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教授に聞く学生時代

先生も筑波大生だった

日々の大学生活で、 私たちは自分とどう向き合っていくべきだろうか。
私たちの先輩でもある、 本学出身の教授の学生時代を参考にしてみてはどうか。
( 髙野友理香、 田中美紗子、 張文禎、 長尾純江 )

80 年当時の第一エリア付近

東京サミット開催
第１回共通１次試験実施

第三学群国際関係学類設置

1983

筑波実験植物園開園

第二学群日本語・日本文化学類設置

1985

日航機墜落事故
クレオ・ジャスコ・西武百貨店オープン

【参考】
『筑波大学 30 年史年表』 筑波大学総務・企画部広報課発行
『筑波大学公式ウェブサイト』 大学案内沿革
http://www.tsukuba.ac.jp/about/history.html

【参考】
『筑波大学 30 年史年表』 筑波大学総務・企画部広報課発行
『歴史年表』
http://www.asahi-net.or.jp/~wy6m-skmt/nenpyo.htm
『wikipedia「1975 年」
』
http://ja.wikipedia.org/wiki/1975%E5%B9%B4
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やなぎさわ まさし
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医学専門学群出身の柳沢正史教授の３人だ。３

第三学群棟等完成
柳沢正史教授、医学専門学群に入学

73

年の開学から今年で 年目を迎えた筑波大

日中平和友好条約

人ともそれぞれの分野の第一線で活躍している

1978

学。多くの学生が学び、卒業していった。その

東京教育大学閉学

研究者だ。

東大通り・西大通り開通

中には研究者として現在も本学にかかわってい

1977

教授たちが在学していたのは 年代から 年

第二学群棟全棟完成
第三学群
（社会工学類、情報学類、基礎工学類）
等設置
大澤義明教授、第三学群社会工学類に入学
学内バス運行開始

代。何もかもが新しかった学内で、教授たちは

ロッキード事件

今回は、開学して間もない時期に在学してい

1976

る人がいる。

矢澤真人教授、第一学群人文学類に入学
大学会館完成、開館、運営開始
附属病院開院

何を思い学生時代を過ごしていたのだろうか。

第二学群
1975 山陽新幹線岡山博多間開通
『およげ ! たいやきくん』が流行
（比較文化学類、人間学類、
『ジョーズ』公開
生物学類、農林学類）
・芸術専門学群等設置
第一学群棟・医学専門学群棟、全棟完成
第１回宿舎祭開催
第１回全代会開催
第１回学園祭開催

た教授の学生時代に迫った。人文学類出身の

1973

私たちの学生生活に活かせる何かがあるはずだ。

筑波大学を設置
第一学群
（人文学類、社会学類、自然学類）
・
医学専門学群・体育専門学群等設置、開学

同時代の学外での出来事
オイルショック
土浦学園線開通

やざわ まこと

年

矢澤真人教授、社会工学類出身の大澤義明教授、

学内の主な出来事

３人の教授が在学されていたころの出来事
Campus 185
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間活動できるようにしたり、文化系サークル

を、もっと自覚してみてもいいかもしれない」

1980 筑波大学第一学群人文学類 卒業

矢澤真人教授（人文社会科学研究科）は、
生が自由にサークル活動できる環境をつくっ

活きているという。設備局長を務めた経験か

1995 筑波大学文芸 ・ 言語学系 助教授

会館（文サ館）にロッカーを設置するなど学

生がサークル活動をしやすい環境を整えた。

ら、現在はつくば市民活動センターの委託管

1989 筑波大学文芸 ・ 言語学系 講師

日本語学で文法論を専門に研究している。

当時の筑波大学は学生運動を警戒し、学生が

理を請け負う NPO
団体「つくば市民活動推進
機構」の代表理事を務めている。学生時代に

1985 学習院女子短期大学
（現 ： 学習院女子大学） 人文学科 講師

年に筑波大学の３期生として第一学群人文学
た。「サークル活動は学生文化の基盤だ。文
化は学生たちが集まる部室から生まれると考

アの食堂の天井にアルミ材を貼ったという。

集会を開くことに敏感だったという。個人

自らサークルを立ち上げていたように、夫婦

教授

2008 筑波大学大学院人文社会科学研究科

類に入学した。
「筑波大学は、当時の学生が自分たちでつく
え、学生たちが気軽に集まれる文サ館を目指

学生がつくったのはサークルに限らない。

した」と矢澤先生は語る。

りで何もなく、すべて学生自身の手でつくら
当時は大学の建物が未完成だったため、「軽

った自分たちの大学だ」と矢澤教授は話す。矢

なければならなかった。サークルも少なく、友
作業」というアルバイトで学生たちも建築資

矢澤教授は、文化系学内団体代表者の中か
教授は笑う。

「物理的な意味でも大学をつくった」と矢澤

材を運ぶなどした。矢澤教授も、第三エリ

人たちと共に中国文化研究会とユースホステ

ら世話人に選出され、現在の文化系サークル

ルクラブを立ち上げ、掛け持ちしていた。

連合会（文サ連）の発足活動にかかわった。

学生時代の経験は、 年以上経った今でも

的な集まりでも、３人以上なら毎回「集会

で「雑木林で遊ぶ会」という市民団体で活動

では、学群１年生の時の疑問をきっかけとし
て、卒業論文・修士論文・博士論文を一貫し
て同じテーマで書いている。
筑波大生は、他大生に比べて学外との交流
が少ないと矢澤教授は言う。「大勢いる学生
たちが市民と協力すれば、もっといろいろな
ことができるはず」と矢澤教授は話す。開

ごしてきたために、大学周辺地域にも学生の

学以来 年間、多くの学生たちがつくばで過

暮らしが根付いてきたという。「学生たちは

1985 筑波大学大学院文芸 ・ 言語研究科言語学博士課程
単位取得満期退学

（人文社会科学研究科）

文サ連正式発足後は初代設備局長を務め、学

願」を提出しなければならず、サークル活動

14

ち向けに講座を開くなどしている。学問分野

をする上で不自由していた。文サ連世話人会

10

したり、市民活動の一環として市内の子供た

など

1976 筑波大学第一学群人文学類 入学

矢澤真人教授

澤教授が学生だったころは大学ができたばか

学生時代の矢澤教授の１日

76

12

では、登録団体は年１回の集会願提出で１年

0

ユースホステルクラブで参加した筑波山登山

学生時代の課外活動について話す矢澤教授

20

先輩の文化をつなげていく担い手であること
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1977 筑波大学第三学群社会工学類 入学

1982 筑波大学第三学群社会工学類 卒業

1987 筑波大学大学院社会工学研究科都市地域計画学
博士課程修了
1987 東京大学工学部係数工学科 特別研究員

お お さ わ よ し あ き
1988 熊本大学工学部 助手

大澤義明教授

1991 筑波大学社会工学系 講師

1993 ルーバン ・ カトリック大学 客員教授
1997 筑波大学社会工学系 助教授

（システム情報工学研究科）
2002 筑波大学社会工学系 教授

マージャンで遊ぶ学生時代の大澤教授とその友人たち
友人との思い出について話す大澤教授

がアルバイトをしていたこともある。「学生
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大澤義明教授（システム情報工学研究科）
は、都市計画を専門とする教員だ。
大澤教授は、 年に第三学群社会工学類の

とも考えたが、社会工学類が新設の学類であ

１期生として入学した。ほかの大学で学ぶこ

るというところに惹かれ、進学を決意した
という。入学当時、第三エリアの校舎は未完
成で、授業には第二エリアや体育・芸術エリ
アの教室が使われた。１・２年生の時は、新
築だった一の矢宿舎４号棟に入居していたと
いう。「新しい部屋のコンクリートのにおい

気持ちにさせた」と大澤教授は話す。「当時

と教員がかかわりながら暮らす、アットホー

大澤教授が入学した時、当時の教員たちは

り、筑波大学を出た後も、大澤教授は筑波大

「この大学を、日本一教育環境の優れた大学

学生時代は、友人と過ごすことが多かっ

行ったり、東京へ遊びに行くこともあったと

にしたい。世界の一流大学とくみする研究拠

学に戻りたいと思っていた。それが現実とな

いう。「もちろん勉強もしたが、友人と話を

点となれば」と話していたという。その意志

った時は本当にうれしかったという。

したり、マージャンをしたことの方が思い出

部屋に集まった。休日には土浦まで買い物に

深い」と大澤教授は目を細める。大学時代の友

を引き継ぐことが、筑波大学出身の教員の務

を今の学生にも伝えていきたい。日本一の大

人は切磋琢磨する良きライバルであり、現在

「筑波大学の良さは、学園都市の中にある

学、そして世界一の大学にする気持ちで頑張

めだと教授は考えている。「当時の教員の志

こと」と大澤教授は話す。都市計画に関心が

りたい」

た現在は、たまたま入った飲食店で教え子

員の自宅へ頻繁に遊びに行った。教授となっ

に至るまで変わっていない。学生時代は、教

特の雰囲気は、大澤教授の学生時代から現在

学生と教員が同じ空間で生活を送るという独

の暮らしぶりは興味深いものだったという。

あった学生時代、大学周辺に住む学生や教員

も精神的な支えとなっている。

た。授業が終わると夕飯を食べに行き、夜は

ムな雰囲気が好き。そこがこの筑波研究学園

12

は何もないところからのスタートで、教員も

勉強

学生もハングリー精神が強かった。教える側

友人の

都市の魅力」と大澤教授は話す。博士号を取

0

も学ぶ側も良い授業にしようと必死だった」

が、自分たちで何かをつくっていこうという

10

14

8

授 業

16

6

睡 眠

食 事 な ど

18

4

部屋で過ごす・

20

2

22
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学生時代の大澤教授の１日
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家だ。幼いころから研究者を志しており、臨

人体の構造や機能を研究する基礎医学の専門

柳沢正史教授（人間総合科学研究科）は、

がきっかけだった。

留学した。基礎医学に進んだのは、この経験

ーストラリアのニューキャッスルに３カ月間

柳沢教授は６年生の春、臨床実習のためオ

学生時代、柳沢教授は国内の臨床医学の状

床医の父の影響で医学を学ぶことを決めたと
いう。
況に疑問を抱いていた。当時の終末期医療で
は、末期ガンなどの病気は患者に告知しない

柳沢教授は 年に医学専門学群（現・医学
群医学類）の６期生として入学した。学生時
のが普通であり、治療方法も患者不在の状況

ついての選択肢を患者本人に与えている。留

代はとにかく勉強に打ち込み、いくつもの研

学中に見た「患者のために何でもする」「患

で医療スタッフが議論していた。一方、留学

器まですべての医学を網羅しており、人間の

者自身の領域に踏み込んではいけない」とい

究室を訪問していた。学群生時代の勉強は、

身体について広く学ぶことができた。「最先

先では治療方法を患者に必ず告知していた。

端の研究をやっていると、自分の行く道の先

った医療に携わる者の心得は、柳沢教授に強

告知後のメンタルケアも含めて、治療方針に

がわからなくなる。でも学生時代にどの領域
い印象を与えた。

医学専門学群のカリキュラムは、精神から臓

のことも昔１度は学んだという自信があるか

ションを必要とする臨床医学に自分は向いて

柳沢教授は、患者との高度なコミュニケー

卒業後に海外で研究することを考えて、英

いうのは、柳沢教授の生涯で一番大きな決断
だった。「今日の患者は臨床医に任せ、自分

1989 筑波大学基礎医学系薬理学 講師

1991 テキサス大学サウスウェスタン医学センター 准教授
兼 ハワードヒューズ医学研究所 准研究員

（人間総合科学研究科）

1985 筑波大学医学専門学群 卒業

1988 筑波大学大学院基礎医学系博士課程 修了

柳沢正史教授

1979 筑波大学医学専門学群 入学

し

ら、研究の方向が変わっても怖くない」

いないと感じ、基礎医学の道へ進むことを決

±´

いなかったという。「臨床医にならない」と

語の勉強にも意識的に取り組んだという。

±°

めた。医学専門学群に進学しながら臨床医を

ૌ ഈ
±¶

さ

やなぎさわ ま

現在の研究にも直接活かされているという。

学生時代の柳沢教授の１日

±²

目指さない学生は、学年でも数えるほどしか

᭥ ̜

¸

にきちんと勉強しておくべき」と柳沢教授は

¶

「外国語は絶対に大事。今の学生も若いうち

²°

話す。

°

医学専門学群で学んでいたころの柳沢教授

基礎医学の研究について話す柳沢教授

79

´

ӣऐˁ
ɹʳʠˁ
ᆅሱˁ
ᤅɆȽȼ

は未来の患者を治そうと思った」と柳沢教授
は語る。
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1996 同 正教授、 同 正研究員

2003 米国科学アカデミー正会員に選出

2010 内閣府 最先端研究開発支援プログラム （FIRST）
中心研究者
筑波大学人間総合科学研究科 教授

料費などはそれらの費用の中に含まれている
ので、自家用車に比べて維持費などのコスト
を抑えられる。また営業所で手続きする必要
がないので、自動車が空いていれば 時間好
きな時に利用できる。
他方、カーシェアリングでは、法制上レン

タカーよりも短時間での利用に適し、自動車

とだ。レンタカーと似た部分はあるが、レン

動車を共同で利用する会員制のサービスのこ

カーシェアリングとは、複数人が一台の自

めに、改善する余地はある」とカーシェアリ

らにカーシェアリングを活用しやすくするた

しまうという欠点もある。この点について「さ

用するとレンタカーより料金が割高になって

に自動車を戻す必要がある。また、長時間利

却することができず、乗車したステーション

グは地球環境への負荷を低減する効果も期待さ

ング事業者に相談したという。カーシェアリン

ているほかの大学を視察したり、カーシェアリ

導入のため、すでにカーシェアリングを行っ

タカーのように乗車場所とは別の営業所に返

の使用頻度が低い人に向いている。

ング事業本部主任の天田弥香さんは言う。

筑波大学の組織「つくばエコシティ推進グルー

共同利用という新しいかたち

より自由なカーライフを
――
筑波大生の主な移動手段と言えば自転車だ。
一方でつくば市周辺の交通状況が整備され、
自動車を利用する人も徐々に増えている。
毎日乗る人や月に数回しか乗らない人など、
自動車利用のかたちはさまざまだ。

パで発祥した。一台を複数人で共同利用する

「カーシェアリングはこれからどんどん人気

プ」の支援制度の対象に選ばれた。このような

カーシェアリングは 年代半ばにヨーロッ

ため自動車の所有率の低下につながり、交通

が出てくるだろう」と岩宮さんは言う。日本

導入に向けた活動や実績が 年６月の大学の

れている。 年１月には、環境問題に取り組む

渋滞の解消などが見込めるという。電気自動

が、自動車の共同利用という形態は今後注目

ではまだ利用者の少ないカーシェアリングだ

運営会議で認められ、筑波大学公認のカーシ

ェアリングを行うことになった。運営は大学

車は学内外にある３個所のステーションに配

不便なことが多い。
「筑波大学はバスなどの公

点在しているため、自動車を利用しなければ

つくば市は広い土地に研究所や行楽施設が

に加入している。加入の際に発行される ID
を
友人と２、
３人で共有している利用者もいるの

者（前述ユーピーアール㈱）に任せるという。
置してある。利用するときはあらかじめ予約

共交通機関の利用を奨励しているが、それだ

が担当し、自動車のメンテナンスなどは事業

を行い、携帯電話から専用のウェブページに

年 月現在、 人がカーシェア・つくば

アクセスしドアを開けることで運転できる。
「つくばには学生が多いが、その割に公共交通

54
た」とカーシェアリング事業本部長の岩宮好

った。元来カーシェアリングのニーズはあっ

活が豊かになると考え、カーシェアリングの導入

の利用制度を提供することで、大学関係者の生

ている人物だ。多様なニーズにあった自動車

ある「カーシェア・つくば」を企画・推進し

谷口講師は筑波大学のカーシェアリングで

置されている。

に２台、追越学生宿舎前に１台、それぞれ配

６台。平砂学生宿舎前に３台、第一体育館前

も加入しているという。使用できる自動車は

宏さんは語る。
カーシェアリングにはさまざまな利点がある。

が自動車免許を取得する夏休み明けに合わせ

大学では利用者を増やすため、多くの学生

カーシェアリングで必要な費用は入会金、月

筑波大学関係者だが、大学周辺に住む一般人

10
を企画した。

機関があまり整備されておらず、車が必要だ

10
会費、利用料金の３つ。保険料や整備費、燃

ステム情報工学研究科）は話す。

で、実際の人数はさらに多い。主な利用者は

豊かな生活を提供したい

されることになりそうだ。

車やハイブリッド車でのカーシェアリングも

カーシェア・つくばのロゴ
カーシェア・つくばの HP
（http://www.tsukuba.ac.jp/
carshare/index.html）

日本全国で始まっている。
筑波大学のカーシェアリングを管理・運営
するユーピーアール株式会社は 年からカー

09
けで暮らすのは難しい」と谷口綾子講師（シ

シェアリング事業を始めた。利用できる自動

04

09

90

筑波大生と自動車の今を取材した。

（平林知芙美、松井隼人、矢澤唯）

カーシェアで利用できる自動車の一つ

24

賢い車の使い方
カーライフ ｜ 賢い車の使い方
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カーライフ ｜ 賢い車の使い方

て説明会を開いたり、学内にポスターを貼る

きるのがカーシェアリングの特徴。状況に合

などの広報活動を行っている。
「気軽に利用で

わせて公共交通機関などと使い分けてみては」
と谷口講師は話す。

ちょっとした用事に便利
たかいしひろあき

高石大愛さん（社会学類１年）は、インター
ンシップを始める際に自動車が必要になった。

ず、毎日通うので公共交通機関では負担が大

インターンシップ先には自転車だけでは通え

きい。高額な自動車を買うわけにもいかず、
インターンシップを行う仲間と一緒にカー

人が利用していたことが、カーシェアリング

自動車を利用した。
「日常生活では、大抵の

シェア・つくばに登録したという。学類の友

ᴧᴧᴧᴧ
ᴧᴧᴧᴧ
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にある３台の自動車は使用頻度が意外に高く、

利用している人は少ないが、平砂ステーション

用している。身の周りでカーシェアリングを

シェアリングのステーションから自動車を利

高石さんは現在、平砂学生宿舎前にあるカー

と高石さんは言う。

であったり荷物が多いと自動車が必要になる」

ことは自転車で事足りてしまう。ただ、遠出

カーシェア・つくばを利用するための手順

を知るきっかけになった。
自動車を利用するのは、主にインターンシッ
プ先へ通う時だ。学園祭で店舗を出店した時

ȝȷȞɟȨɑ
ȝɥȷȤȹ

利用料金は 分ごとに課金される。自動車

いつも誰かが使っていると高石さんは言う。

に乗っていなくても、予約時間分の料金は支
払わなければならない。
「ちょっとした買い
物など日常的なことにはカーシェアリングは
便利だが、長時間の利用には向かないと思う」
と高石さんは語る。
「自動車免許を持っていて、

用事で自動車が必要な人はカーシェアリング

たまに自動車を利用したい人、ちょっとした

自分の車は「自分の空間」
一方で、自家用車を持つことを選んだ学生

五味さんはもともと自動車にあこがれてい

さんにとって自家用車は単なる交通手段であ

いう。車内で好きな音楽をかけるなど、五味

たが、自分の車と思うとさらに愛着がわくと

もいる。五味峻史さんは、２月に自家用車を

る以上に「自分の空間」だ。
「自家用車を買っ

ご み たかし

購入した。

ろいろなことができるようになったし、これ

てから、運転自体がとても楽しくなった。い

からもいろいろなことをしたい」と五味さん

「車を買ってから、自分の生活圏が広がった」

遠く感じる場所でも、思い立った時に気軽に

は楽しげに語る。

と五味さんは話す。自転車で向かうには少し

行けるようになった。傘を差さなければならず

行く。大学周辺にも飲食店はあるが、自動車

サークルでは、よく周りの人を乗せて食事に

後輩や友人を自家用車に乗せることも多い。

の利用形態にもそれぞれ利点や欠点がある。

をする時に重宝するが、維持費が掛かる。ど

長時間の利用には向かない。自家用車は遠出

カーシェアリングは少しの外出に便利だが

自分に合わせた選択を

があると選択肢は一気に広がる。長期休業の

たまに利用する人、日常的に使う人など、自

するようになって気にならなくなったという。

敬遠していた雨の日の外出も、自家用車で移動

時などは、帰省する人をつくばセンターに送

動車利用の選択肢は一つではない。
事に連れて行ってもらっていた。自分が頼ら

ることも多いという。
「自分もよく、先輩に食

れるとうれしくなる」と五味さんは笑う。
自家用車を購入する以前からカーシェアリ
ングについて知ってはいたが、利用しなかっ
た。五味さんのように普段の食事や日常的な
買い物などに使うには、予約制などの制約が
多かったからだ。
「思い立った時にすっと使え
る自家用車の方が、軽く行動できると思った」
学生が自動車を個人で所有する上で気にな
るのが、維持費としてさまざまな費用が掛か
ることだ。保険料、ガソリン代、税金、駐車
場の契約料など、自家用車の管理・保有には
出費がかさむ。
「確かに、全部合わせると結構

だ、遠くに旅行するときなどは電車やバスを

な額になるかも」
と五味さんは苦笑いする。
「た

使うより安く済むし、旅先でも自由に動ける」

自家用車の魅力を話す五味さん

にも、買い出しのためにカーシェアリングの

ᴧᴧᴧᴧᴪᴧᴧᴧᴧ

15

を使ってみてもいいかもしれない」

Campus 185
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カーシェアリングの感想を語る高石さん

全代会 ｜ 活動報告

第４回本会議

10月

第５回本会議

化学類クラ代会との合同駐輪整備

第３回委員長連絡会

静脈認証システム意見交換会

意見を交換しあう座長団

実委からも 人の委員が参加し、第

会に引き続いて審議が行われた。学

「来年度以降は看護学類と医療科学

議論では医療科学類の座長団より

提出された。本議案は承認 、否認

い」という意見が挙がった。看護学

類 そ れ ぞ れ か ら３ 人 ず つ 選 出 し た

のために何を用意すべきか、何を審

安心している。しかしながら、審議

「まずは実行計画書を可決できて

会などへ伝わりにくいといった問題

状の体制では全代会の決定がクラ代

措置を受ける必要がないからだ。現

ラ代会はすでに独立しており、特例

類と医療科学類のカリキュラムやク

議すべきかなど、来年への課題はま

今回の意聴会では田幡琢磨議長

る。全代会の議事進行役を務める議

り議長一人と副議長二人が選出され

いいのかが問題となった。議論では

（人文学類２年）の提案で、全代会

「議長団は座長団から抜け、クラ代

て審議した後、質問書を学園祭実行

最初に座長団の人数について話し

会から新たに座長団が３人になるよ

委員 会
（ 学実委 ）
へ提出した。審議は

合われた。座長団は各学類のクラス

長団が、会議で意見を持ち発言して

代表者会議（クラ代会）から３人ず

う選出すべき」という意見が挙がっ

の在り方について議論が行われた。

９ 月８ 日午後６ 時半より３Ａ

つ選出するのが原則だ。しかし学群

第４回本会議

２０ ４ 教 室 で 第４ 回 本 会 議 が 開 か

に左右されないよう心掛ければいい

た。一方で「座長団が議長団の意見

のでは」という意見も挙がり、座長

改組の際の特例措置により、人間学
会議では「実行計画書追加分に関
する要請」が提出され、第３回意聴

学園祭実行計画書を承認
全代会の在り方を議論

ぞれ合同で３人選出している。

群と、看護学類・医療科学類はそれ

第４回本会議で引き続き行われる。

も話し合われた。議長団は座長団よ

座長団人数をどうするかについて

続いて、議長団を選出した学類の

らず、今後も話し合っていく予定だ。

てクラ代会で統一した見解が出てお

人間学群では座長団の人数につい

もある。

２０ ４ 教 室 で 第４ 回 意 聴 会 が 開 か

日午後６ 時半より３Ａ
行われる一般企画の承認を要請する

れ、座長団 人が参加した。

月

第４回意見聴取会

会工学類２年）は言う。

だまだ多い」と若宮浩司副議長（社

１、保留０で承認された。

３ 回意聴会で出た質問への回答も

15

もの。座長団が８グループに分かれ

された。この議案は、 年学園祭で

40

本会議報告
第３回意見聴取会
９ 月１日午後６ 時半より３Ａ

聴会）が開かれ、座長団 人が参加

２０４教室で第３回意見聴取会（意

した。通常の会議では各学類・専門
学群ごとに固まって座長団が着席し

クを行うため、くじ引きで席順を決

ている。
しかし、
今回はグループワー

めて他学類の座長団と意見交換でき

意聴会では「実行計画書追加分に

第２回学生組織連絡会

13

44

るようにした。

エコサイクル説明会

10

43

関する要請」が提出され、
内容が審議

第４回意見聴取会

10

れ、座長団 人が参加した。
41

活動報告

第３回意見聴取会

1
8

コインランドリー意見交換会
学園祭企画「FDを問う」
学園祭企画「IT Cafe’」

1
9
10,11
13
14,18,30
19
20
26
27
28

全代会

9月
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室）の使用マナーについてや、専門

ほ か に 全 代 会 室 （１Ｃ ２０ ４ 教

会について考えてもらうという最低

それを意見交換して、より深く全代

なが持ち始める時期に入っている。

いて自分なりの考え方を構成員みん

てきた。同時に全代会の在り方につ

動を知ってもらうことと、筑波大学

る。この企画は、学生に教育委の活

環境を改善するための活動をしてい

（ＦＤ）を始めとする、大学の教育

ファカルティ・ディベロップメント

教育委は、教職員の能力向上活動

く方法を考える必要があると思う」

後、教育委の活動を外へ発信してい

を表しているのかもしれない。今

味、学生の大学に対する意識の低さ

ど多くなかったという。「ある意

画共有サービス Ustream
でインター
ネット上にも配信した。来場者には

関する

加のゲストがそれぞれの得意分野に

企画では、情報委員や飛び入り参

団としての意識を喚起した。

委員の立ち位置についても話し合わ

限の目的は達成できたと思う」と田

の現状やこれからに問題意識を持っ

「 IT Cafe'
」

学教育についてポスターにまとめ、

２Ａ４１１教室で、学園祭企画「 IT

き続き、田幡議長から議題「全代

会議では前週の第４回意聴会に引

との確認と共有が行われた。「今年

ンバー集めなど立ち上げに必要なこ

れている。連絡会では、新特委のメ

ことだ。毎年 月ごろに立ち上げら

大学との比較」「グローバル につ

て」「筑波スタンダードの特徴、他

制について」「教養教育改革につい

展示の内容は、「筑波大学の学期

ィア創成学類３年）は言う。

た」と財前涼情報委員長（情報メデ

』について話し合った。全
Campus
代会の広報誌として内容はどうある

尽くせなかった『全代会の広報誌

成井暢宏学内行事委員長（比較文化

力して運営にあたっていきたい」と

活動の助けとなるよう委員相互が協

度の新特委も、各学群・学類の新歓

のページ（ http://www.stb.tsukuba.

全代会公式ウェブサイト内の教育委

いて」「 FD
に対する取り組みについ
て」だ。現在これらの展示内容は、

の現状がどうなっているのか、ど
う変わっていこうとしているのかを

日、

エコサイクル説明会

日、

介された。

目的に、活動内容などが参加者に紹

説明会では新規スタッフの募集を

Ｔアクションとして実施される。

催で行われている。今回もＴ‐ＡＣ

ルエコレンジャー、学生生活課の共

る活動だ。毎年全代会と環境サーク

や家電を引き取り、新入生に提供す

は、卒業生や教職員から不要な家具

（エコサイクル）
3R+1Ecocycle10-11
説明会が行われた。エコサイクルと

時半より１Ｃ２１０教室にて

月

日午後６

委員会報告

長は話す。

システムを構築したい」と財前委員

はより来場者から意見を吸い上げる

ない人も多いようだった。次回以降

容的に専門的なものが多く、わから

のは間違いない。ただ、まだまだ内

「去年以上に有意義な会になった

布した。

が発行している冊子『 Infotech
』を配

１００円でお菓子と飲み物、情報委

を行った。その様子を動
LT

れた。最後には本誌『全代会の広報誌

幡議長は話す。

展示した。「日本での大学の役割や
大学に求められていることが、開学
当初より変わってきている。その中

する勉強会を実施した。今回の LT
で
は、５分以内で興味のあることをプ

り組みを知ってもらい、大学の在り
方について考えるきっかけとなれ

レゼンテーション形式で発表した。

で筑波大学の現状や未来に対する取

特委とは、全代会の新入生歓迎活動

ば」と酒井慧・教育環境委員長（物

最初に新歓特別委員会（新特委）

を行うほか、全学の学群・学類新歓

理学類２年）は言う。

会の在り方について」が提出され

さかいけい

の取りまとめと支援を行う委員会の

委外部との交流を目的に、 Lightning
（ LT
）をメインコンテンツと
Talks

」が情報委員会（情報委）の主
Cafe'
催で開かれた。「 IT Cafe'
」では情報

学園祭期間中の 月 日と 日に

11

てもらうことを目的に開かれた。大

10

「 LT
は誰でも気軽に聞けるため、外
部の人との交流にはちょうど良かっ

の立ち上げについて議論した。新

委員長ら６人が参加した。

員長連絡会が開かれた。各委員会の

月 日午後６時半より第３回委

第３回委員長連絡会

』がどうあるべきかについて
Campus
も議論がされた。現在、本誌では全
代会の活動報告のほかに学生の利益
となる情報も掲載している。その配

全代会の在り方についての議論は第

分をどうするべきかを話し合った。

５回本会議でも継続して行われる。

第５回本会議
第５回本会議が 月 日午後６時
半より３Ａ２０４教室にて開かれ、
座長団 人が参加した。

10

た。最初に、第４回意聴会で議論し

べきか、読者にどう手に取ってもら

学類２年）は話す。

なるいのぶひろ

うかなどの意見が挙がった。

学園祭企画
「ＦＤを問う」

「今回の企画を通して、筑波大学

）で見ることが
ac.jp/~zdk/wiki/?kyo
できる。

続いて全代会の立ち位置について
も話し合われた。現状を踏まえて、
全代会が大学や学生にとってどんな
存在であるべきか、参加者同士が意

なものとなった」と酒井委員長は話

もう一度見直すことができ、有意義
祭企画「ＦＤを問う」が教育環境委

月９日に１Ｄ２０４教室で学園

「今年の全代会が始まって半年が

見を交換し、認識を共有した。

LT を聞く来場者

11

す。企画への来場者は期待されたほ

30

27

員会（教育委）の主催で開かれた。

18

20

経ち、活動にも慣れてきて余裕が出
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学生組織連絡会
日午後６ 時半より１Ｃ

３０５教室にて、静脈認証システム
に関する意見交換会が生活委宿舎班
の主催で開かれた。学生 人、学生
生活課職員１人が参加した。この会

月

５０５教室にて第２回学生組織連絡
は学生宿舎の静脈認証システムにつ

最初に委員より、静脈認証システ

静脈認証システムの効果がない、静

れた。非常口が常に開放されていて

ム導入から現在までの経緯が説明さ

連絡会では、主に学生生活課との

脈認証システムが停止すると住民が

40

（生活委）施設・交通班と化学類ク
ラス代表者会議、学生生活課の合同
で行われた。駐輪整備を実施し、マ

「自転車利用者のマナー向上を目

ナー向上を呼び掛けた。

指すことは学内全体の交通環境の改
善につながると思う。今後とも続け

の多久孝一郎
（人文学類２年）
は話す。

ていきたい」と施設・交通班班長代行

日午後６ 時半より１Ｃ

静脈認証システムに関する
意見交換会
月

２年）は話す。

ば」と高橋宏幸宿舎班班長（数学類

いていろいろと考える機会が増えれ

思う。これを機に学生間の問題につ

「有意義な意見交換が行われたと

られ、意見交換が行われた。

閉め出されるといった問題点も挙げ

情報交換の方法や、学生組織の引き

える。これからも意義のある話し合
いの場として継続していければと思
う」と成井委員長は話す。

化学類クラ代会との
合同駐輪整備
月 日 時 分より第一エリア
11

にて、駐輪整備が生活環境委員会

26

28

意見交換会の様子

「この学組連も発足して１年を迎

継ぎを議題に意見交換を行った。

委員会から委員が参加した。

ほか、学実委、スポーツ・デー学生

会（学組連）が学内行事委員会（内

19

いて学生が意見を交換し合うもの。

19

行委）の主催で開かれた。内行委の

10
10
10

TWINS改修についてのアンケート

全代会調査委員会

Campus読者のみなさんこんにちは、全代会調査委員会です。

した。アンケート調査にご協力いただいた皆様に感謝を申し上げます。

我々調査委員会 TWINS班では、10月第３週から５週にかけて「TWINS改修についてのアンケート」を実施いたしま

提出することを目的として行われました。

今回のアンケートは、学生がTWINSにどのような機能を求めているのかを独自に調査し、大学側に全学の意見として

現在、大学ではTWINSを平成24年に改修することが計画されています。しかしながら現在、TWINS改修計画について

情報が開示されていないようです。

私たち調査委員会は広く学生の声を集め、それを学内に公表することによって、実際にTWINSが改修されるときの参

考になればと考え、本アンケートの作成にとりかかりました。

今回のアンケート結果は、全代会の公式ウェブサイトと各クラス代表者会議を通じ学生に開示する予定です。

また、全代会の活動として大学へ集計結果を提出し、副学長との懇談会などの協議の際に使用します。TWINS改修に

関わる活動以外の用途には一切使用いたしません。

ださい。

今後の進展なども全代会公式ウェブサイトやCampusを利用して随時報告していく予定なので、みなさんも是非ご覧く

全学学類・専門学群代表者会議 調査委員会

http://www.stb.tsukuba.ac.jp/~zdk/res/
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◆◆◆｜ 全代会室より

編集委員より

今回の編集では、学生にとってよ

【矢澤唯】

2010 Nov.
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発行人

安中裕大

編集委員

10

月が終わるころ。多くのサーク

安中裕大

ル活動は代替わりの時期を迎える。

編集人

それは Campus
編集部も同じで、今
回の編集が終わると３年生は引退と

なる。私も編集長の座を２年生に明

け渡す。今回が最後の編集となるた

め、私はいつもに増して真剣に作業

編集作業が終盤に差し掛かったこ

STAFF

へ取り組んだ。

ろ、今回の編集最後の記事が書き上

煙との付き合い方／Campusが行く 10年度全代会議長団
／全代会活動報告

がり、私のチェックを受けることと

Campus No.184 2010-9
特集：日本の高等教育の行方

なった。記事の内容に目を通すと、

BACK NUMBER

細かい所までよく書かれていて、手

を加える個所がほとんどなかった。

その記事を書いたのは、次号から

私に代わって編集長を務める後輩だ。

丁寧に書かれた文章からは、彼女の

きた。

編集作業に対する真摯さが伝わって

最近は引退を前にして、 Campus
編集部の今後がずっと気になってい

り有益な特集ができたと思う。

表紙制作者より

た。でも彼女らなら安心して後を任

せられそうだ。
【安中裕大】

班のメンバーと協力して、教授の

【日比野洋允】

方の過去と現在の対比をイラストで

表現できた。

185

安中裕大
景山沙和恵
髙野友理香

Campus No.183 2010-6
特集：全代会の10年度

田中美紗子
張文禎
長尾純江

みんなの食堂／全代会活動報告

日比野洋允
平林知芙美
平松結

Campus No.182 2010-３
特集：What's 全代会？

松井隼人
矢澤唯

ループ道とペデストリアン／全代会活動報告

Campus No.181 2010-２
特集：明るい宿舎生活へ
新歓を動かす、新歓を守る／Campusが行く
スポーツ・
デー実行委員会 田村優介委員長／全代会活動報告

バックナンバーは全代会室（1C204）前のボックスで配布しています。
ウェブ版『Campus』公開中→ http://www.tsukuba.ac.jp/students/campus/
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全学学類・専門学群代表者会議
広報委員会
http://www.stb.tsukuba.ac.jp/~zdk/
zdk@stb.tsukuba.ac.jp

広報委員会では随時編集委員を募集しています。興味
のある方は上記のメールアドレスまでご連絡ください。
全代会公式twitterアカウント公開中
→ http://twitter.com/zdk_tsukuba

