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高等教育機関における農業工学分野の技術者教青の現状と国際化への課題

一吉林大学と新潟大学を事例として-

長谷川英夫同・山田依瑞美人張 強ゥィタカアンドリューl

(平成23年1月6日受付)

要約

地球規模の環境問題や食料開巡などじ史学の主n見Jを発事1，すべき閲i続的課題の解決が求められている。これらの諜巡を克服
するためには、自国だけでなく国際的視野を持った技術者の協調が必要になると考えられる。そこで、本研究では技術者を育
成する高等教育機関である大学のj見学教wに焦点を絞り、カリキュラムの比較から、前述の課題に対して国際的な視野から当
該地域の民業分野の発!誌に寄与・する技術者とは何かを考祭し、大学教育への期待と提言を目的とした。本TvF究の溺資対象は'1"
悶の吉林大学と日本の新潟大与のjJ43長工学分野で司ある。絞i斉発肢が著しい/1'111のお等教育を本学と比絞することで、技術者育
成に対する姿勢の迷い、カリキュラムにおける国際化への対応についても検討した。
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現在、地球規模の環境問題や食料問題など 1I史学の知見jを

発探すべき国際的課題が顕在化している。人口増加に対応する

ために経営規模を拡大して効率よく収量をあげようとすれば、

大型機械の使用や化学肥料等の大量投入によって自然破壊が起

き、生態系にも影響が及ぶことが指摘されている。そのため、

近年の農学教育は自営農業者や後継者を養成するだけでなく、

設業への理解や環境に日を向け、自然との触れ合いによって育

まれる精神、人間形成を行う学問に変貌しつつある。農学教育

の変化は 1991年に大学設置基準が改正されたことから始まる。

これにより各大学が独自にカリキュラムを編成できるようにな

り、学i際的なテーマも地加した。また学部名称数も増え、 1991
{Ioの 106から 1999年の 201と倍近くになり、多様な学問を選

択して学べるようになった(山口、 2005)0f.見学教育において、

多殺で総合的なカリキュラムは技術者に必要な技術的専門知識

だけでなく社会的に必要とされる倫理観を養うことにも役立つ

ている。現在の農学教育では履修科目の選択牲が広まった結果、

総合的学習が行えるようになったが、言い換えれば一般教義の

域を出ず、専門性が浮くなったとも言えるのではないだろうか。

事実、選択牲が広いということは専門基礎の積み上げ部分が浮

くなり、さらに限られた単位数の中でどの科目を選択して履修

するかによって系統立てた専門的技術を身につけることができ

なくなるという指摘もある(農業機械学会、 1996)0仔uえば、
卒業要件をiおたすだけで良いという考えから単位取得が容易な

議義を履修する学生が増える恐れがあるとともに、「広く浅く j

しか学習できていない学生を卒業させてしまう懸念がある(農

業機械学会、 1996)。
(独)農業・食品産業技術稔合研究機構理事長の堀江武氏は、

日見学とは土地(資源・環境)と生物(遺伝子)と人間系(社会・

経済・生活)の総合科学であり、フィールドでの研究や国際協

働は細分化された農学の得統合の場であり、モチベーションを

1二げてコミュニケーションがとれる人材育成のまたとない場J
であると述べている(堀江、 2010)。さらに堀江氏によると、
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j史学分野の国際協l!l1}Jは人材育成や能力開発に必要なものとみな

され、食料と環境問題は人類共通の課題であり、今後もますま

す協働を過したj見学の知識の拡大と海外との交流を深め、研究

のボーダーレス化が求められてくるという(Jf:1I江、 2010)。こ

のことから、農学と人材育成の近道は高等教育機関内の教育だ

けでなく海外での活躍やフィールドでの教育や研究にあるとも

考えられる。

本研究では、各国の技術者に対する理想像は高等教脊のカリ

キュラムや理念などに表i11されるという仮説のもとに、農業工

学分野に焦点を絞り、成長者しい中国の国家重点大学が国際化

に向けてどのような人材育成を行っているかを誠査したO そし

て以上の調査結果を新潟大学とそれと比絞して、I@際的視野を

持つ技術者とはどのような人材であるかを考察し、高等教育や

そのカリキユラムにおいて重要なことは何かを考察することを

段的とした。

材料および方法

調査内容

成長著しいアジア諮問のうちで中悶を取り上げ、その高等教

育機関の農業工学における技術者育成の在り方を調査し、新潟

大学農学部と比較分析した。具体的には、調査に当たって中間

の国家重点大学の 1つである吉林大学生物乃農業工程学院のシ

ラパスを入手翻訳し、阿学院の教員の協力のもと人材育成の方

針や国際化への対応について分析を行った。

調査結果

1 .吉林大学

吉林大学は中国最大規模の学科数が完備された著名高等学

府・田家主Z点大学として設立された。官学、経済学、法学から

工学、農学、医学など 12学類を縞羅する高水準総合大学であり、

在学生数は修士と博士を含め約6万人以上が在籍している O ま

た海外交流にもカを入れており、 40以上のI@と地域の 130大
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表1.農業機械化と自動化専攻のカリキュラム VC++ユーティリティの開発 3 

科目名 単liL数 フ。ロク守ラミング、コントロ}ラ 1.5 

思想道徳の教養と法律の基礎 3 試験設計 1.5 

マルクス主義の主主本原理 3 有限要素法 1.5 

中間近代史の縞要 2 機械の最適化設計 1.5 

毛沢東思想、部小平理論 6 機械信頼性設言1. 1.5 

情勢と政策 2 現代農業企業管理と技術経済分析 1.5 

大一尚ナう一aよsとp ヨ"五口 16 システム工程 1.5 

体育 4 仮想、試作 VP 1.5 

必 大学コンピュータの恭縫 4 CAD/CAE/CAM 1 0.5 

修科 C1ま語のプログラム設計の基礎 4 CAD/CAE/CAM 2 0.5 

日 i均等数学 9 CAD/CAE/CAM 3 0.5 

線形代数学 3 機械工程総合試験 I 0.5 

確率論と数理統計 3.5 機械工校総合試験E 0.5 

大学物理 7 機械工程総合試験m 0.5 

大学物盟実験 A 1 1 

大学物理実験 AII 0.5 

一般科学と実験 3 

農業機械学 3 
必

農産品加工 2 {科l多
農業機械管理 1.5 

日

軍事理論 2 機械・電力絵付l!の系統的iI11J1，羽l 2 

iき 教授特別講康 I 

科択 全校の共通選択科日より 総言1.8単位以上 農業機械化と自動 2 

EI 農業機械安全管理 1.5 

工程国学 A 1 3 i設 生物技術 1 

工程関学 AII 3.5 科択 ロボット概論 1 

理論カ学 4.5 自 農業施設と環境工程

材料力学 4.5 農業工程序論

機械原理 3.5 主主体工学の機械概論

機械設言l学 4 農業経済学 1 

電気工学 I 2.5 III典 吉林大学生物与農業工程学院のシラパス

必 電気工学百 2.5 

手iパソコン原理!とインターフェース 3 

日 法学基礎 2 

表 2. 農業機械および自動化専攻の実践教育

科目名 単{立

議
農業工程テスト技術 2 

流体力学 1.5 
過

熱の工学基礎 1.5 干ヱ
液任と気圧伝動 1.5 

共)ffi 入学教育 O 
家事訓練 3 

公益労働 O 
卒業教育 O 
金総加工技術 4 

材料の成型技術基礎 2 
工程国学総合実践 2 

材料力学過程設計
製造技術まま礎 4 機械JJ)UlJ!.A過程設計 1 

自動車とトラクタ 3 機械設計 A過程設計 3 

機械工程制御の恭礎 1.5 

1芸
工程材料 2.5 

生涯学習 3 

製造技術基礎過程設計 2 I 
専攻内 農業機械化および自動化生産実習 4 

択 機械制度設計の基礎 1.5 

科目 マイクロプロセッサの原理とインター
1.5 

フェースのあ主有f

運転実習 2 
専攻課程実習 2 

卒業実習

機電一体化技術 1.5 卒業設計 14 

出典:表 1に同じ
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長谷川ら i均等教育機1M]における民業工学分野の技術者

学および研究機関と交流関係を持ち、 fYi学生数も1.000人を超

える大規模な大学である。校訓は「求突都新、励志[jgl強Jであ

り、現実的かっ革新的なインスピレーションにより、 1mを強化

するということをモットーにしている O

次に吉林大学のカリキュラムについて、生物与農業工程学院

の農業機械化と自動化専攻のシラパスを調盗対象とした。生物

与農業工程学院は、農業機械化と自動化、食品化学と工程、食

品品質と安全、包装工程、生物工程のらつの専攻があり、各1!}.

攻は全て国民経済に関してJ恨めて家安なものとされている。農

業機械動力分析システムおよび関迷技術、精密農業および知能

機械設計ーと環境ilJlJ御、秋弱j也換を走行する生体模倣機械設計と

技術、農業機械化システム分析と管理工程、農産品転化地獄工

程など5つの優位性と特色を持つ研究を行っている。その特色

は以下のとおりである O

1)研究方向の設置上、新たな民業科技革新に向かつて学科を

発展させながら国際競争に適応し、農業現代化国家の目標

と区域経済を支援する点。

2 )自己自身のi妥位を発者I[して、理論と技術、 j良機と民芸、工

程と管理、利五ofの難民攻略と人材育成を結びつける点。

3 )研究範1mを広げて他学科との交差を促進して工松基礎およ

び総合大学の全体的優位性を発者!lする点。

4 )桔:理Ilと戦略研究を強化し、学科の全体的優位-t1:を発掃して

j刻述方策のために根拠を提供する点。

また、農業機械化と自動化専攻の育成目標は、「現代化建設

と米米社会の科学及び、技術を人IIlJ性と協調した形で発展させら

れる袈誌に応えるため、「徳幸¥'1本美jを兼備し、基礎翌日論、深

いが門知識に裏付けられながらも技術能力を備え、科学な思考

Jiil;とおIJ造性;12かなj足立案機械化及び自動化工松方阿の複合型人

材を育成することを教育日擦としている。「学生l土民業機械化

及び自動化設備の研究開発と持及迷m 、 J;!J:~~機械化システムの

品jlと食業の経営管理の基本能力を抱擁する。 卒業後、jlJJJill企
来、科学問先帝lif1'J、出家機関と高等学院で設計、製造、管明、マー

ケテ千ング、科学研究と教育などに従事することができる。J
とあり、吉林大学の校設JIや研究の特色を考慮すると、国の成長

と科学技術の発展のために研究活動に重点をi段いていることが

必み取れる O 学~I:.は卒業後、政府機関、企業、 i刻家機関などの

i'ilil"jに配属され、中にはrlJl接指導者になる者もいる。また111内
のイf名な学科リーダー、国外の有名大学教授、国外の有名企業

のlfii級研究・ 1:g:坦!只といったエリート的な職業につく学生もい

るつ

さらにjL体的にシラパスを見ていくと、 EE業機械化と自動化

以攻のカリキュラムは表 1、表2のようになる(古林大学シラ

ハス、 2010)。シラパスから、これらの専攻は農業工学という

よりも、工学的技術に重点的がi註かれ、一般教育課程において

も致学と物処!の講義や実験が多いことが分かる。 J21:m機械化と

1:I:Ii}J化専攻の必要単位数は合)11"191単位であり、そのほとんど

は耳目論教育(145単位)にあてられている。このシラバスの特

徴的なことは、工学や機械設言「を中心にそれらの基礎溜めを行

う系統立てた専門的講義となっていることである。一般教脊認

も:の必修科目の全73単位1:1"、数学系の fi'均等数学J、「線形代

「確率論と数理統計jは言1"15.5単位、物浬系の「大学

物湾!J、「大学物理実験AIJ、「大学物理実験AnJ、f一般宇i
~f:と実験J は計 1 1.5 単位である。これで専門科目の基礎とな
る必修科iヨの講義は27単位の37%を占めていることが分かる。

また工学系として、コンピュータを手IJfflした機械設計ーの科目が

日立ち、システム設計や CADといった講義を通してプログラ

ム開発技術の教育を実践している。ここでで、、 f良立
化工専!与F攻の学生に対する白探.要求を見ると以下のようになる。

1 )機械学、 j見学と自動化il1iJ御技術および経営管理方市の基礎

理論と知識、基本技能を把;淫する。

2 )農業施設の設計、試験鍛定、 l~の選択と組み合わせ、使用

と補修などの知識と技術を把握する。

3)農業機械化および自動化の技術、新技術と新製品の開発・

普及応用能力を備える。

4)農業機械化システムの金問・設計と企業の経営危，;JlHの基本
能力を備える。

5)わが国のj足業機械化の方針、政策と法裁を熟知し、国内外

の農業と農業機械化および自動化の最先端科学と発展を理

解する O

6)文献検索、資料の検索の基本的な方法を把握して、一定の

科学研究能力と労働能力を備える。

7)一定の市場経済、法律と技術知識の法規および人文科学技

術を身につけ、優れた調査研究と決裁、組織管理II能力と環

境{尉隻意識を1nijえる。
これらの育成・要求とシラパスの内容を!照らし合わせてみると、

まず農業機械の技術に泌する講義は卜分!日立されているという

ことは前述したとおりである。次に、閣の政策や}J2業絞営に関

する知識を学ぶための講義であるが、中i主!の'情勢にIMJしては主

に一般教義諜枚の中の必修科目に訓り当てられ、またJ]L~jf.理論・

訓練といったものもあることから中間内での歴史や政策等は必

ず学ぶことができる。一方で、農業経営に関する講義は工学技

術系の科目の1:1"でも刻合が少ない。そのうえこの内容を学ぶ講

義は、科臼名だけで'1司i析すると「現代民業企業管型Hと技術経済

分析J、「民業経済学」のみであり、両方とも選択科目になって

いる。このカリキュラムでは、機械設計ーに関する授業が多数揃っ

ており、手にJf訟をつけるという意味で、技術教育に量点がi泣かれ

ているように見られる。機械やコンピュータの知識は身につく

と考えられるが、農業全体に対する視野が狭くならないかどう

かがftt'ltもされるところである。先にこのカリキュラムにおいて

総単位数が 191単位であると前述したが、そのうち 7単位が課

外育成計画ITと呼ばれるもので構成されている。表3ではそのプ

ロジェクトに関した内容と単位数を示している O この課外育成

言1"闘のlji伎を得ることで、学会や論文などを契機として研究

テーマに取りおlむとともに、文化的な活動に従事することで学

生が講義外でも積極的な活動に参加することができる。視野を

広めるという点では、講義で、は網漁:で、きない研究活動や学外活

動によって不足した学習内容を布nっているとすれば、学生がど

れだけ自主的な活動ができるかに左右されていると考えられ

るO

2. 新潟大学

次に、日本の大学として本学のカリキュラムについて分析す

る。新潟大学農学部の基本理念は以下のとおりである。

1)生物生産産業の発展、自然環境との共生に向けて、議新の

バイオテクノロジーや情報科学等の科学技術を導入しつ

つ、多様化する社会の姿誌に柔軟に対応し得る教育・研究

体ililJの確立。

2 )地域農業の生産性の向ヒや農林業を基幹としたj長111村の振

~J等;に貢献する教脊研究。

3 )国際的な視野を持ち、恭礎科学と応用技術をi古川できる人

材の養成。

4)学l際的な研究の活性化及び地域安i駄型プロジ、エクト研究の

ハ可
U
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表3. 1ミ物与農業工程学院の諜外育成言|凶表

WJi 課外活動と社会実践プロジ:クト 課外活動と社会実践審査での要求 位単

社会実践 社会調交報告 学校 1位 3 

学校2位 2 

初JZ〉2Z、. 学校 31立

ヨミ 社会団体活動あるいはその他の特別テーマの活動を組織(学習経験の交流、学術
1 

践i舌
報告会、講演会など)

動 科学普及の宣伝活動を組織 1 

社会実践活動の優勝個人 賀 状 2 

その他 1-2 

科学技術論文 全国的な刊行物で~h~lの論文発表 -1;i 3 

全国的な刊行物で 2-3 i;話、省級刊行物で 1-2篇
- ノh尚nI一

科
の論文を発表

~f: 学長jo論文 指導教員から評価
技

学会に参加し、本人の論文が論文集に収録された相守 一筋
。コ jJヲLIIコL 

1舌
教師の科学研究の諜題に参加lし、独立で一部のイ:1: 指導教員から仕事内容により動 科学研究実践
事を完成し、相応の報告者に提出すること 的:定

1回3

CAIコースウェア、ネットワークコースウェアを
順位からTiU1定 l司2

製作し採用された場合

第二専攻と第二学位 11 ~犬 3 

英語、コンビュータあるいは専i勺
全国大学英語 6級試験 6~及 llíErYJ 'ili' 2 レベル試験

技能
全国コンピュータレベル試験 2級以ヒ 2 

プログラマーのjjíEI珂 ~iJk・ 3 
市1¥

練j舌
子立国コンビュータソフトウェアのレベル五式日食 高級プログラマーの証明書 4 

動 システムアナリストの説明書 5 

1:1]医|標準語試験 合格 2 

第二外国語4級 合 格 3 

その他 合絡 2-3 

競技、試合(各類の学科競技、文化、
学校等級 3 文芸、スポーツの試合など)

- 1主 2 

三位 I 

省級 5 

X 4 

化、古 3 

重b l刻家級 一位 7 

二位 6 

二位 5 

講座あるいは学会参加l 8回以上、詳しい記録を提供すること 1-2 

読書士f{告あるいは読後感 8編以上、詳しい記録を提供すること 1司2

文学、文芸作I171 公開発表したもので一編 1単位校報5編で 1単位 1-3 

I:l:l典:表 1に同じ

つ山
ハ
可
ν
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表4 生産環境科学科農業工学コースシラパス (2010年度)

区分 授業科目名 単位数

学科必 生産環境科学概論 I 2 

生産環境科学概論H 2 

情報処理波留 2 

測量学 2 

測量学実習 2 

卒業論文 I 3 

卒業論文H 3 

コース必11多 (14単位) 土木iJlU蚤学 2 

土木illU量学実習 2 

農業工学インターンシップ 2 

農業工学笑験 4 

農業工学演習 4 

選択必修 1 (10単位以
地域交流サテライト実習 l 

(40単位以上) 上)

生産環境基礎数学及び物理 2 

水と食の環境論 2 

保全生態学 2 

応用数学 2 

基礎農林実習 2 

生態涼境 GIS 2 

リモートセンシング 2 

GIS'リモートセンシング演習 2 

技術者倫理・自然環境関連法規 2 

技術コミュニケーション入門 2 

ビオトーブ計爾及び環境アセスメント淡習 4 

II (10単位以 Jき{遊数理学: 2 
上)

応用水理学 2 

irfr淑排水工学 2 

水資源管理!工学 2 

基礎土質力学 2 

応flL:l二質力学 2 

農地工学 2 

J左礎構造力学 2 

応用構造力学 2 

施設機能工学 2 

農村計画学 2 

地域管理工学: 2 

III (10単位以
バイオマスエネルギー論 2 

上)

基礎農業機械学 2 

応用農業機械学 2 

農業機械実習

基礎j長業プロセス工学 2 
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応則氏企業プロセス工学 2 

高度化農業技術論 2 

Jき礎農業情報学 2 

応用農業情報学 2 

農業計il!1]制御論 2 

応用情報処理i1ir潔 2 

N(6単位以J::.) 土壌学概論 2 

環境砂i坊主主 2 

斜前i災害論 2 

環境保全型農業 2 

栽培学汎論 2 

専攻演習 2 

選択
オミ他学科コース、他学科で定めている専I"J教育にI!JJする授業

科EI

合計80単位以上修得

出典:r2010年!主生産環境科学科学びの指商品ゐ p68j

推進。

そして教育目標として IFA(Faculty of Agriculture) 

を掲げており、「命Jを守る食料と深境を総合的に考えられる

人材を育てることを日標としている。そして FA宣言にもとづ

く7つのアクションは、

1 )教義教育と専門教育の有機的な結合。

2 )問題意識を結級的にl喚起するための入学時からの少人数教

手fの導入O

3) Jf，l'代の~請にあった 3 学科 8 専修コース 11)1Jの導入O

4)学生が自由で主体的に選択できるカリキュラムの構築。

5) フィールド科学教育研究センターによる専門教育の充災。

6)インターンシップなど社会の接点を広げる授業科 1=1の拡充。

7)込1門の資格取符への対応と技術者教育プログラムの認証に

よるグローパル・スタンダードの採用。

として学生を創造的研究者および草川"J技術者に育て上げること

を I~I 指している。これらの日擦をまとめると、法学部は悶際的

な視野に立ち、社会の変化に対応できるような段先端の技術を

JTIいた技術者・研究者を育てることを 1=川主としているとなろう。

農業従事者を育成する内谷は民業生産科学科で、行われている

が、農業従事者を脊てることよりも、 Jl!J:~~や環境など生命に関

連している1vf究や学~1f1活動を特化していることが分かる。

次に農学部生産環境科学科のj見栄工学コースのカリキュラム

について分析する。表4に2010年度のシラパスを示す。 生産

環境科学科に共通する教養教育に関する授業科目は表5のとお

りである。

1.1，1 1"1科目では、選択必修科 I~I から何を履修するべきか、ある

程度は決められているが、これは FA宣言の 7つのアクション

のうち 14.学生が自由で主体的に選択できるカリキュラムの

構築」という項目に沿っていると考えられる O 選択必修の Iで

は I~I 然環境や農業全体について、 E は土地や水資源管理を l二IJ'L、

に物理的な内容、聞はjE業機械やコンピュータを利用した講義、

日rは他学科の講義を含めた他の講義の接続的なものと大まかに

分類できる O これらを)111¥当に選択すれば農業工学コースの目標

を達成できそうだが、ここにもはじめに述べた「広く浅い学習J
が生まれる可能性がある O 例えば、農業工学コースの1:1"心とも
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言える H と E の選択項目で、 f主主礎~J という科 1=1 名だけでそ

れぞれ6単位である O 各 10.lii.1iL:以上修得すれば良いので、最

低限の股{I多としてはこれら科目と「応用~J という科目名を除

いた他の 2科目の単位を修得すれば良いことになる O この点は、

教育するi!!llにとっても専門的な技術や知識が中途半端にならな

いから心配される点である。仮にコース履修学生がJfl":黙の了解

として応用系の科 I~I を!法修しなくてはならないと考えても、そ

れはあくまでも各々の学~J:.i!!lJ の '1制Jfであるため、カリキュラム

編成J二の再検討事項で、あるように忠われる。教義教子f利 I~I に|立j

する授業科目は、選択の幅が広く、 I~I 然系科学だけでなく人文

科学や教育学といった文系科目も I~I E11に選択が百f能となってい

るO 法学や経済、 l塗歯学といった民学以外の専門分野も導入の

域をIHないが、見識を広めるという点で非常に有効であると言

える。これらのカリキュラムから、 専I"Jう上里子はJIJ)l¥J.よく iVjく寺戸ん

でいるという印象を受けた。

3. カ1)キュラム上七車交

ここでは、吉林大学と新潟大学のカリキュラムを比較する。

まず単位数では表6のように吉林大学が多くなっている。これ

はぢ林大学では専門的な芋1-1:3が多いというより、物理学や数字:

といったtl~礎科目から徹底したカリキュラムを組んで、いること

に起因していると考えられる O 一方、新潟大学のカリキュラム

では、こうした講義は専門教育に関する授業科 I~I の 1:1: 1 だけでな
く、教室主教育に関する授業科目中の自然系共通専門科 I~I からも
補っている。また学習言|闘において、吉林大学では学生が自ElI

に選択できる講義が新潟大学より少ない傾向にある。選択科目

の数自体は多いが、ほとんととの学生が決められた同じ学習内容

を行っているように感じられる O 系統立てられた学習言I'TIlli通り
にたとさっていくか、それとも広い視野を持つべくさまざまな講

義を用意して学生が自由に履修していくか、それは現在もカリ

キュラム構成上の問題の-1王!となっている。

環境や農業といった分野は、農業と工学の複合的な学問分野

において両者の知識と技術の融合を必要としている。大学設i段
恭準の改正により、複数の専門分野が結びついて 1つの学問分

野となることはもはや珍しくない。工学部の立場として東海大
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表5.教主主教育に関する授業科目 生産環境科学科

(!:1壬業に必要な最低修得単位数)

科目区分 調II区分

大学学習法 大学学習法

英 語 1ノ'ti:五三n五n 

外国語ベーシック
ドイツ語
フランス語
ロシア語

初{I多外国語
中国語
初鮮語
スペイン諾
イタリア諾
外間語スペシャル
その他

fil!康・スポーツ イ本予苦笑技

新潟大学
地域入門
地域主題

他性化科目
自由主題

人文科学

人文字上会・ 教育人間科学

教育科学 法学
経済学

数学・統計ー学

自然系共通
物理学

専門科学
化学
生物学
J虫学

理学
自然科学 工学

農学

j玄lIi学
医学
jlfi 学

教義教育にi刻する授業科目のうちから

小言|

専門教育に泌する授業科目

教義教育に関する科 1=1及び導門教育に関する
授業科目のうちから

i1コ》、三1¥1

単位数

2 

4 

4 

2 

4 

4 

16 

3 

40 

80 

4 
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出典:r履修の手引 平成 22年度新潟大学農学部 p60J

学の高辻正基氏によれば、農学部は農学の基本は食糧生産であ

るから現場と遊離しては意味を成さないと述べている(農業機

減学会、 1996)。さらに、工学部では生産現場、工場など現場

のニーズを伝える授業を行い{f:業との共同研究も行われてい

る。つまり生産現場と教育現場の融合が農学と工学の共通する

部分であり、農業工学は単に工学という他分野から技術を借り

るだけでは不十分で、あると指摘している(農業機械学会、

1996)。
一般教養科目では、単位数も内容もそれぞ、れ異なっており両

者のカリキュラムの特色が伺える。まず吉林大学と新潟大学で

共通する科目は外国語教育である。英語を中心に他国の言語や

コミュニケーション教育を行うことは国際化に際しでもはや必

須とも言える。国際化に関連して中間では専門科目もしくは必

-95 

苦笑6. 単位数の比較

毘名 | 中国:吉林大学

単位数 191 

日本:新潟大学

124 

修科EIの中に自国に関わる教育が行われていることに注目した

い。思想教育や軍事を学ぶ機会は少なくとも新潟大学で、は見ら

れない。本学でそうした科目を学ぶとすれば、地域関連の科白

や日本国慾i去といった科目を学生が選択して受講することにな

り、すべての学生が共通して日本の署長柄を学ぶ機会は存夜しな

い。この点に関しでは、大学がどのような存在であるかがピン

トとなろう O 高等教育機関は、学問の府と同時に「国民教脊機

関」の役割を担っている(江湖、1997)。国民を教育するにあたっ

て、研究内容や専門知識・技術を伝授するという教育なのか、

あるいは f閤民」を教育するとして、閣のことを学ぶことがで

きる教育なのかに分けられよう O 中国は「季l挙奥田jの政策を

掲げ、技術の発展と人材育成を目標としている。そして日本は

技術大国として大学教育にどのような期待をかけているのだろ

うか。カリキュラムをみる限りで、は前者のようにみえる O 国際

化に向けて、相手国よりも先んじてiヨ閣を学ばなければならな

いことは周知の事実であるが、カリキュラムからもその片鱗が

伺えるようにすべきではないだろうか。

考察

悶際的視野を持つ技術者について考えるにあたり、まず f技
術者」とは何かを改めて考えなければならない。現代社会にお

いて必要な人材は想像力豊かで変化に対応でき、高いコミュニ

ケーション能力が必要で、あると言われている。そのためには知

識や技術を土台にして社会経験を積み、多様性のある社会への

視野を広めることが肝要である。変化とは、技術の発展だけで

なく、社会や人々の生活も問じように進展していることを忘れ

ではならない。「技術は社会に選ばれているjのであり、必要

であるからこぞ生まれてくるものである。 技術者とは専門分野

のシステムや知識を応用して、生活水準を向上させるための技

術を開発する存従であるべきであろう。

一方、国際化とは視野を広めるために必要な見識である。視

野を広げるということは股界での共通の認識を広げるために必

要なものである。またF''1郎議也氏は「そもそも科学技術は、異

なる文化と環境の人々がぶつかりあうなかで進歩する。そうし

たことのために具体的課題に対して、積極的に科学者や技術者

が接触し、協力し合える場と環境を与えることに、最大限の努

力をはらうことによって解決されるということを知る必姿があ

る。jと述べている ('1J111ら、 1989)。つまり、技術者とは異な

る文化や社会環境を持つ人々との交流の中で、共通の課題を持

つ地球環境問題や豊かな生活など、生活水準や経済を向上させ

るために創造する人材であるべきだと考えられる O 現代社会で

は技術や頭脳の流出の問題も抱えているが、共通して分け与え

るものは技術そのものではなく、技術者‘、言わば人々との交流

であろう O 研究活動を通じた国際交流によって技術が廃かれて

いくことを期待し、それぞれの悶が豊かになることが本来の技

術・研究活動の目的であろう O

技術を他留から盗むことは不当であるが、技術を学び研究す

ることは町能であり、その可能性を秘めているのが大学教育で

ある O 特に途上国では閣の発展のため、技術を他国から導入し

なければならない場合もある O 大学で学んだことを生かせるよ

うな国際的視野を持った技術者を世界的に育成していかなけれ
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ばならなL、。

技術者教育に関して、r:[~閣と日本の技術者の理想像は大学の

カリキュラムに表出されることが分かった。専門性を高めるた

めに知識や技術の実習、視野を広めるために幅広い分野の教義

科目が大学教育における主な内容である。一方で、国際化や情

報化社会といわれる l:j~で、就労にも必要となってくるコミュニ

ケーションスキルと地域や企業とのJili携を意識した内容をカリ

キユラムに取り入れていくことも重要で、ある。しかし、専門知

識と技術に加えて、コミュニケーション能力や時代の変化に対

応できるスキルを持つ人材が求められている O これを念頭に置

き、大学教育で、はそれらの芽を養う教育を行わねばならない。

光悶明正氏は「人々の集まり、学ぶところは、自らの歴史に自

信をもち、それに基づき I~I らの行く道を明確に認識し、明るく

活動しているところである。jと明記している(光町、 1999)。
このことから、高等教育機関には専門教育や研究とともに学生

に自l'iilを発展し豊かにしていこうという向 i二心と、自分自身の

将来や生き方を意識させ、想像力をまさうことが優先されるべき

であると考えられる。それは学生の視野を広げることにつなが

り、海外に進出して国際化を意識するにしても、 @J内で就労し

て生きていくにしても役立つ知恵になると考えられる O よって

国際的視野を持つ技術者とは、専門知識と技術をもち、人々の

生活や地球環境などを泣かにしようと志す広い視野'を持った学

生であり、大学教育のカリキュラムの構成と工夫次第でこのよ

うな人材が育成できるということを本研究の結論とする O
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Summal・v

Now we are faced with global environmental issues and food security problems which we must address by application of 
lmowledge from agricultural sciences and technology. To overcome these issues， it is necessary to collaborate with scientists 
and engine巴rsacross the world. The purpose of this study is to clarify appropriate engineering education towards better 
human resourc巴 developmentin agriculture. 1n this paper， we focused on agricultural education and internationalization， 

especially agricultural engineering in tertiary education in China and ]apan. We also analyzed the curriculum by making a 
comparison between Jilin University in China and Niigata University in Japan. 
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