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農学系学生のための専門科目「水理学jの教育指導に関する研究
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Summary: Recently， in agricultural engineering courses of both several 町村ateand National Universities， it is 

remarkable that students who passed some entrance examinations by using mainly Biology subject in Science sub-

jects have been increasing. It is necessary to study how teachers affiliated with those courses educate these students 

about the technical su句ect"Hydraulics"， one of Physics subject， by effi巴ctiveteaching methods. 

The investigation of巴ducationalteaching conditions of “Hydraulics円 wasdone for four Private Universities; 

Kitasato University， Tokyo University of Agriculture， Nihon University， and Me詰iUniversity， and one National 

University of Miyazaki. There are various subject names conceming “日ydraulics"，and the basic subjects of them 

are situated at the first semester of second year， and the applied su句ectsare at the second semester of second year 

or third year. ln spite of the department or the course accredited by JABEE，“Hydraulics" has been made as either 

"Elective subject" or“Compulsory su句ect".The contents of technical textbooks used in three Universities are 

ranged from “Ordinary" to "Easy" in the difficulty's rank， and at their lectures， the assistant technical information 
are distributed for students. ln case of using no textbook with enough technical contents， t巴achersoften make some 

devices to distribute the special assistant-technical information， and tried many practices for some public service 

examinations， for students. 

As the preparation to write a Hydraulics textbook， we studied the detailed contents on 30 Hydraulics textbooks， 
and selected the textbook's model with content from “Ordinary" to“Easy" in the difficulty's rank， and then made 
the chapter and the detailed contents. Based on these PI‘inciples， we， 6 teachers， started to write it on September 

2009ラ andthen the book tit1ed "Hydraulics for Agricultural course" was published 1，500 copies with B5 size and 186 
pages on June 2010. It was the best way in this time to publish this textbook while thinking about various charac-

teristics and future course trends of the agricultural course sれldents.
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はじめに

宮崎大学農学部地域農業システム学科のアドミッ

ションポリシーは，学生便覧(宮崎大学農学部

2007) によると「身近な動植物の生態システムと

共生しながら豊かで美しい国土・農村空間を創出

するために，農山村地域の農地，水，森林，草地，

動物などの資源の利用・管理・整備・保全や食料

の生産・流通の技術開発を目標にしています(中

略)• したがって，本学科では次のような人を求

めています. 1. 数学，理科の基礎学力を有して

いる人(以下略)Jである(下線は筆者による)• 

本学科に入学してきた学生には，国土の整備・保

全や資源、の利用管理などに必須な学問をしっかり

学んで欲しいために，専門的な教育課程(カリキュ

ラム)が設定された.その専門科医の中には水理

学や測量学，構造力学，土質工学などがあるが，

これらは土木工学や農業工学の分野を問わず，一

般にはいずれも従前から専門基礎科目として位置

づけてきているものである.

しかしながら，下線部のように，学生が数学や

理科の基礎学力を有して入学してきているかどう

かは甚だ疑わしい.水理学や担IJ量学などを学ぶ上

での理科とは，主に物理学のことを指している.

私立大学における入学試験では，いや地方の国立

大学でも同様であると忠われるが，特に入学定員

の確保が経営的に優先されることから，少なくと

も2倍以上の倍率で受験生を確保する必要がある

といわれている.また，同じ学部でも他学科との

足並みを揃える必要から，農業工学系学科では理

科の中の物理学を受験の際に生物や化学と同様な

選択科目に含めるか，あるいは物理学を課さない

大学も増えてきている.すなわち，専門課程で期

待される「数学・物理学」に5齢、学生は，今や私

立大学や地方の国立大学の農業工学系学科では少

なくなってきている現状であり，この傾向はます

ます強まるものといえる.

それでは数学・物理学Jに弱し、学生たちに，

どのような対策を講ずる必要があるのであろうか.

ゆとり教育の弊害だといっても何ら解決にならな

いから，多くの大学では苦慮している数学の

基礎的内容を学ぶ科目」や「物理学の基礎的内容

を学ぶ科目 j を l年次に受講を課す大学もあるが，

これは，少しでも数学や物理学の学力を養い，物

理学を基礎とした専門科目の授業について来て欲

しいからに他ならない.農業工学系の学科のカリ

キュラムでは 2年次に専門基礎科目を， 3 fj三次

に専門応用科目をステップアップの形で閑語する

のが一般的である.科目数も専門課程では多いの

で，限られた講義時間の中で，専門科目の指導を

行わなければならない.講義や実験の指導を担当

する教員は，し、ずれの科目で、あっても教育指導の

水準や質を落とすのではなく，多様な学生に如何

に解らせるかに苦慮し指導法に工夫を凝らして，

毎年少しずつ改善しているのが現状である.

ここでは，現在の宮崎大学地域農業システム

科における教育指導状況も含め，私立大学を主対

象とした「水理学j の指導の実態と，その水理学

指導において学生の盟解を高めるための教科書発

行への取り組み，また，新教科書「農学系の水理

学j の特徴の 3点について取りまとめた.

r*理学Jの指導の実態

1 )宮崎大学地域農業システム学科の単位取得と

卒業生進路

2000年度改組で設置した本学科のカリキュラム

では，卒業に必要な単位として共通科目が38単位，

専門科目が90単位以上を修得する必要がある(宮

崎大学農学部 2007).その専門科目の中では必修

科目 8単位以外は選択科目，換言すれば選択単位

がほとんどとなっている.当時は，広い知識を有

するジェネラリストを養成する趣旨で、学科を設置

したようであるが，学生に自由に選択させる点に

特徴を持たせたため，必修科目をごく少なくし選

択科目を大幅に多くし，かっ，学科間の垣根を越

えて他学科の科目や他学部との単位互換科目など

を36単位まで認めるようにも配慮された.

しかし，学生の自主的な科目選択を尊重するね

らいは良かったし，それが可能な学生たちであれ

ば問題はなかったが，実態はそうで、はなかったら

しい.その履修モデルはほとんど効果がなく，方

向性を考慮した履修がほとんど行われなかったと

聞く.また，学外からは，学科の編成が見えづら

く解り難し、との指摘もあったようだ.

第一筆者が2009年 4月以降，高学年の学生と接

して，彼らの単位取得や就職活動について学んだ

事柄は，①学生自体が自由な選択であるため単位

取得し易い科目を取り敢えず多めに受講し，その

単位取得に躍起となっている.②そのため必然的
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iこ専門の方向性がぱらつき職業意識の構築が希薄

なまま学年が進行し 2年後期の最後には研究室

配属が決まる過程を踏み，就職ガイダンスを 3年

次に受けながらも方向性が思うように決まらない

ことが少なくない.③公務員受験の計画を立てる

ときに，物理・数学が弱く計算も不得意という理

由で農業工学系公務員ではなく，受験科目の範囲

が広い農学系公務員を目指すものの 1"-' 3年次

に受講した科目とに相違が多く悩む.④公務員受

験を目指す学生は 3年次早々に計画を立て受験

勉強に早く取り組むため合格率が高い.⑤選択科

自がlまとんど全てのため学年ごとの進級判定を経

ることはなく，研究室配属後に緊張感を持ったに

しても，進路の迷いは 4年前期まで引きずるか，

就職しないか，就職できなかったから大学続でも

受験するか，最悪のケースとして卒論研究も不十

分で卒業できないこともある.⑥地元に就職を希

望する学生については，例えば地元周辺のJA系

を数か所受験するも合格しない.地元から近隣都

市まで就職先を広げ多くの会社説明会を受けても

厳しく，結局「就職できれば{可でもいいや」の考

えで、小規模なサービス業などに職を決めてしまう，

などの点であった.

ここで過去にさかのぼって農業工学系卒業生の

進路を眺めてみる.図 1は，卒業生の進路匹分を

整理して同窓会誌に掲載されたもの(稲垣 2010)

を，第一筆者がその一部を改変したものである.

図中，横軸の2000は2001年 3月卒業時を意味し，

f農業土木・農業機械業界企業Jとは，建設会社・

設計コンサルタンツ・測量会社・ソフト開発会社・

主盤

幸喜

の

童書

合

(%) 

100 
開進学(大学院・研

究生・尊門学校)

80 

一般行政・その
他企議・自営

産量議土木.~霊祭
機械議界企業

関市街村(こ仁木
系)・団体

0 

1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2008 

卒業年度

国 1.宮崎大学農業工学系卒業生進路の変化
注)

農業機械メーカ一等を示す.この割合算出の母数

である卒業生の数は， 1975年度から1996年度まで

が平均で35名， 1997年度から2008年度のそれが平

均で27名と推移するものの，そのバラツキは少な

くない.特に2005年度と2007年度は20名を害IJり込

んだ.これは， 2000年度以降の本学科学生定員は

55名であるが，講座制のために学生数が変動する

からである.進路の状況は，図 1から明らかなよ

うに，その区分5.lIJ.卒業年度別にきわめて変化が

大きい.ここで特徴的なことは， 2000年度以降に

じ襲業土木・農業機械業界企業j が減る一方， r就
職なしj が大幅に増加し， 2004年度以降に「国家

公務員 I種 .rr種，公団職員」および f県職員」

が減った点である.また進学」は，大学院だ

けとは限らないが， 1998年度以降20%平均で推移

しているものの，就職浪人の大学院受験も少なく

ないようだ.選択科目がほとんどの教育課程では，

学生が自的意識を定めづらい側面があり，社会的

な情勢変化もさることながら，結果的に専門職へ

の就職の回避を導いたかもしれない.

学科を改組するには，それなりの理由がある.

一般的には，入試の倍率が思った以上に確保でき

ないことが最大の理由に挙げられる. しかし，

科の名称と実際の内容・中身とが一致していない

ため，学生からも外部からも内容の解りづらし

科だと指摘されるようになったら，学科の教員ら

がそれに敏感に気づき，いまの教育内容では将来

性がそれほど望めないと判断し，学生に魅力ある

解り易い入口と産業界(就職先)に対志した出口

の整備に着手することは急務なことであろう.

業生の進路は近年の景気の悪さも影響しているが，

その動向等を分析することは改組等を検討する指

標のーっとなる.また，最近の受験生は，大学情

報の中で入口(学科の特徴と入試の倍率)と出口

(卒業後の進路など)を受験雑誌や予備校の情報，

そしてインターネット情報などで入念に研究して

いる.受験生受けする羊頭狗肉な学科のネーミン

グや実体では，学科再編等が必至となろう.

一方，技術者教育プログラム，通称JABEEプ

ログラムが認定された学科やコースではどうであ

ろうか統一的基準に基づいて高等教育機関に

おける技術者教育フ。ログラムの認定を行い，その

国際的な同等性を確保するとともに，技術者教育

の向上と国捺的に通用する技術者の育成を通じて
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社会と産業の発展に寄与することJを目的(日本

技術者教育認定機構 2010) とし，カリキュラム

的にハードではあるが必修科目を多くし独自の教

育フ。ログラムを施行している.農業工学関連分野

で2002"-'2008年度にJAおEE認定プログラムを受

理された大学は14国立大学と北里大・農大・日大

の私立 3大学であった.明治大学農学部農学科食

糧生産・環境コースは2009年4月に農学一般関連

分野で認定を受けた. JABEE認定学科となるこ

とは，私立大学・国立大学も，他大学・学科との

差別化で優位に立つことを目標とし，受験情報で

も大学の特徴の一つに掲げている.第三者評価に

よって質の保証が確認されていないと国際的に一

流大学とは言われない時代に至っていることを，

教員らが認識し危機意識を持つことが大切で、あろ

う.ただ， JABEE認定では継続審査も必要で，

その経費もかかるので，大学・学部側の理解は必

要である.

宮崎大学農学部の中にも，農学一般関連分野で

JABEE認定学科がある(酒井 2004). この学科

の専門課程の必修単位は47単位で，前述の地域農

業システム学科の 8単位とは大差がある.この学

科では教員の総意はもちろん，創意工夫や改善の

ある教育指導を遂行している.その指導のもと，

学生はおのずと専門性の深い探求や将来の方向性

を真剣に考えることになる.同時に，教員側は産

業界やOBの要望にも配慮し，学生の将来設計

の方向付けに強くかかわるために，その学科の

専門科目内容の充実や教育評価・点検などの遂行

はもちろん，教員自らが日ごろのFD(Faculty 

Development) に心がけている.宮崎大学農学部

ではこの学科と獣医学科を除いて， 2010年 4月に

学科改組があった.改組したからといって安心と

はいかず危機意識を持って沼々教育指導をしない

と厳しい状況が待ち受けることになる.ともすれ

ば，教員らは社会情勢の変化や学生の動向等にア

ンテナを張るのを忘れがちである.改組後の評価

を怠、らず次の学科再編等への準備を恐れずに考え

ておくべきであろう.

2)水理学の教育指導の実態

表 lに，農業工学系学科のある私立4大学と宮

崎大学における2009年度の水理学教育指導の実態

を示した.水理学の科目名として，基礎系には

17}(理学j や「基礎水理学J，17J文理学 1Jがあり，

概ね 2年前期に開請している.応用系には「応用

水埋学j と f水理学IIJが2年後期から 3年に配

されている.演習科目はら'k理学演習」として

基礎系と並行の年次かその後の 3年に配置されて

いるが 5大学中 2大学だけの開講である.単位

は講義が 2単位で，演習と実験がそれぞれ l単位

で，また， JABEE認定学科・コースであっても

必修科目と選択科目の荊方があった.

また，使用している教科書は，高専学生向けの

ものや， 1*会とき水理学Jや「考え方解き方水理J

の高校生向けのやさしい内容のものがあるほか，

適宜資料を配布しての講義形態をとっている.学

生に提示する参考書では，大学生向けのものもあ

るが，前述のやさしいものが示されている.さら

に実験では， 1水環境学実験」が 2年前期(冬に

水が凍るため前期に開請する事情もある)， 1農業

水利実験j が 3年前期に，そのほか私立大学の多

くは土質や材料の実験と組み合わせて水理実験を

行っている.その教科書;は「水理実験指導書」が

l大学で使用しているほかは，実験項目や水理実

験設備内容に応じて(1水理ニ実験指導書Jを参考

に)自作の資料を用いている.

さらに，教科書を使用しない理由に，既存の教

科書だけでは内容的にしっくりしたものがないこ

とや，板書して学生にノートを取らせないと授業

について来ないこと等を挙げている.配布資料と

しては，講義や実験のシラパスに合わせた内容の

ものを適宜作成しているほか，質問カードやミニ

テスト・小テストを実施している大学もある.

ここで，水理学の講義のシラパス例を表 2に示

す. JABEE認定学科のものであり，この科目の

教育の居標や内容，方法のほか， 15コマ分の授業

項目と内容，到達目標および成績評価の方法と基

準などが，学生に解り易く記載されている.基礎

系科目であるこの科目は， ?kの物理的性質から水

圧，水の流れの理解へと，ステップアップで展開・

進行する一般的な授業構成である.特にJABEE

認定のための学習・教育臣標との関連事項やキー

ワード，他の科Eとの関連の説明，試験の解説，

オフィスアワーなども記載されていて，学生への

配慮は徹冠している.

また水理学j の指導上，拐当教員が注意し

ている点を以下に列挙する.①使用中の教科書の
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表 2009年度における水玉虫学の教育指導の実態

大学 北ill.大学 東京Jl~業大学 日本大学 明治大学 宮崎大学

学部 獣医学部 地域環境科学部 生物資源科学部 Jl芸学剖l 農学部

学科 生物環境科学科 J) 生産環境工学科 J) 生物5't~境工会予科 J) 農学科 J) 地域農業システム学科

7k理学 (2年前期・ 流体力学 (2年出版j. 基礎水理学 (2年前 71<級学概論 (2年後 71<~虫学 1 (2年後期・

必修/環境修復コー 必修・ 2単位)，水汚 J1JI.選択・21利支)， 11:; 期・選択・ 2上手佼)， 選択・ 2単位)， 7k:f1jj 
弓fiÞ~ ス，選択/生態環皮学 (2年後WI'必修・ 用水理学 (2年後期・ 応用水理学 (31手前学日 (3年商ljWI.選
j発 コース・ 2単位)，応 2単位)注 1 選択・2II'I訂正) J羽・選択・ 2単位) J:R. . 2ヰif立)

用水線学 (3年後期・

必修・ 2単{立)

1.水理学の
なし 流体力学.71<:E型学・ なし なし 71<.耳I!学淡習 (2年後

科目名称と学

"1哲己T2，必，{~・
又露il'首J 1 

基礎力学のセット科 WI'選択・1I則的

選択別単位数
段として流体力ザ:淡

習， 71<耳在学演習， 主主

{議力学演習がある

7k環境学実験 (2年 2年生後期より4つの 71< . j二環境工学実験 j没学実験VI(水理実 農業水手Ij学実験 (3

実 前期・必修・ i単位) 分野に分かれ実験・ (3年前期・選択・ 1 験をど4コマ実施， 2勾三 年前WI・選択.11詳
験 実習を行う注2 fiJ.佼，水:ニi二の?河合 後J1J1・選択・ iヰjイ立) {立)

7.5:7.5) 

7k理学(1]下部ほか絵とき水理学 (1刻裸配布資料による 参配布資料による 参 71<理学(1ヨIご古11ほか

2ぞ1，コロナヤ1:)，参 ほか2:ち，オーム全u考書:71<.理学(日下 考議:土木基礎力学 24'"コロナ社)，参

考会:絵とき71<.Jo!]1学参考書考え方解き 部ほか24'"コロナ 2 (井上和也ら監修， 考会関税わかる水
j幹 (真草津監修，オーム ブI~Î71<理(近畿高校二i二 全1:)，明fqわ1<.望日常(I=! 実救出版) Jo!l!学(井上手[1也編，
ま一一廷一ぬ

社)， 大学:土木 71<J'!I1 *会，オーム社). 71< 聖子幹雄，主義北!:l:¥J波)， 学芸出版社)，絵と

演習
学(玉川言行・有11! J'!It守主i{習(有問正光・ 71<.耳昨演習 U::'下) き7k理学(闘機ほか

2. iie用して lE光共編，オーム村立， "10;):1:正良1]，東京電機 (終ー東一虫1¥・荒木正 2:t， ，オーム社)
いる教科書や 71<.理学演習 u二・下) 大学出版) =)ミ， 森j七日lJ坂)
参考会など (勝東一郎・荒木正

夫，森北出版)

水王嬰学実験指導書 71<耳11j;起草食指導者(ニl:: 配布資料による 配布資料による 参考古・水深実験指

実 (土木学会編) 木学会総)を参考し 益事会(土木学会総D
I吹 た自作テキストを配

l'fi 

71<.理学に関する概念 平易な内務であるた教科書は使用してい 教科 i~-}:'土使用してい 高等I向けでやや高度

が簡潔に説明してあ めに選定、内容的に ない.参考古は他大 ない.しっくりした な倒見Irもあるが，授

3. 教科書を選定 る. 大学伎向けのものが学JABEEコースで ものがないのと，絞業で村i足すれば燦学

した理iji!など 必姿なため7l<.耳虫学淡 も使則しているもの. 脅して手間ミせないと 系学生には手こ、ろで

習を参考に補足して 授業についてこない. ある.

いる.

必要に応じて資料配演習11寺山jに絵とき水公式誘導などの配布 配布資料，復習の宿配布資料，講義質問

布，演習問題とその 玉虫学:・ 71<理学演習を 資料 題(毎週)，尖|燦の水 カード・ミニテスト

義講 解説を王室視している 参考に演習問題を作 J'!I!現象の観察. (毎週)・ノトテスト (3

成し配布問題文だ 回)の実施講義パ

習演
けでなく学生が解き ワポイントおよび現

4. 図e;:{fi資料
やすいように所々に 場写真の詳締な解説.

の穏類や指導
ヒントを記載してい

j二の工夫など
る.

災数項目に沿った資 水理学尖験指導者‘だ学内実験施設で使え 西日平ii資料.水理学米 自作プリントの配布.

実
キ;1.を配布し 1重要な けでは学生が理解で る形で作成した資料履修者へ配慮した資

験 事rl~は板舎で|玄l解し きないため，自作テ を配布. 料作成および実験の

解説する. キストで基礎知識を 説明.

制jっている

J) JABEEil'JiE学科・コースである
j主1)2010年度入学生よりカリキュラム改1E 流体力学がJl;i進力学(l年後Wl・必修)と統合し，講義11将司が1/3(5コマ)となる.71<玉虫学が必修科

目から選択科際iこ変更となる.
注2)水望Jl守去を倣う分野は 1つであり，おおむね各学伴の1/1の学生が受講する j主総災験 (2"Tミ後!91・必修・ 30コマ，!i別立)， j与攻災験 (3"手前lPl・

必修・ lヰi{立， 30コマ)
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表 2 水理学のシラパスの例(北里大学 JABEE認定学科)

科 目 名 7k理学 3群科目 必修 2単位

幸ヰ 自 英 名 Hydraulics 授 雪量 期 間 前期

科目責任者名 出書 栄 吉 授 業 対 象 2E 

Ie. きき 者 名 血書 栄吉 科目の位霊づけ 基礎

7l<理学における水の物理的性質とf(f'水圧の特徴を把援し，流体の種類，連続の式とベルヌーイの定理の誘

教 育 自
襟 i導と証明，[潟水路と管水路の水玉里学的な流れについて学習しさらに水組合さに関する基本的・基礎的な専

P'l英語についても習得する。

i学習・教育目標(表 6) との浅l述1: E 

自然界と水利用における水の物混・工学的現象の基縫理論と言卜算方法を学ぶ。

iキーワー Fl次元と単位， 71<の物理的性質(密度，比A¥;jeJi，ti七流体の滋類)， i'i争71<庄の強さ，5fL而・

教 予寄 内
容 1 1油国に作用するJ}(任， 1手力， K!j ì市と ~L流，連続の式，ベノレヌーイの定理，平均流速公式， rj~J 71<路の流速

分布な流と射流，管水路の摩擦綴失71<頭と管路網，流速と流:61の測定方法

[他の科目とのI~E度]本講義は， 1年次の数学と物理学が基縫ーとなり，水理学実験とtlli完連携し，応用

聞では水利sf{境学，水生態環境学水文学，環境修復学などのよL磁となる。

教 3同'" 方 法|講義は双方向で行い，適宜， f:タIIJ題と演習問題をfilし，解説を力11えながら講義を行なう。

授業内容

罰 担当者名 弓1 日 内 3手

11Iお 概説 講義の予定，概立~， jJ法，注意事項の説明

2 JI 単位と次元 水理学で、JfJいられる単位，次元

3 JI 水の性質 (1) 密度，比重，粘性

4 JI 水の性質問 流体の稜額とその特徴

5 JI 静7]<jJ学の基礎(1) IIf'71<J王の強さ

6 JI !rt'7]<jJ"詳の基礎 (2) 5fLTI街・i1lJ市iに{乍脱する水圧、浮力

7 JI !j'f，水カさ詳の基礎 (3) ノハμ 占企ノJに関するm!潔問題

8 JI 流れの基礎理論(1) 流体，流量，流flt総辺，筏主主，演習問題

9 JI 流れの慕I地理論 (2) 水流の種類/定流・不定i丸等流・不等流，J弱i充・百Li五

10 11 流れの基礎理論 (3) 連続の式

11 11 流れの基縫Jill!論 (4) ベルヌーイの定型 (1)

12 11 流れの基礎滋論 (5) ベノレヌーイの定理 (2)，演資問題

13 11 原被輪読 7]<理学の専門用語

14 11 流速とj夜長;の測定方法 水環境学実験での測定項目と測定結果の考察

15 11 まとめ 講義の総括

。水の物理的役質と給水圧の特徴が現解できるようになる。

至4 逮 自 標
②流体の積類， rfにKヲ流と乱流について理解できるようになる。

Q:連続の式とベルヌーイの定理が理解できるようになる。

④7]<理学に関する基本的，基礎的な導内英語について理解できるようになる。

成緩評価の方法と基準 成績評価は， !lJj末試験 000点)で行い，到遠目標に逮していない場合は，再試験を 1回行う。

[試験の解説}試験の解説は別途実施する。

学生へのメッセージ [質問]講義内容，レポートの諜題については随時五J，授業中の質問，歓迎する。

[オフィスアワー]月IlTll日から金終日の18・00までの結時，但し予約必要。

教科書および参考図書

教科書・参考書 主:名 l 著者名 出}坂社名 定側(円)

教科書 環境・都市システム系 教科書シリーズ 7 7l<理学 お下官自主主幹 コロナお: 2，730 

参考会 rPractical HydraulicsJ Melvyn Kay， E&FN SPON Melvyn Kay E&FN SPON 

JI 絵とき 水理学(改訂 2版) 楽津j青蔵臨ま修 オーム社 2，730 
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内容は学生には優しすぎである.基礎的な部分し

か裁っておらず応用力が身につかなく，技術者養

成としては不十分である.②水理学の理解には，

現場における水の現象に即した問題を実際に解い

てみることが不可欠.そのため基礎的問題と幾つ

かの応用例題を通して理解を深めさせている.③

土木系・農業工学系の公務員試験・民間入社試験

における必須科臣の一つが r7k理学」である.そ

の基本的問題を学生が解けることを第一とし，そ

の後各自の実力等に応じて芯周期題にチャレンジ

できる足がかりを作っている.@水理学で、は，河

) 11や農業用排水路など土木工学の一分野として流

れを取り扱うのが一般的であるほか，水辺空間利

用や公園のせせらぎなど環境整備に水を利用する

場合に水の挙動の基本的性貨を知っている必要が

ある.さらに応用的に農業用水利用のためのパイ

プラインや環境配慮、の近自然型水路の設計に必要

な基礎事項の理解と簡単な水理設計がで、きるよう

に講義している.⑤水理学演習で、は国家公務員試

験H種や地方上級の公務員試験の出題問題程度が

解けるような指導lこ心がけている.@実験では，

その農業用水路設計などを行えるように様々な水

形態に対応する測定技術を習得し，水の流れを定

量化する際の実験計画，データ取得，解析，考察，

報告する技術者能力の修得を到達目標としている.

これらには， r 7k理学j 教科書の執筆に際して

注意すべき事柄がみられた.その観点から三つに

整理すると，①教材としての教科書は高校レベル

では技術者養成上物足りないため，シラパス内容

に応じた自作の資料を配布している.②学生には

7J(の流れを理解させることが基本的に重要で、，応

用的に水路設計法も理解させたい.このため水の

流れに即した基礎的問題や応用例題を解かせて理

解を深めさせている.③農業工学系の公務員試験

や民間入社試験で必須な専門科自の一つであるの

で，基本的問題が解けることと実力等に応じて応

用問題も解ける能力を養う.水理学演習で、は国家

立種や地方上級の公務員試験問題が解けるような

配慮が必要で、ある，と要約される.

「水理学」教科書発行への取り組み

1)教科書執筆に至る過程とその方針

第一筆者が2009年4月から水理学の講義を担当

するにあたり，多くの出版社から教科書選定用に

水理学系書籍を頂いた.そして，シラパス内容と

ともに教科書の適・不適を早急、に検討した.その

結果，数学・物理学lこ弱し、学生でも解る内容で書

かれた教科書が少ないことが分かつた. 4カ月間

の講義授業には，高専向け教科書と水理学教材の

パワーポイント画像を主に使用し，補足的に水の

物理的性質と水の流れに関する多様な現場の写真

画像を映写して詳細な解説を行い，さらにミニテ

スト・小テストで理解のステップアップを確認し

最終的に到逮自標確認のための期末試験を行った.

最後の講義の中で、行った授業評価アンケートでは，

意外にも評点が高く，大半が解り易い講義で、あっ

たとの回答を得た.このアンケート結果を受けて，

生物受験学生で、も解る水理学の教科書を執筆した

方がより理解を深めることができるのではなし、か

と考えられた.

第一筆者は34年の教師歴の中で測量学やその実

習の教育指導も携わったことがあり，私立大勤務

の特に，近隣の工業大学と高専の土木工学系教員

5名で， 自作の測量実習マニュアノレをもとに測量

実習用教科書を執筆したことがあった(細川他

1998). その経験から， 2010年 4月から使用する

水理学の教科書を残り 5カ月程度で執筆するには

作業量的に無理なことは明白で、あった.また，教

科書は多数冊販売でないと出版社の了解が得られ

ないのが通例であるから，執筆陣は「水理学j 受

講生の多い私立大学教員を中心に考えた.そして，

その執筆の承諾をもらうために，事前調査として，

執筆の際の臣擦となる市販教科書を早期に選定し，

その目次構成を方向付けする必要があった.この

場合，内容的に解り易い書き方や作図， SI単位等

に留意し，公務員試験の受験勉強にも利用できる

ようにその過去間や既往教科書の槙習問題を参考

に多く取り入れ，かつ，現場写真を多用する，な

どを執筆コンセプトと考えていた.

f内容的に解り易いJとは，具体的には，微分

積分を極力使用していないで、，高校卒業程度の能

力(数学II) でも理解されるものであり，対象は

農学系・生態系の大学生と高専の学生である.ま

た，その理解を深めるには絵とき水理学j 程

度の解説や身の回りにある水理構造物・水利施設

の現場写真と，必要に志じて写真のイラスト解説

圏も添付し，現場的な雑談コラムも部分的に挿入

することであり，教科書の見開きの口絵にはカラー
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表 3 市販されている水理学教科書の代表-52と特徴など

(ùir~J， 

1'>". '''， y. fJJ ["1 版・ 参与点づ| 本W 'ill易1主 主lL'i(l:，参与
I'¥o. ，1;:1"， 誌名ゃれ 0.:.1， 発1ilii へ-0) fW芥 文h止 1J寸 ISllN (定価，[']) (~ll. ;"; 特徴 となる 'J1JU

イ(1!1E イ11}E イj山.l!!~出・劫)

-i';. iJJ[ ! l :~ J占 135 (1)り .jflえし・ ~It わが[qノI(El!"iのハ
l 水f1W/' 制i:lHli 1933 沼山 578 なし ない (以) なし 干叫日'1. 5.80 U い) イブノレ広範にわ

人才'lii付 1こるノkEi!を M[1rÚ~

人 fHHj~ としては J
!l，sU'/人1"1 メj，，:IIUf ・ 1957 1¥5戸 あり 2 段・ 11-G27~ 1 lnri ，'，'.11'____ 浜放が少なくす現

2 &~iJ版 米Jじ!日介 (i~~~) ;fÆ~~ lI l \J災 16日 あり (川しし、) あり なし frl.正i.: ，191:1卜 X 、100 ~m"-ì1fí:j出 1~! の説明，式の 3汗
米1，¥元 ノ、 .h'el羽などl二日b

ι1-627-
3 本J1H';:乱if;tl 桜井:f~I~. 1962 海.1t:1l版 1¥5 あり IIU足立のi去に あり あり 2段・ '19110-7/ 2，800/ ~lt~ ;"i iilll:ノド I 学 !Î!J き

Lを/ドを 荒木 ，E}.、 288/:];]，1 '" ~ M少3と3つキi5へージ 布l文 .19120-.1' 2.900 

;¥5 IIiJ記長の後γ あり 11-8トl(i-人nヤ(1リに系統だ-cよ5五本J'f的・に|父lき2・4イ
1 ;j、.F:gq:，ifriえ )')ヰHI.tI;'¥ 1971 Fi! Uヌ[，':' 2bO あり M符っき」 なし lベージ なし 005.卜 2，200 汗i岨~弘て'!fU'Hされているラストを1I11え

が， Sjlj¥.{，i:でない 日Il)i.ftと Jる

0~ 戸̂D あり 的L り2fぇ凡 ・ .1-627- 2，'100/ ベJや'"しし、uif
5 ノA水j(リ}即1刊叩|日lド，や戸f之一 lυ/11 大〈州外Im別H川l iω9開S削l 油1叶J北ヒ IIII~反k l自削4/八J(引3汁l あり (べやしJ、 } i : へ 一 ジ 布和l丈 ，1:1叩0⑪川，1刊10-X よよ，'10∞0 11打lHgH川'日Il足凶!盟g凱向fW7:刊? 

水Jlg'/ あり
(U、系大'I 1¥S戸 あり th り (i;~丈で日 J& .卜:ml- ギシ γ丈 f♂

附"シリーλー別 II[ 校 lり87 コロナ十1. 2.10 あり (や、や"ドしわ少づ~L'~;;;-む HH  和丈 050，15-8 2，900 :':1 川、 ["tli，)き の )jよ
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写真を解説付きでまとめて掲載し，生物受験学生

であっても一層の理解を得られる内容にしたいと

えていた.

2)市販されている水理学教科書の内若手調査

教科書執筆の前に，目標とする内容のある市販

教科書を早期に選定することは，教科書モデルと

なり，執筆陣の協力を得られ易く近道である.市

販されている水理学教科書の数は宮崎大学の図書

館を見回すと古いものも入れて40冊程度で、あった.

そこで、宮崎大学 2教員の手持ちの教科書と出版社

からの献本を合わせた30冊程度の内容を検討した.

の結果を表 3に，代表例として示した.この表

では書名，著者名，初回発行年，発行所，版・ペー

ジ， (法習)問題やその解答の有無，付録や参考

文献，索引の有無， ISBN番号，本体定価，学生

向け内容の難易度(難・普通・易)，特徴，執筆

上参考となる点について項目別に整理した.特に

吟味した項目は最後の下線部の3点である.

教科書モデルを選定する上で，最初に微分積分・

偏微分を多用したものを除いたが，中にはEX-
CEL利用の国書も数冊あったほか，図説や絵と

きなど学生の理解を助ける工夫がされたものもあ

り，大変参考になった.そして，教科書モデ、ノレの

候補を，学生向け内容の難易度では普通から易の

教科書:がふさわしいとの判断から f7.l<.理学詳説

(理工図書)Jと f7.l<.理学入門(実教出版)Jの一

つに絞った.前者は大学生向けに水理学全般にわ

たって詳細な解説や多くの演習問題がある点で，

後者は高校生用教科書にカバー換えした解り易い

市販教科書である点で，選んだ.これらの目次の

項毘をさらに比較検討した結果 f7.K理学詳説J

を教科書モデノレと決め，次に，大まかなページ数

の把握も含め，主主立てや自次の構成に基づいて各

項目・内容の精選を具体的に検討した.この検討

過程で，表 3の右端に示すような，執筆上とても

参考になる事項があった.それらを列挙すると，

①やや詳しい問題解答やとても詳しい問題解答が

ある.②ギワシャ文字や式の展開，工夫されたイ

ラストがある.③高校生向けで系統的整理が良い.

④各章ごとに基本問題として文章の穴埋め問題も

ある.⑤重要な個所は枠をつけで、表示している.

⑥高専向けでやや高度でも，微積分が少なく解り

易い.⑦写真や国・イラスト・表・コラムのセン

スが良い.③付録の基礎公式と単位換算は参考に

なる.

3)水理学教科書の章 a 目次の方向付けと執筆者

のi嚢定

水理学の各大学の2009年度シラパスをもとに，

先に具体化した主主・目次の構成と，各大学におい

て指導している項目・内容とについて比較対照し

た.この結果は表 4に示すとおりである.講義で

は全ての項目について指導しているわけではない

が，表 4で具体化した目次・内容で方向付けはほ

ぼ十分で、あると考えられた.なお，表中で塗りつ

ぶした筒所は，当初この目次項目になかったもの

で関係筋所に補足として挿入したものである.

次に，執筆陣は私立大学中心で検討した結果，

表 5に示すものとなった.7.1<.理学の担当教員は農

業農村工学会会員であるものの，執筆の承諾を得

るために，メールで、執筆依頼を行う一方，研究集

を訪問して註接理解を頂いた.途中，執筆者の入

れ替えもあり，役職に配慮して負担の少ない章を

担当するなどの変更もあった.宮崎大学教員 2名

(宮崎大学グループ，以下MGと略)は，執筆な

らびに事務連絡や全体調整役の事務作業を行った

ほか，教科書の特徴調査と執筆する目次項目・内

容・図表・例題問題などの具体的な検討作業を，

執筆作業に先行して行った.また， MGは，その

先行作業の結果や執筆の傑の注意事項などを，出

版社とともに執筆者へ逐次連絡した.

さらに，出版社のホームページ(討P)に掲載

する担当者も決めた.これは，教科書発行後に，

正誤表や，購入した大学教員向けに講義で共通利

用できる教材画像を，また学生向けに演習閤題の

解説を， HPで共有するためである.さらにまた，

ブックカバーや目次，参考文献，索引，奥付の原

案作成も，全体調整役が行うことになった.本来

は出版社が行うべき作業と思われるが，出販社の

スタッフ不足によるものであろう.

4)教科書発行までの作業工程

教科書発行までの作業の中で，その執筆計画を

立て宮崎大学に事務局を設置した2009年 7月以昨，

執筆承諾まで順調に進んだ.執筆が開始された 9

月上旬以降，後期授業開始や12~ 2月の入試業務

が重なり執筆作業やその後の校正作業も遅れ，出
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表 4 2009年度における水玉虫学の指導項目・内容

指導r.IT1'l.内守幸
;Jと来日明 's干
"R 本治的

指導頃目・内符 北illJ東~ 本日 明治]官的

第 1主主総説 00000 5.2 IJf17M告の?jItJ度分布 00000 

1.1 水の大切さと水理学 00000 5.3 1治水路の平均流速公式 00000 

1.2 水平IJJi]の絞!たと泣く理学の先駅者たち O 5.3.1 シエジーの公式 00000 

し3 水王立1でJj]1，、る物理・数学の会IIJ1a 00  O 5.3司2 パサ'ンの公式 O 

1.3.1 物耳tの全11織 0 0  O 5.3.3 ガンギレー・クッターの公式 O O 

1.3.2 ljijIl:と次冗 00000 5.3.4 へーゼン・ウィヲアムスの公式 00  00  
1.3.3 fØ'íiJ'i~吾 O O ダルシー・ワイズバッハの公式 O 00  
1.3.4 1'111立と，布引j数字と桁 O O 5.3.5 "ニングの公式 00000 
1.4 71<の物J!!!r!り性質 00000 5.4 /ifJ水路断面の形状主[f~(~と ~;fi定詰I'J'ì: 00000 
立~2 涼!や71<11' 00000 5.5 1m水路の的有利断i(iîC合J~' 長方形断i雨水路) 00  O 

2.1 静ノ'1<H二 00000 5.6 円形断断水路の水翌日特約olJlJ総 00  O 

2.2 尽力の伝迷~パスカノレの)iil均!とぷ圧機~ 00000 5.7 河川の流"[iki1+X1:'綾織雨水路・合成:fUiil'係数 00  00  
2.3 7)<U土のil!iJiE 00000 j時水路設費l'の九五雪え方.Jli自然強水路柊ヂー削除:容器 00  
2.4 i!1.liiHこ作用するノ'HE 000  O 5司8 IJfl水路の/f~等主ft 00000 
2.4.1 水平な平ifliiこ作JIJする71<EE 000  O 

5.8.1 不等流のおE本式 00000 
2.4.2 鉛伎な三ILfiii 1こ作1持する水J:E 000  O 

5.8之 ?仕流と射me 00000 
2.4.3 修、斜した5JL[iiHこ作J1lする水位 000  O 

5‘8.3 限界水深と限界お記述 00000 
2.5 rllJifiifこWJlJするノHE O O O 

5.8.4 フノレード数 00000 
2.6 i'f.イ本(浮力) 000  O 

5.8.5 跳71< 00000 
ヨ')3ポノkのi立i必J 00000 

f潟水路の不主主淡 O O 
3.1 水路の高Bl'l 00000 

淡淡・淡水流など O 
3.2 meiiliとおie:lit 00000 

5.9 符71< O O 
3.3 流れの磁lJi 00000 

3.3.1 定常流と ~I'定常流 00000 
5.9.1 せき卜:if1r水と低下符水 0 0  O 

3.3.2 干流と不等流 00000 
5.9.2 不等沈の水泌形 O 

3.3.3 版流と乱流，レイノノレズ数 00000 
5.9.3 子水または低F1T71<IIlJ総を:>lとめる公式 O 

3.4 定流のiili続性 00000 
5.10 1潟水路における凱火水鎖

3.5 ベノレヌーイの主主理! 00000 
R~ 6 ~?;~ オリアイスと71<I"J 00000 

3.6 ベノレヌーイの主主主IIの応JIl(ピト ~11'ベンチュリ1ft，:) 00000 
6.1 ノトオラフィス 0000  

3.7 iill動討の法良IJ 00000 
6.2 大オリアイス 0000 

ヨ14:4t ~~: 00000 
6.2.1 大オリアイスと接近流速 0000 

4.1 符水路 00000 
6.2.2 長方形・ ILJ形大オリブイス 0000  

4.1.1 W水路の主主義 00000 
6.3 もぐザオリブイス 0000  

4.1.2 料辺と後深 00000 6.4 オリフィスからの封M<:時1/:1 0000 

4. 1. 3 甚l~た7l< iiJì 00000 6.5 I~{f;: 00  

4.1.4 !lYJ水こう配線とエネルギー線 00000 6.6 ノスノレ

4.2 )f誇J察担1oた水iiJjと平均流i家公式 00000 6.7 7kPfj(ゲート) I当期流出・もぐり流出 0000  

4.3 )車線以外の旅悶による紛失水銀 0000  第 7戸せき 00000 

4.1 lii線管水路 00000 7.1 せきの滋類 00000 

4.4.1 ljí.線~;水路の必j水こう配線とエネルギー去最 0000 7.2 四角せき 00000 

4.4.2 2 つの社IIを給ぶ1~:路 0000 7‘3 三角せき 00000 

4.4.3 サイホン 0000 7.4 !ぶ]力せきと越流ダム 0000 

オ宝塚・手議後後と機水機・符多量k祭主主・護主主勢総 O O 7.5 もぐりせきu答り綴) 0000 

相似員Ij・綴主主2経験 00  7、6 ベンチュリーフリューム O 

4.5 分流・合流するす?水路 O O 第 81;r 地下水 O O 

管室潟 O O 8.1 地下水の流れ ダノレ、ン一刻 O O 

第 5主if 詩水路のおitれ O O O 8.2 ;)j:戸

5.1 関水路 00000 8.3 ~7J<:nl1きょ O 

a) 君主りつぶしf，llimi土，当初の王立医・内務になかったもので，補足として婦人した‘
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表5 執筆者の一覧 (2009年 8月，あいうえ)1民)

氏名 大学名 役割分担 if}t主将:tEl当TEなど 役 l織

岡j翠 宏 *京農業大学 執筆， I-IP主担当 5]'詫

小島{言彦 明治大学 執筆 3京

111良 栄:お 北里大学 執雪広 2'1主 専攻主任

竹下伸一 宮崎大学 1決策， 1，'(1";務， I-IPt日当 4殺

長妓貞郎 日本大学 事!¥祭 7i，戸・ 8:41 

細川吉崎 宮崎大学
執筆・全体総数・ 1=1絵，まえがき， 1 itf . 6 it1，ブックカバー・

出版社連絡 自次・引m参考文献・家引・央付

表6 教科書ー発行までのおおまかな作業工程

壬T三月旬 作業内容

ヒ 教科書出版社からいただいた献本内容の教材研究に若手.

2009. 7 手持ち教科君子の特徴などの整盟を始める

下 授業評価の結果等から教科書執箔をむため，宮崎大に事務局設置(以下， MGと略記). 

ーと
MG:教科書モデ、ノレの決定と，教科合発行で出版社と打ち合わせ調教.

MG : !li-ti完成や羽次項目，内総などの兵ー体的な検討.

2009. 8 rt 
MG: 予定執筆者への連絡と事!\~P;了解を得る手続きを開始.
MG: I:Jj版社と，教科書モデ、//.-を執禁熔へ献本可能かどうか誠整

下
MG:執筆者へ|ヨ次楽と執筆J日立i案，教科:込モテ‘ルの送付ー

MG 執筆者と執筆筒所の司I~~在と確定.

2009. 9 ヒ
出版社から執空持者へ執策要綴を送付.報己在者:拶¥*fWl始.

MG 執筆者へ執筆の際の注意事項と参考文献類を送付一

2009.10 J二 MG 執筆進捗状況のfi{JHffi.執筆務手が遅れている.

」二 早い執'W;者から出版社へ原稿捻rl'，l}自主il. MG:遅い執筆者へ催促する.
2009.11 

補足原稿の提出も託行して続く

2010. 1 設大R首ai墜 HP担当・出援干上と HPの検討を行う.

出版社から執筆者 .MGへ初校送付.執筆者ト .MGが初校rJ局長f7.
2010. 2 

主1]0おどを出版社へ送付 MG ブックカバー原案提出ー

上 出版社から執筆者 .MGへ第二校を送付.二校n~始.
2010. 3 

二校を出版社へ送付.迫力Il原稿と書き換え二校なと

t: I民船上から，執筆者・ MGへ第三授を送付 三校i制台

2010. 4 中 執筆者 .MGから出版社へ迫力11原稿と書き換え三校などが入り l {+tfる

下 {まぽ原稿が確定しつつあったので， ~次・ 9さ付案提出.

上 全体調整役として時間的余篠がなく，最終校IEを出版社へ一任する.
2010. 5 

出版社の最終校正が遅れに遅れ，印刷発行も遅れる.

k 
6月 2日， 1500部を発行.移L雪主者 .MGの三校と出}波社の最終校正が不卜分でIEi¥呉表を作

2010. 6 成 jと~大・宮崎大で教科書初%史郎(学生は著者答11で購入).

…ド 執筆者推鶏のあった留立大学・高専の水玉虫学扱当教員へ，出版社の協力で見本として送付.

版社側は 3..-.-.-4月の教科書販売でイ亡しくなり 4

月初旬発行とならず，結局 2カ月遅れの 6月 213 

に発行となった.

ステップ1 執筆者原稿→出版社→印刷所→初校:

以上の教科書発行までの作業工程を表 6にまと

めたが，原稿から発行までを記すと，以下のよう

な流れとなる.

出版社→執筆者 .MGの両方が初校:初校済み

原稿→出版社の校正作業一→印刷所

ステップ 2 ニ校:印刷所一→出版社→執筆者・

MGの両方が二校:二校済み原稿→出版社の校

正作業→印刷所 注)ここで，追加原稿・訂正
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図表→出版社→印刷所も一部加わる

ステップ 3 三校:印刷所→出版社→執筆者・

MGの両方が三校:三校済み原稿→出版社の校

正作業→印刷所

注)ここでまた，追加原稿・訂正図表→出版

社→印刷所も一部加わるが，訂正FAXが出版

社の校正作業に入っていなかったりして校正作

業の遅れにつながった

ステップ4 最終校正:印刷所→出版社の最終校

正作業→印刷所→印刷発行

すなわち，校正作業では，執筆者とMGが並行

校正したものを出版社が再度校正し，その後，印

刷所に提出する，さらにこれを繰り返すことを三

校まで行って，十分に見直すことを目指したつも

りであった. しかし，最終校正はMGに時間的余

裕がなく，出版社へ一任せざるを得なかった.結

果として，印Mi!J発行後に訂正衛所が見つかったの

で正誤表を差し込むことになった.国立大学や高

専の水理学指担当教員へ教科書見本として送付し

たものに正誤表を差し込んでから送るように出版

社に依頼したが，出版社はそれを忘れて発送して

しまった.

また，校正途中，すなわち二校や三校の時点で，

印刷所の作図が上手ではなく書き換えが多数出て

しまった.例えば，水面のマークや重力加速度[g]

の表記がまずく，管の断面を椅円とすべきところ

をアーモンドアイの形状にしたり，オリフィスや

水槽の断面が厚壁ではなく薄板状であったりして，

執筆者の意図する作図になっていないことが多々

あった.一般に書籍の中の図表は，出版社御抱え

印刷所の作図能力や経験，そして出版社の校正能

力次第であり，これが書;籍の出来栄えを左右する

そこで，事前に出版物中の図表等の出来栄えを検

討しながら，出版社の選定を検討する必要がある.

さらに，追加原稿・訂正図表なども加わり，二

校・三校のやり取り作業が添付メールだけで、は容

量的に送れずに困ったことがあった.原稿類を送

るには，正確を期すために郵送手段を取れば確実

だが，宮崎市から東京の出版社には宅配でも 3日

を要する そこで原稿のカラーPDFの添付メー

ルやFAXを用いたほか， i宅ファイノレ使」を有効

に利用した.後者は，会員登録さえすれば100

MBの容量まで添付ファイルで送ることができる

もので，容量が多く急ぐ際はとても便利で助かる

もので、あった.

「農学系の水理学Jの特徴

1)書籍のタイトルとカバー

書籍のタイトノレは，執筆者から「農学系でもわ

かる水理学j や[農学系の水理学J，i農学系のた

めの水理学J，i農学系・生態環境系でもわかる水

理学Jなど案をたくさん出していただき，その後，

出版社と協議し，長くもなくインパクトのある

「農学系の水理学Jに収まった.また，著者名は

50音順に並べ共著とした.本教科書が大方の執

筆者は初著作であるから，この発行に至る手続き

やその煩わしさ，責任性などを共通理解し，これ

を今後の著述活動に活かしてもらおうと考えたか

らである.

本書のカバーを写真 l に示す• 7k理学だ、から水

色のカバーも案にはあったが，農=学系ということ

で縁色とし，前面にはハスの花が美しく咲いてい

る景色を大判で表した.この写真は，青森県八

市「対泉~JGJ 境内の池の大賀ノ\ス(古代ハス)で

ある • 7k理学的には，ハスの葉に落ちた水j高は表

面張力で丸くなり，表面の微細突起構造により葉

の汚れはその水に絡められて落ちてしまう現象の

理解に用いられる.そのためであろうか，ハス

(1睡蓮)はよごれのない仏様ということで仏像の

台座に彫刻されたり仏固に描かれたりしている.

また，小さい写真3枚組は，左から，マカオのヴェ

ネツィアン内のゴンドラが浮かぶ人工の小運持，

宮崎県西都市の杉安頭首工， J.鹿児島県南の開聞岳

周辺畑地のスプリンクラー謀説である.いずれも

水に親しむものや水の利用にちなむものであり，

写真1. 1農学系の水理学j のカバー
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教科書の口絵にも掲載している.

発行部数は1，500部で， B 5判の186ページ，定

舗が2，800円となった.書籍の価格は，多数冊販

売可能ということで，当初から出版社とできるだ

くするように交渉していたものであった.

2) r農学系の水理学Jの特徴

理科離れが進み，物理系科目にチンプンカンプ

ンな学生で、も水理学に興味を持って学べるように，

までまとめた執筆ヒ注意すべき事柄を参考に執

した.とりわけ以下の点が特徴といえる.

①身近なところに水理学が使われていること理

してもらえるように「口絵j で現場写真を多数

用いて詳細な解説をしている.②ルビを多くつけ

中学卒業程度でも読める工夫をし，高専学生や農

・環境・生態系の大学生を対象としている.

③重要な用語の解説をページの1/3ほどで右側に

掲載し，それがない場合はメモの織とし，ノート

代わりに書き込みを勧めるようにしている.④微

分積分は基礎的な箇所では極力避け，解り易い表

記と解説に心がけ，かつ，例題を多くしている.

⑤公務員等の受験にチャレンジできるように演習

問題を多くしている.

また，水理学をより広く学ぶために多犠な構造

物の画像、や多くの公式，そして関連する多くの図

表などが必要である.しかし本書に掲載するには，

f口絵Jが4ページと制限があったため，それら

を出版社のHPfこ掲載することにしている.

を購入した学生や教員はその日Pを活用できるし，

教材画像の利用も可として情報の共存化を考えて

いるが，その内容は逐次充実してし、く予定である.

表7 執筆者大学の2010年度教科書の購入予定冊数

大学名 対象学年(科医名) 必修・選択 I~自議日寺j羽
(前・後期)

北豆大学
2年 (71<理学) 必修・選択前期 4/5~

3fド(応用水理学) 必修・選択後期 9/1~

2主ド
東京農業大学 (71<王監学，水理学演溜) 必修 後期 9/21~

日本大学
2年(基礎水理学) 選択 前JJJ14/9~
2年(応用水滋学) 選択 後期 9/24~

明治大学
2年(71<壊さ手概論) 選択 後期 9/20~

3f!三(応用水理学) 選択 前Jlï14/9~

2年(水理学 1. 71<理 選択 後期 10/1~

'ili"P崎大学: 学演潔) 選択 後W110/1~

3年(水理学I1) 選択 前期 4/14~

3) 2010年度の教科書購入予定冊数

表?に， 2010年度の教科書購入予定冊数を示し

た.これは執筆者が本教科書を採択する冊数をあ

らかじめ知っておく必要があったために，大学5]IJ

に取りまとめたものである.また，シラパスに

載する時期が2010年 2月頃であるので，本書の執

筆進行状況との兼ね合いで，記載できる大学には

シラパスに記載してもらった.結果的に2010年度

は約420冊が販売可能と判断できる. 2011年度以

降にカリキュラム変更で選択科目に変わったとし

ても，年400冊の販売予測は可能で、あった.

教科書発行は予定より 2カ月遅れたものの，北

里大学と宮崎大学とで150叩弱を初使用すること

になった. 2010年度前期の途中で、の発行で、あった

ので，再大学における 4~5 月の講義には，本教

科書の初校のコピーを教材として用いた.また，

学生は書屈を通して購入できなかったため著者割

価格で安く購入できた.

4)今後の課題

今後の課題として，大別して 2点ある.

一つは，正誤表と改訂版発行のことである.前

述したように，校正した部分が印刷所で十分に直

されていなかったことがあり，三校から最終校正

の段時での訂正や追加書き換え箇所が見落とされ

た部分もあり，発行後に訂正簡所が見つかった.

この訂正箇所は，明らかに訂正しなければならな

いものと，改訂版まで待てるものとがあった.前

者の方は，出版社が取りまとめてくれないという

ので，各執筆者の訂正箇所を第一筆者が整理し出

販社に送ることになった.その正誤表は発行した

受講学生数 rK%学系の71<理学j の 2010年度購入

(;:jj) 教科書採択 予定冊数

品守 100 水理学:指定，
90 

約 100 応用水理学:参考書に指定

約 210 指定 210 

~，'J 100 
別のものを指定済み

なし

約 100 なし

約 60
2010年度は腎定的

30 
約 20

選択40 指定 40 

(選択 40) (向上)

i翠択49 (向上) 43 

言1-413 
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教科書に差し込むためのものであり，また，すで

に見本として送った国立大学・高専の水理学担当

教員へ詫び状とともに送るためのものである.ま

た，後者の場合は，教科書内容をより精査し，補

足するものや削捺すべきものなども詐正箇所とと

もに洗い出し， 1，500冊が完売となる前に改訂版

を発行する段取りになっていて，すでに担当者も

決めている.

一つ目は，発行したばかりだが，この教科書;の評

価である.今後，後期の授業で使用する教科書も

含めて，教科書の口絵から奥村ーまで， 目次，項臣・

内容等全てにおいて妥当なものかどうか評価点検

し改善すべき箇所を取りまとめ，改訂版の作成を

行う必要がある.そのことによって，一層利用価

値の高い教科書に生まれ変わることが期待される.

おわりに

水理学は，水系で、言えば，高地の森林域から低

地の平野・海岸域までの広範な「水Jにまつわる

多様な現象・形態を理解し， 71<.災害の抑制に関わ

り，また生活や生産のための利活用を図る技術の

ーっとなっている.ルネサンス時代に活躍した万

能の人物“レオナルド・ダ・ピンチ"がもっとも

多くのメモを残した対象は水j に関するもの

で，その様々な流れの現象の描写とその効率的な

利用技術(橋等の設計技術)で、あったと言われて

いる.また，先のこ|二木学会会長の近藤氏が総

合土木工学とコア技術j と題し「土木工学は，道

路，河)11 ，港湾，鉄道，水力，都市計闘，水道，

下水道等々多くの技術分野に分化してきた.それ

ぞれの技術がベストを目指して国土を整備してき

た. (中111各)複雑化する社会全体と向き合い(中

略)総合化された土木工学が必要(中略)そのと

きに必要な共通言語は，構造力学，水理学，土質

力学，コンクリート工学等のコア技術だ(以下，

|略)Jと，土木学会誌に寄稿している(近藤 2010). 

社会基盤の構築や管理などに少なからず関わる学

生はそのコア技術をきちんと学ぶべきものであり，

それはまた，土木工学や農業工学に共通した専門

基礎科目として従前位置づけられてきた所以でも

ある.

このように「水理学」は，歴史的にみても，そ

して現在の社会においても，重要な専門技術のー

っとの認知は手堅いものである.今回，農学系学

生の特徴・動向に配慮した「水理学j 指導のため

の教科書を発行したことは，最良の選択で、あった

と自負したい. 2010年4月に宮崎大学農学部にお

いて学科改組が行われ，農業工学系科目が多い森

林縁地環境科学科において「水理学Jは専門必修

科目となり，明確にスペシャリスト養成の専門技

術指導が引き継がれることになった.

大学におけるスペシャリストの養成は社会がど

う変わろうと，前述したようにコア技術が専門的

知識技術として活かされる場面が多いだけでなく，

普段の生活環境の中で快適に生きるための員A重な

知恵にもなる.そういう知識・技術の教育指導に

おいては，教員は今後の社会構成員を育てる意味

で決して手抜きをしてはならない.教員みずから

多様な学生に対応した教材研究の研鎖を積み，そ

して教員仲間で相談し合い，既存の指導法に一属

の工夫を加えながら教育指導の改善をスパイラノレ

に行う努力を惜しむことはないで、あろう.

要約

農業工学系学科では生物学で受験する学生が最

近多くなってきており，物理系の専門科目「水理

をどのように効果的に教育指導すべきか検討

する必要がある.

水理学指導の実態、を11立4大学と国立の宮崎大

とで調査した結果，科目名は相違するが基礎系

水理学が 2年前期に，応用系水理学が 2年後期か

ら3年次に配置され， JABEE認定学科・コース

であっても必修科Eと選択科目に分かれていた.

使用教科書は難易度で普通から易の内容のもので

あり，補助的に資料も配布していた.適当な内容

の教科書がない理由で自作資料を用い，理解を深

めるために講義内容を工夫し演習問題を多用し公

務員受験にも配慮している.

また，解り易い教科書を執筆するために， 30冊

の水理学教科書の内容を精査し，難易度で普通か

ら易の内容のある教科書モデ、ルを選定しp それを

例として執筆する章・目次・項目・内容の精選を

具体的に行った.この方針lこ基づき2009年 9月か

ら6名で分担して執筆を開始し， 2010年 6月に

B5半Jj， 186ページの「農学系の水理学jを1，500部

発行した.現時点では，農学系学生の特徴・動向

に考慮して教科書を発行したことは，最良の選択

であった.
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本研究の一部は，宮崎大学農学部 f平成21年度

学部長裁量経費:多様な学生に対応した専門科目

指導のための教材検討水理学を対象として j 

によるものである.また，本稿執筆にあたり，

崎大学農学部の按数の教員から学科教育指導に関

する助言を賜るとともに，多くの出版社から教科

書の献本や情報をいただいた.ここに記して，深

く謝意を表する.
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