人間としての集大成に近い時期を過ごす「大学」という場は、あ

る意味その後の人生に決定的な影響力を持つことが容易に想像で

きる。冒頭で「社会は生きている」ということについて触れさせ

ていただいたが、その生きている社会を形成し、変化をもたらす

のはまさに「人間」自身であり、学生は「未来」を描く使者であ

る。教員や職員そして地域住民は、もし自身の未来に不安を抱え

ている、絶望的に思っているならば、「未来を描く切符」を手に

入れている若者達を理解し、これまでの経験からの思いや考えを

伝えていくことは大人の責務であり、また教育現場においては、

最も総合的に伝える場ということになろう。

大学に求められる高い「質」のために高大連携を

医療に関しては、医療者－患者関係においては「情報の非対称

性」がこれまで常に議論されてきた。もし、評価者である学生の

質を問いたい、あるいは学生の問題点を指摘したい、学生は専門

的知識がないので評価者として適任ではない、というのならば、

まずそのような学生が実際に生活している社会を変えることが必

要であることに立ち返ることになる。

さらに、市場として社会を見た場合、大学にとっての顧客は、

高校生やその家族、そして小・中学生、社会人も含めた国民全体

ということになる。特にターゲットである小学生から中学生そし

て高校生が行きたい大学ということになりマッチすると大学は活

性化する。＋αとして市場原理として授業料を支払っている両親

や家族が第二のターゲットということになる。もしかしたら、現

代社会では大学にとっては、高校生本人よりももっとも影響力の

あるコンシューマーかもしれない。

現在大学の説明責任が問われており、大学には、情報開示によ

り開かれた大学としての説明責任が発生している。現代社会はあ

らゆる分野において情報が豊富な時代となっている。情報の「量」

は豊かになった一方で、｢質｣が問われている。オープンキャンパ

スやキャンパスツアーなど多くの大学で大学をよりよく知っても

らうために、さまざまな工夫がなされ、競争が起きている。質の

高い情報、本当の姿を高校生に知ってもらうためにはどうしたら

よいのであろうか？　高大連携は重要な社会的要請の一つである

が、高校教育と大学教育の連携を深めることにより、大学教育の

質を見極めていただける感性を高校生や高校教員、取り巻く人々

に伝えていく活動が今後も不可欠である。センター活動もできる

大学の質向上と日本社会の活性化
上武大学教育研究センター長　一戸　真子
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一部改変、要約等の活用が許可されているので、部分的にご紹介さ

せていただきたいと思う。

本報告書で用いている科学技術の智（科学技術リテラシー）の定

義は「すべての大人が身に付けてほしい科学・数学・技術に関係し

た知識・技能・物の見方」であるとしている。新たな智の枠組みと

しては七つの領域(数理科学、生命科学、物質科学、情報学、宇宙・

地球・環境科学、人間科学・社会科学、技術)を設定し、総合的な科

学技術の智を目指す必要性があるとしている。さらに報告書では、

科学的態度について以下のように述べている。「科学的な態度には、

科学にとって必要不可欠な資質(好奇心、判断力・懐疑力)、科学が持

っている特質（証拠・論拠依存性、理論的・数的志向性、暫定性）、

科学的な活動の特質(自己限定、科学者共同体管理、公開性、公共性)

の三つがあり、日常生活において、科学的な知識や見方・考え方が

必要な場面を適切に判別できるセンスが重要である。」このような科

学技術の智を2030年までに定着・普及させることが現在の日本の教

育には必要であるとしている。

具体的には総合報告書の他、７冊の専門部会報告書（（１）数理科

学専門部会報告書、（２）生命科学専門部会報告書、（３）物質科学

専門部会報告書、（４）情報学専門部会報告書、（５）宇宙・地球・

環境科学専門部会報告書、（６）人間科学・社会科学専門部会報告書、

（７）技術専門部会報告書）が作成、公表されている。本学は、ビジ

ネス情報学部、経営情報学部、看護学部の３学部および１大学院

（経営管理研究科）で構成されているので、関連するところとしては、

生命科学、情報学、人間科学・社会科学、技術などについては大き

く関係してくると思われる。具体的な専門部会報告書の詳細につい

ては今回は省略させていただきたいと思うが、科学技術の智を全体

的にそして視覚的に捉えるために、人間や人間社会を軸に科学技術

の智を展望できるよう、曼荼羅が提示されていたのでここで紹介さ

せていただきたい。生命科学、情報学、人間科学・社会科学、技術

の各曼荼羅は以下の各図に示す内容である。
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だけ支援できるよう工夫していきたいと思っている。

以下、「研究」と「教育」に関する全体の傾向と視点を御紹介

しながら、今後の方向性について検討してみたい。

教育・研究の基礎となる考え方と今後の方向性

高等教育の役目としては、既存の技術や理論を検証しながら、新

たな視点の付加や創造が求められることは明らかであるが、改めて

教育・研究に必要な考え方をここで検証させていただきながら、今

後の支援の方策について考えてみたい。昭和24年１月、科学が文化

国家の基礎であるという確信の下、行政、産業および国民生活に科

学を反映、浸透させることを目的として、内閣総理大臣の所管で、

政府から独立して職務を行う「特別の機関」として設立され、現在

多くの研究者達の活動母体となっている「日本学術会議（Science

Council of JAPAN）」1)のミッションや動向を踏まえ、検討を深めた

いと思う。日本学術会議の使命は、１．科学に関する重要事項を審

議し、その実現を図ること、２．科学に関する研究の連絡を図り、

その能率を向上させること、の２つであり、さらに具体的なミッシ

ョンとしては、Ⅰ．政策提言、科学に関する審議、Ⅱ．科学者コミ

ュニティーの連携、Ⅲ．科学に関する国際交流、Ⅳ．社会とのコミ

ュニケーションとなっている。今年４月『日本学術会議憲章』が宣

言されているが、その中の第６項では「日本学術会議は、各国の現

在世代を衡平に処遇する観点のみならず、現在世代と将来世代を衡

平に処遇する観点をも重視して、人類社会の共有資産としての科学

の創造と推進に貢献する。」こととされており、過去→現在→未来の

連続性を重視した人類社会への貢献が必要であるとしている。

また、昨今の教育の質保証に対しても、中央教育審議会の学士課程

教育に関する審議内容を踏まえて、本年６月より「大学教育の分野

別質保証の在り方検討委員会」が日本学術会議内において発足して

おり、平成23年３月までの期間において審議を経て、専門性と質保証

の在り方についてのとりまとめがなされる予定である。本課題の審

議に先立ち、本委員会の委員長を務められている北原和夫教授（国

際基督教大学）が代表で取りまとめられた「21世紀の科学技術リテ

ラシー像～豊かに生きるための智～プロジェクト 総合報告書」２）は、

初等・中等教育職員のみならず大学の教職員、学生および保護者の

皆様、企業や各施設をはじめとして多くの人々にとって参考になる

部分が大と思われる。本報告書は234ページにものぼる壮大な内容

となっており、全部を紹介することはできないので、今回はその一

部をご紹介して本会報を一読いただいた方々と共通理解をさせてい

ただきたいと思う。報告書の利用にあたっては、一般に部分利用や

JOBU Education and Research Center

図1「生命科学」の曼荼羅
科学技術の智プロジェクト「21世紀の科学技術リテラシー像～豊かに生き
るための智～プロジェクト総合報告書」平成20年6月より



上記各曼荼羅に書かれている枠組みを検証し、それぞれの学部の

特性を踏まえながら、連続性をもったカリキュラムの検討、教育や

研究の枠組みを確認していく必要があると思われる。
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本報告書第６章では将来へ向けた科学技術の智の継承と共有につ

いてまとめられている。その中でも今後の大学教育のあり方に参考

となる部分を引用させていただきたい。学ぶことの意味、学習環境

のデザインの必要性について述べられている部分については、特に

大学の教育力の検証の際にも必要となる考え方が含まれている。共

有できる考え方については、大学教育においても積極的に踏襲して

いく必要性を感じる。是非参考にしていただきたいと思う。

「学ぶとは」：ここでは教育における欠如モデルは、専門家から素人

への一方的な情報の注ぎ込みによる知識向上を目指すものであった

が、近年の認知心理学の研究成果から新しい学習観が生まれてきた

ことが紹介されている。人間の学習は、「知識の獲得」という個人的

な営みではなく、対話やコミュニケーションから生まれるものであ

り、そのときの状況や文脈とは切り離せないとした上で、問題や関

心を共有し、解決しようと共通の言葉で話すことによって共同体が

構築され、学びあいの場が生じるとしている。さらに自分自身がど

のように変化していったかの過程を重視することとしており、しっ

かり学習した内容を振り返ることができる学びが必要であると解釈

できる。大学教育においても参考になる視点であると思われる。効

果的な教育とは？　学生参加型の授業とは？　など検証しながら、

取り入れる必要があろう。

「学習環境のデザインを」：科学技術の定着化を図るにあたっては、

学習を個人だけの問題とせず、そこに関わる人々の活動を組織し、

空間を用意し、それを実践していくことによって共同体を構築し

ていくことが必要であるとしている。このことが学習環境のデザ

インであり、社会を継続させ、発展に導く鍵になることが示され

ている。具体的に学習をデザインするとは、目的、対象、要因、

そこへ至るまでの過程などを意識した活動すべてをデザインする

ことを含んでおり、学習に直結する核になる概念は「活動」であ

るとしている。学習者がより「考える」ことができるようになり、

また「実社会の中で応用する能力」を養成することが社会へ還元

できる人材の育成につながると思われる。今後はそのような学生

の能力や学習の成果をさらにアップさせる大学教育となっている

かどうかが求められよう。

前記各内容をもとに、これからは大学も変化していくことが予測

される。社会の中でもまれながら大学も変容していくことによって、

今後の日本の活性化に大きく貢献可能となるであろう。上武大学教

育研究センターも遅ればせながらその一役を担えるよう引き続き活

動を展開していく所存である。

引用文献
1) 日本学術会議　http://www.scj.go.jp
2) 科学技術の智プロジェクト「21世紀の科学技術リテラシー像～豊かに生き
るための智～プロジェクト　総合報告書」平成20年6月

図2「情報学」の曼荼羅
科学技術の智プロジェクト「21世紀の科学技術リテラシー像～豊かに生き
るための智～プロジェクト総合報告書」平成20年6月より

図3「人間科学・社会科学」の曼荼羅
科学技術の智プロジェクト「21世紀の科学技術リテラシー像～豊かに生き

るための智～プロジェクト総合報告書」平成20年6月より

図4「技術」の曼荼羅
科学技術の智プロジェクト「21世紀の科学技術リテラシー像～豊かに生き
るための智～プロジェクト総合報告書」平成20年6月より

JOBU Education and Research Center



私は地球です。人間の一部から私は悲鳴を上げて

いるといわれている。たしかに私は感情が高ぶりい

らいらしています。何故ですかって。先日新宇宙病

院で癌の診断を受けたのです。正常な心持でいられ

ることなどないでしょう。私に棲み着いている人間

達の異常な膨張が私を蝕んでいるという診断でし

た。外科の主治医はすぐにでも手術して取り除くよ

う言っています。

生命が私の身体に棲みついてから長い時を経過し

て、私は同じ仲間の金星君や火星君たちから羨望と

尊敬の眼差しで見られてきたのです。仲間の中に私のような緑とコ

バルトブルーの美しい衣をまとった者は誰もいないのですから。私

は言葉には出さなかったのですが、大いに自慢でした。誰よりも豊

かで美しくそして羨望の的でした。とても満足していました。

人間達でさえこの私をガイア｢母なる大地｣として畏敬の念を抱い

ていたものです。彼らは私を｢生きている地球｣などとさえ言ってい

ました。何時頃生命が私の中に発生したのかは私自身はっきりとし

た自覚はありません。私が何時生まれたのか、また何時死ぬのかは

私には分かりようにありません。誰でも自分自身の生命システムの

外部に出たものはいないのですから。ただ人間の科学者達がそのよ

うに言っているのです。しかしそれが真実であるのか否かは私には

どうでもいいことなのです。

人間の科学者によると私が星として一人前になってから46億年も

経ていて、私を棲かとする生物が発生するまでにはさらに長い時を

刻む必要であったといっています。38億年ほど前の先カンブリア時

代とか。

また、古生代のカンブリア紀〔５億7000万年～５億1000万年〕

には生命史上空前絶後の大適応放散があったそうです。中生代白亜

紀末(6500万年ころ)には人間界では謎といわれている恐竜の大量絶

滅が起きたのだそうです。現在まで生物界の歴史では12から13回

ほどの大量絶滅があり、生物相の大きな入れ替わりがあったのだそ

うです。恐竜の大量絶滅の原因は私自身の内部にあるのだとする科

学者がいるそうだが、しかし現在の大気圏の変調は人間達の活動に

起因するもので私に原因があるのではありません。

人間達の急激な大量増殖は一体何を意味するのでしょうか。もし

かしたら大量絶滅のその前兆かもしれません。新たな生物相に適応

する人間に代わる新たな生物が支配交代するのでしょうか。それと

も生命の終わりなのでしょうか。俗説のガイアが言うように私自身

が一個の生命体であるなら、私も人間の生命の絶滅とともに終わり

を迎えるのだと気に病んでいたのです。

ところで私は新宇宙病院の癌診断に納得できませんでした。親し

い友達の月君に相談しました。君はノイローゼ気味なのではないか

と彼は言い、私に宇宙中央病院の神経科に行くことを勧めました。

月君は自信を持って言うのです。「僕は地球君みたいなハンサムで

はないが、いつも元気に君を周回している」と。そして「いつも君

を端から端まで見続けてきたのだ」と。

私は半信半疑で神経科にいきました。神経科の医師は言いました。

人間想いの君だから神経症になるのも仕方がないが、なにも君が人

間達のことで気に病むことは一切ないと。人間達が癌にかかってい

るのであって、そのことで君が終わりになることはないのだと。最

悪でも私はずっと昔のあの凸凹でゴリゴリした岩だらけの皮膚と怪

しげな大気に衣を纏うことになるだけであると。火星や金星君達に

自慢できなくなり多少の優越感は失うが。

そうだ私は人間達とは別の世界を生きているのだと。私が消滅す

るのは人間達の行為によるものでは決してない。私の死は、多分原

因は太陽さんが崩壊するとか、巨大な超新星爆発や巨大隕石の衝突

によるものと思われる。運良く太陽さんを回る軌道から外れること

となって、銀河系をさまようことになるかもしれない。そして再び

生命の素に巡り合うことになるかもしれない。そうだ希望を持とう。

私を｢ガイア｣と名づけたジェームズ･ラブロック氏の言いたかっ

たことは、｢生命圏全体が地球環境の非平衡状態を生み出し、それ

を維持しているということ｣なのですと（注）。だとすれば生命は私の

存在には何の関係もないことなのだ。ビル･マッキベン氏が自然は

死んだといったが、地球が死んだとは言っていない。

私の寿命が尽きるのはずっと先のことだと知った今の私はとても

元気です。とても晴ればれした気分です。今は人間達の活動による

傷みもほとんど感じません。まこと病は気からということです。い

までは恩人である人間達にたいする少しばかりの哀れみと同情の気

持ちを、そしていままで付き合ってくれた感謝の気持ちを今でも持

ち続けています。

人間達が自らの破局を回避できるか否かはただ君たちの問題なの

です。そして時間はそうは残っていないことは確かでしょう。幾何

級数的なバイバイ膨張があと何年で最後の1頁を開くことになるの

かは正確には語れないが、人間達のために若干のアドバイスを伝え

たい。

“地球が駄目なら宇宙があるさ”などと幻想をいだかずに、また

時間も空間も無限で均質だというような誤った観念から早々に脱却

すべきです。人間が生命として生きていける空間は狭く、時間は短

いものなのですから、幾何級数的な人口増加をふくめてあらゆる膨

張を止めることですと。科学技術の発展は必要ですが、結局節制を

組み込んだ社会システムへの転換でしか、人間は救われえないので

すと。さもなければ君達は破滅へ向かうただの“怪物”だったので

すと。

（注）金子隆一著『大絶滅』実業之日本社　1999

地
球
の
め
ざ
め

上武大学ビジネス情報学部　教授

中村　雄司

COLUMN
JOBU Education and Research Center
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教育研究センターの設置目的の一つである「国際的連携」の活動と

して、平成20年３月12日（木）に国際学術懇談会が行われました。本
学と国際交流協定を結んでいる、フィンランド・セイナヨキポリテク

ニク大学より４名の先生方をお迎えし、フィンランドの教育システム

の特徴や質の高い高

等教育内容、カリキ

ュラムについての講

演が行われ、本学教

員との間ではグロー

バルな視点からの討

論が行われました。

伊勢崎市教育委員会との
覚書締結式が執り行われました

［国際学術懇談会が行われました］

TOPICS ト ピ ッ ク ス

ファイン VOL.２ 

上武大学教育研究センター  ニューズレター 
［発行日］2008年12月25日　［編集・発行］上武大学教育研究センター 

〒370-1393 群馬県高崎市新町270-1　　TEL.FAX 0274-42-4087(代） 

2008年10月22日付で「上武大学教育研究センターJobu Education and Research Center (J ERC)」に名称変更となりました。 

教育研究センターが開設されて２年目、平成20年４月にセンター

に配属となりました。国公立大学が法人化され、教育機関も教育の

質とともに、経営内容や社会への貢献なども評価される時代となっ

てきました。

教育研究センターの活動は、上武大学の自己評価システムの確

立・教育・研究の支援・地域との連携・国際的連携が柱になってい

ます。今年度に入り、平成22年度受審予定の認証評価に向けて、大

学全体で準備に取りかかり始めました。第三者の評価は、組織とし

て大学を見つめ直すよい機会でもあり、今後の大学の自己評価シス

テムの確立や改善にもつながってゆくことと思います。

地域との連携についても、県・市町村・商工会などが中心となっ

て、産学官連携の活動が活発になってきています。国内各地でコン

ソーシアムが立ち上がり、群馬県でも「ぐんま地域・大学連携協議

会」の設立準備が始まりました。県内の大学と市町村が連携して、

様々な地域の問題の解決や活性化に取り組むことが目的です。上武

大学は３学部６学科１研究科があり、会計ファイナンス・アジア地

域ビジネス・スポーツマネジメント・経営デザイン・メディアマネ

ジメント・看護・経営管理等それぞれの専門分野や、複数の学科の

連携により、多くの取り組みが期待できると思います。

学内はもちろん地域社会に向けて様々な貢献ができるよう、セン

ターの活動に取り組んでいきたいと思います。よろしくご指導の程

お願いいたします。

上武大学教育研究センターは、上武大学における教育研究活動の

評価・点検・支援を行い、教育研究の質の向上と活性化に資するこ

とを目的として平成19年４月１日に設置されました。

この業務に就いた時には、既に大学評価を受けることも決まって

おり、教育研究活動の支援だけではなく、大学評価の準備も進めな

くてはならないということの重大さがわかってはいませんでした。

FDの義務化に伴い、以前にもまして大学の質について注目され

るようになりました。

学内の活動としては、学内研究発表会、教育討論会、国際学術懇

談会など教育の質向上を図るためのイベントを実施し、学外に向け

ては中小企業金融公庫との調印、群馬県民球団ダイヤモンドペガサ

スとの調印、群馬県による「ぐんま地域・大学連携協議会」設立準

備への参加、前橋商工会議所主催の講演会にパネリストとして参加

するなど、産学官連携を進めてきました。この会報も高校や企業、

病院などに配布し、情報発信ツールとして利用できるよう平成19年

10月１日に第1号が創刊されました。

これら１年間の活動は大学の質向上や大学評価、地域貢献などの

準備段階であり、これから先も成すべき事は山積みです。しかし、

それが上武大学の更なる進化に繋がると信じ、全力で取り組んでい

きたいと思っております。

今後ともご指導の程よろしくお願いいたします。

着任にあたっての抱負 教育研究センター　
１年間を振り返って

上武大学教育研究センター 福嶋　亘子 上武大学教育研究センター 若山　大介

伊勢崎市教育委員会との間で「大学と伊勢崎市教育委員会との連

携・協力に関する覚書締結式」が平成20年10月24日（金）に伊勢崎

市役所にて執り行われました。地元大学と企業との関係を一層強化す

ることによって教育内容の質的向上と更なる発展に貢献することを目

的としたもので、群

馬大学、共愛学園前

橋国際大学などが覚

書締結式に出席しま

した。

各大学間の連携の強

化により、今後も教

育の質向上、人材育

成などに取り組んで

いきます。

JOBU Education and Research Center

［ ］

国際学術懇談会 伊勢崎市教育委員会連携覚書締結式


