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１．大学のある街にて



躍動の春



わが校旗ここにあり
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わが校旗ここにあり

“青色”の校章、校旗には私たちの篤い思いが
込められております。「出藍の誉れ」とは、中国
古代の思想家、荀子の教えで、「青は藍より出で
て藍より青し」とあり、もとになった物よりも、
それからできた物の方が優れているの意味です。
学生を自分より優れた人材に育てたい。教育の

場にいるものとしての強い思いです。本学のルー
ツは、伝統を有する東京理科大学。姉妹校として
誕生した本学は公立大学となり、その元を離れま
した。私たちの思いは、よい大学を創り、いつか、
その親元の大学を超えたい、というものです。

6



街が学生を育んでいます
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街が学生を育んでいます。

県庁に向かう道すがらは、文化の香りがする
プロムナードです。県立美術館を覗いてみるの
が、この上ない喜びです。館内で学生たちを見
かけるとうれしい。理系の技術者や研究者には
もっとアートを見てほしいと思います。人とし
ての感性を高めるため、などとは申しません。
見れば楽しいのです。至福の時を過ごした後は
角の喫茶店でふくよかなコーヒーの香りに浸り
ましょう。学生の街にはこうした街角が似合い
ます。街が人を創り、人が街を創ります。
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オムライスと少女



オムライスと女の子

小学２年生を地元に案内しました。何が食べた
い？と聞くと、オムライス。しまったな、東京の
日本橋の“たいめいけん”のようなものはここに
はないし。と思いつつ、商業施設のオムライス屋
さんに行きました。注文にいくと、また、しまっ
たと思いました。店員さんが、なんと、先日の授
業でひどい点数をとった学生だったのです。その
彼、料理を運んできて、彼女に優しく言ってくれ
ました。「これ、おいしいよ、食べてね」と。緊
張がほぐれ、彼女は笑顔で、おいしそうに食べて
いました。しみじみ、学生は、大学のある、この
街で育ててもらっていると感じました。



今、学生の皆さんへ勧めたい本
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今、学生の皆さんへ勧めたい本

大学図書館から、推薦図書を挙げてくださいと言
われました。読んでいる本でその人物がわかって
しまうこともありますので、ためらいましたが、
手元にあるものから思い切って選んだら１５冊に
もなってしまいました。図書に並べて頂きました
が、簡単な書評も必要かなと、それも一緒に並べ
ました。大学も街も本を読むことを勧めてくだ
さっています。読書の効用は、心を折れなくする
ことです。すぐにめげてしまう子が多い中、想像
の逞しさを育てれば心は強くなると信じます。
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天高く龍王舞う
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天高く龍王舞う

「復活！住吉まつり」です。太平洋セメント様保
有の「龍」を、学生たちがかざして路地を練り歩
き、メインステージで舞う姿も祭りになくてはな
らないものとなりました。学生寮の１年生が大役
を果たしてくれました。また、サークルの学生が、
親しみやすいように工夫し、子供達や市民の皆さ
まが楽しい体験や実験に心躍らせておりました。
フォーミュラカーの運転席に座ったお子さんの笑
顔や液体窒素でカチンカチンとなったマシュマロ
にびっくりしているお母さんの顔が印象的でした。
地域と一体の学生たちを頼もしく感じました。
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気分最高、キャンパスクリーン
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気分最高、キャンパスクリーン
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春と秋の決められた日の昼休み、大学周辺の清
掃を行います。ひところは空き缶、瓶、タバコ、
紙くずなどたくさん収穫があったのですが、最近
は、ごみ袋にたまりません。皆様のマナーが向上
したのだと思います。大学の周りを学生諸君と語
らいながら、トングを動かして歩いていますと、
陽気な気分になって午後からの仕事に戻れます。
学生の皆さんもすっきりした気分で午後の教室に
戻っていきました。



伸長の夏



ありがとう先輩！
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ありがとう先輩！

４年生の多くは将来の道を決めつつあります。次は
卒業研究に精を出さなければなりませんが、なかなか
進みません。そのような折、金曜の晩に学内を回って
いると、今年卒業したＨ君が後輩の指導をしているで
はありませんか。近隣の会社に就職した彼は、心配し
て仕事を終えてから作業服のまま来てくれたのです。
わずか４か月ぶりの再会でしたが、たくましくなった
気がしました。彼の後輩思いの姿に心が熱くなりまし
た。こういう先輩をよく見かけます。私は学生達が、
こうして、代々、伝統である、「やさしさ」を受け継
いでいるのだと思っています。後輩諸君もぜひ人にや
さしい技術者、研究者になってほしいと思います。
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平和のオレンジ色を大切に
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平和のオレンジ色を大切に

大学の玄関口「雀田駅」は白壁にオレンジ色の屋根
の可愛らしい姿に変貌しました。市民の皆様や学生諸
君もお手伝いして出来上がりました。オレンジ色は地
元山口のサッカーチーム・レノファの色、山口東京理
科大学の色、そして日本の夕陽百選に選ばれた景勝地
を有する市の色です。明るい未来を予感させる素晴ら
しい色だと私は思います。 ずっと前に亡くなった父
は、夕陽の空を一緒に見て、子供だった私に話してく
れました。大陸の戦場でたくさんの人が亡くなり、銃
声がやんで日暮れになると、太陽が地平線に落ち、空
がオレンジ色に燃えていたこと。そして必ず言い添え
ました。平和はいい、戦争はいけないと。
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ひとり、ひとりに小さなドラマが
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ひとり、ひとりに小さなドラマが

オープンキャンパス。猛暑、東京から来られた親子様は目
指す学科を目にできましたか？ 愛媛から海を渡ってこられ
たあなたは、屋上から校舎をみて、心に火が付きましたか？
指宿から電車を乗り継いで来られた君は、希望の学科に納得
できましたか？ 広島からの仲の良い女子高生たちは進路の
ヒントが見つかりましたか？ 「リケ女」の話に身を乗り出
していた地元のあなたは、何に心を動かされたのでしょう？
おいでの皆様には小さなドラマが、おひとり、おひとりに

あります。それらが全部、素晴らしい未来につながればと、
願ってやみません。『ここは「しあわせ」が手に届くところ
にある優しい街です、若い皆様の今は、「みらい」が手に届
くところにある人生最良のときです、そして、この大学は、
「きぼう」が手に届くところにある開かれた学び舎です』。
再びお目にかかれる日を心待ちにしております。
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えっ、市長さんが６人？
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えっ、市長さんが６人？

夏休み。学生達のいなくなったキャンパスに元気な中学
生達が来てくれました。彼らはなんと山陽小野田市の市長
さんです。「街の未来を担う子どもたちに楽しみながら市
政への関心と理解を深めてもらう」ことを目的に、“スマ
イルシティ山陽小野田一日市長”の制度が作られたのです。
任命された６人の“一日市長さん”が表敬訪問してくださ
いました。皆さんは、市内の中学校の代表（中１）です。
名刺交換し、歓談した後、学内を“視察”して頂きました。
研究室では、初めて目にする実験器具や試薬に驚きながら
も楽しんでいただきました。短い時間でしたが、笑顔でお
帰りになりました。次代を担う、頼もしい地元の生徒さん
達にとっても、本学が未来の希望や地元の誇りとなれるよ
う頑張らなければなりません。
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収穫の秋



わが街のノーベル賞
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わが街のノーベル賞

地元の「かがく博覧会」での小中学生の自由研究につい
ては、私は多くの作品の中から学長賞を選びます。いずれ
も素晴らしい作品で、正直、作品に示された論理性のレベ
ルの高さはノーベル賞の研究プロセスにも通じると思いま
した。一昨年、中学1年生が１番でした。ひとつの目的の
ために、さまざまな工夫をめぐらせ、失敗してもめげずに
次のアイデアを実践してみるという、その不屈の精神こそ
科学や技術の発展に欠かせないものですと評価しました。
これからもしっかり学んでください。先立って、北欧に出
かけた折に立ち寄った、ストックホルムのノーベル博物館
で手に入れたノーベルメダル（チョコレート）を彼女の首
にかけて、こころばかりの祝福とさせていただきました。

28



ダンゴムシと薬草（１）
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ダンゴムシと薬草（１）

「なぞかけ」のようですが、昨年の「学長賞」と「学長
特別賞」に輝いた作品の主人公です。世の中を反映して災
害や環境問題に関するテーマが多くありました。小中学生
は、 “ボーっと生きている”大人よりもしっかりものを
見ていますね。今回も時間をかけて見せて頂き選びました。
感心したのは、大人の研究者のように立派な道具を持って
いないので、工夫をこらしていることです。測定器が無い
ので風の強さを吹き流しの垂れ角度で見たり、糖度を自分
の舌で何段階かで表現したり。研究者はマウスとかモル
モットとかを使いますが、小中学生のそれは、カブトムシ
やアリであり、ダンゴムシなのです。研究費が足りないの
で成果が出せないと言っている研究者は恥ずかしいですね。
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ダンゴムシと薬草（２）
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ダンゴムシと薬草（２）

よく私の敬愛するＫ先生から言われたものです。
『Every Child has a beautiful name．生まれてきた子
供たちはひとりひとりに立派な名前（＝個性）があり、生
きる権利がある。研究も同じ。ひとつとして無駄な研究な
んてない。どんな研究でもよいと思ったら一生懸命やりな
さい』と。さて、「学長特別賞」ですが、今回、本学に薬
学部が創設されたことに関連して選びました。小学５年生
の女子は、薬剤師になりたいと思い、薬草の標本を３年間
続けて作製してきました。本学の薬学部を創ろうと考える
以前から、山陽小野田に薬剤師を目指す人がいたのです。
ぜひ薬学を学び、研究して人の為に役だつ立派な人になっ
てください、と思いました。応援しています。
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人生１００年に向けた本学の一歩
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人生１００年に向けた本学の一歩

市民の皆様が大学にいらして、学生達と机を並
べて学ぶ「公開授業」を行っております。多数の科
目をご用意し、市民の方々が受講され、修了証も御
手渡しします。私も含め、教える側の教員よりもお
年上の学生さんに多少の戸惑いも禁じ得ませんでし
たが、一日も休まないその熱心さには敬服致しまし
た。一緒に学んだ学生たちにも大変良い刺激となっ
ています。私が受け持った授業でも、「７０歳の同
級生」に触発されて、これまでにない良い演習や発
表成果が出きていました。人生、学び続けることが
大切です。
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学生フォーミュラチ－ム
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36

毎秋、静岡県で行われる全日本学生フォーミュラ大
会では、自動車部の学生諸君が活躍してくれます。ご
指導下さるK先生の情熱と学生たちの年間の努力が、
頑張った学生ひとり、ひとりに何物にも代えがたい貴
重な経験をもたらします。私の研究室の学生Ｋ君は、
卒研の半導体の研究を夜９時まで行うと、自動車部の
ガレージに行って夜中まで大会用の車体を製作してい
ました。彼は大学院を出て、大手のＴ自動車に就職し、
安全技術の開発に取り組んでいます。後輩たちがまた
新しい金字塔に向かって努力してくれることは私の大
きな楽しみです。

学生フォーミュラチ－ム



どの子の目も輝いていました！
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どの子の目も輝いていました！

研究室の学生と地元の小学校に出かけました。小学生に
人気のある “真空ショー”を実験することにして、６年
生３０人のクラスを２回行いました。容器内を真空にして、
風船が膨らんだり、水が沸騰したり、ブザーの音が聞こえ
なくなったり、マクデブルクの半球の実験をして大気の力
を実感するショーです。ご覧ください。どの子も楽しそう
に真剣に真空の器を覗き込んでいるでしょう。これぞ、
“科学の力”です。児童や生徒の理科離れなどと、世の大
人は言ってますが、そうなのでしょうか？子供たちが科学
を身近に感じて興味を抱く、そういう環境を作ったら、そ
んな状況にはならないでしょう。大人の責任でしょうか。
私は子供たちの、この目の輝きを信じます。
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学生同士の輪を広げよう！
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学生同士の輪を広げよう！

“公立大学学長会議”では、同時に、全国の大学か
ら多くの学生が集まり、合宿を行い、地域連携やボラ
ンティア活動などを通して学んだことなどを情報交換、
プレゼンして交流を深めます。東日本大震災後の支援
活動から始まり、その後、公立大学学生ネットワーク
全国大会として開催しています。本学学生はじめ、ポ
スターセッションでの発表には、多くの方々が参加し
て、高い評価を得ています。私も多くの得るものがあ
り、ヒントを頂きました。こうした学生の自主的活動
の拡大を図る手助けをしていきたいと思います。ぜひ、
学生同士の輪を全国に広げていってほしいと思います。
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大学の画期的な授業
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大学の画期的な授業

地元企業様から提示頂いた地域の技術課題を工学部三
学科混成の学生グループが様々な手を尽くして、解決手
段を模索し、最後に提案する画期的な授業が「地域技術
学」です。最初は手探りの状態でしたが、企業出身の先
生方にも協力いただき、「〇〇の製品を普及するにはど
うしたらよいか」「△△の技術問題に対してどうしたら
よいか」などの難しい課題に真っ向から取り組みました。
幾つかのご提案には高いご評価を戴き、最終発表を市民
の皆様にも図書館や市役所で公開させていただいており
ます。学生自身が活動を通じて様々なことを体験し成長
しました。昨今の高等教育改革の重要な内容、「チーム
ワークによる学習」「社会とのつながりを学習に取り入
れること」に合致した特徴ある科目です。 42



総括の冬



天国のＫ先生と至福の一杯を
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天国のＫ先生と至福の一杯を

ハンディキャップをものともせず、教育研究に情熱
を注いでいたK先生。よく学食で夕食をご一緒させて
いただきました。ある時、入院します、もう戻ってこ
れないかもしれませんと言われ、びっくりしました。
先生は冷静でした。その時、言われたのが、もしもの
ときはお願いします、の言葉でした。悪夢は現実と
なってしまいました。研究室の学生たちは、普段の先
生の教えがあったのでしょう、気丈でした。立派に社
会に旅立っていきました。しばらくして、顧問がいな
くなってサークルの存続が危ういという声が聞こえて
きました。先生のお言葉を思い返して、私がお茶を頂
くサークルの後をお引き受けしました。
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天国のＫ先生と至福の一杯を
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天国のＫ先生と至福の一杯を

しばらくぶりに、サークルを覗いてみました。楽し
そうな声があふれており、私もおいしいコーヒーをい
ただきました。機械工学科の学生が身の回りの材料で
焙煎装置を手作りし、煎った豆から入れたものです。
先生の「へこたれずに創意工夫して生きることを謳歌
する」精神は彼らに受け継がれています。彼らは街の
様々な催しに出かけて皆様に美味しい嗜好品をふる
まってもいます。天国のＫ先生、今宵は私と、最近の
大学と大学生たちの様子を語りながら、香しい至福の
時を一緒に過ごしましょう。こんなに心のこもった
コーヒーは天国にもないんじゃないでしょうか。
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教室の外に「たくましさ」を求めて
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教室の外に「たくましさ」を求めて

研究および学業、課外活動、社会活動等に優れた評価
を受け、大学の栄誉を高めた個人、団体を表彰するとし
て、毎年、学生表彰を行っています。学年末の試験がす
べて終了し、ほっとした時期に、様々なことへの１年間
の挑戦努力を称え、表彰式を行います。大学のカリキュ
ラムとしての教育の中ではなかなか身に着けられない、
「社会を生き抜くために必要なたくましさ」が、こうし
た挑戦努力から確実に育っていくのを感じます。表彰さ
れた学生諸君の顔つきや言動から、その片鱗を見ること
ができ、心強く思います。多くの学生諸君も仲間からの
刺激を受け、様々なことにチャレンジして、「たくまし
さ」を自ら培って欲しいと思います。
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いざ就活！これも大切な教育の一環
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就活、これも大切な教育の一環

就活に臨む皆さんに『就活は教育の一環』と話しま
す。全身全霊で打ち込んで就活を戦い抜くと、顔つき
や言動が大きく変わり、たくましく変貌します。『目
的と手段の取違い』。志望どおりの会社に入れなかっ
た、と落ち込む人がいます。会社や職業は究極の目的
ではない。もっと大切なもの、人生の目標や幸せがあ
るのです。御両親に人生で一番うれしかったことを
伺ってみなさい。皆さんを授かったこと、お二人が一
緒になられたこと。決して良い会社に入れたことでは
ないのです。自分が入った会社が、場所が、自分を磨
き、成長するにふさわしいところだと思ってほしい。
人生の本当の喜びは、その向こうにあるのです。
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山口宇部空港のバラ
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山口宇部空港のバラ
空港に素晴らしいバラの園があるのを御存じでしょう
か。５月の盛りに出かけますが、見事としか言いようが
ありません。空港ビル株式会社の責任者様が、その案内
を兼ねたクリアファイルをたくさん持参されて、卒業生
にプレゼントしてくださいました。空港は１９６６年に
開港し、多くの方々が利用されています。卒業生がこの
街から羽ばたいて、社会で活躍し、またいつか戻ってき
てくれることを願っての御好意です。このバラ園を丹精
込めて維持されているご夫妻がいらっしゃいますが、元
山陽小野田市役所の職員をされていた方です。ファイル
の絵も自作だそうです。バラ園のバラ達も、その花に見
送られて、飛び立っていく卒業生達も、どちらもいっそ
う愛おしくなります。良いプレゼントをいただきました。
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煙が目に染みる
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煙が目に染みる
卒業生が、わずかとなったキャンパスライフを、な

ごり惜しそうに反芻しながら旅立ちを迎えようとしてい
ます。中庭の一角で、学生たちが、バーベキューに興じ
ています。緊張から解きほぐされた入学の後、試合に頑
張ったあの頃、試験が終わり長い休みを迎えた解放感の
時、学園祭に燃えた時期、この場所に集った仲間たち。
いつものように煙の向こうに見える友の笑顔も今しばら
くすると思い出の向こうのものとなってしまいます。優
しく見守ってくれたハクモクレンの大木も、蕾を膨らま
せながら微笑んでいるかのようです。最後の英気を養っ
て、卒業生諸君、胸を張って懐かしい学び舎を後にして
ください。私たちも、一抹の寂しさを抱きつつ、門出を
祝福して乾杯したいと思います。前途に幸あれ！と。

55



みんなロマンチスト
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みんなロマンチスト

高等学校と中学校の卒業式に列席させていただきまし
た。高校では、充実した日々を送った、名残惜しそうな
生徒さんたちが感情をこらえて堂々とふるまっていまし
た。る側の感情を呼び起こすのでしょうね、ＰＴＡ会長
さんは目を真っ赤にしておられました。前から存じ上げ
ている素晴らしい方ですが、別の人間的な優しさを拝見
しました。校長先生の御話も心洗われるものでした。サ
イネリアがきれいに飾られた壇上の中学の校長先生の御
話も素晴らしく、ＰＴＡ会長さんの御挨拶も亡き奥様と
の思い出を織り込まれた琴線に触れるものでした。答辞
を述べる女生徒は感極まりつつも立派に役目を果たしま
した。卒業式はみんなをロマンチストにしてしまいます。
この気持ちを忘れずに。
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市民の皆様、これからも学生達を御贔屓に

58



市民の皆様、これからも学生達を御贔屓に

大学では、地域課題に関連する教育研究活動の拡大を
図っています。成果の一端を地域の皆様へ公開し、理解
と関心を深めていただくため、市内で展示を行わせてい
ただいています。中央図書館、山陽小野田市役所、山陽
総合事務所で展示して頂き、地元の新聞や放送局でも話
題にしていただきました。手作り感のあるパネル展示で
すが、主体が学生ですので、見られた方も親近感を覚え
られたのではと思います。市民の皆様向けに、難しい研
究成果の結果をわかりやすくまとめるのも大変です。で
も、こんなところから明日の地域の有望事業や新規産業
が生まれてくるのではないかと、本気で思っております。
これからも街の中にどんどん学生たちが出ていきます。
どうぞ、御贔屓に！
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２．子供たちを取り巻く時代
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時代背景の困難さ
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この姿が私の大学教育の原点



時代背景の困難さ
地球環境の破壊が進む中、様々な地域が自然

災害に見舞われ、未曽有という、いまわしい表
現が多用されるようになったのはこの数年です。
政治や宗教の対立や地域格差、東アジアや中東
の緊張、テロの頻発や悲惨な爆撃により多くの
犠牲者が出ているのが現状です。一方で、大国
の保護主義や自国第一主義の高まりは、人類社
会に複雑さと深刻さをもたらしてきています。
こういう中、どう子供たちを育て、導いていっ
たらよいのか。変革期に即応できる能力を持っ
た人材を育てたいと思います。
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経済発展の頭打ち

近年の金額
約５００兆
円

（５００兆円）

現在の金額
１２００兆円

借金総額

国内総生産
（GDP)

会社なら倒産、個人なら破産！

私が社会人になった1974年、
GDPは100兆円に満たなかっ
たが無借金国だった！
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工業立国の低迷
私の専門の電子工学分野（産業の米と顔）を例に・・・
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先端研究分野での不安

研究費総額
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科学技術白書２０１９
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基礎研究の重要性が一層高まっていると
する、２０１９年版の科学技術白書が示
されました。日本の科学技術の基盤的な
力が国際的に低下していることを挙げ、
基礎研究への危機感を訴えています。日
本の論文数は０４～０６年は米国に次ぐ
２位だったが、１４～１６年は中国とド
イツに抜かれて４位になり、引用される
回数が上位１０％に入る重要な論文の数
は４位から９位に落ちています。真理の
探求や基本原理の解明を目指す基礎研究
は、長期的な社会課題の解決や新産業の
創出につながるとしています。
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未来の子供たちに持続可能な社会を創る



未来の子供たちに持続可能な社会を創る

持続可能な開発目標（SDGs）とは国連サミット
で採択された「持続可能な開発のための2030ア
ジェンダ」にて記載された国際目標です。持続可能
な世界を実現するための17のゴール・169のター
ゲットから構成され、地球上の誰一人として取り残
さないことを誓っています。日本としても積極的に
取り組んでいます。また、ＲＥ１００は事業活動で
使う電力の１００％を再生可能エネルギーで賄う活
動で、脱炭素社会を目指し低環境負荷で強靭な付加
価値の強いエネルギー基盤を生み出さなければなり
ません。これら全て、次代を担う子供たちのために。
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2015年 1億2708万人（高齢化率26％）
2050年 9515万人（高齢化率39.6％）

地方都市の消滅？



東京への集中
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産業力の低下・自治体の衰退
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地方は社会の変化を活用できるか
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２０１６健康寿命

２０１７市町村世帯所得

心の豊かさを生む源泉の地域格差
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地域の求めるもの

魅力＝人々の求めているものを従属させる場
||

心の豊かさ

１．安心・安全
２．富の拡大
２．健康寿命
３．教養・文化
４．環境・自然
５．コミュニティ
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３．少子化のもたらすもの
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人口減少・少子高齢化
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人口の増加国、減少国
Population growth rate world 2005-2010 UN



急激な人口減少と高齢化が起ころうとしている

長期的な日本の人口の推移
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ＧＤＰランキング
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世界人口ランキング

81



日本の総合的な生産性の実態
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輸出額ランキングの人口依存性
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研究開発費ランキングの人口依存性
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人口当たりのノーベル賞ランキング
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人口当たりのオリンピックメダルランキング

リオ ６位
ピョンチャン １１
位
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人口

ＧＤＰ∝人口×生産性

ＧＤＰは人口だけによらない。
生産性が伸びないから停滞する。
生産性向上こそが最大課題である。
→人口の減少に対しては

生産性向上以外に方策はない

１人あたり生産性＝ＧＤＰ／人口
（生産余剰分は輸出へ）
日本；5000ドル／人⇒10000～
韓国；14000ドル／人 15000ドル／人
独逸；15000ドル／人 にできるはず
米国；5000ドル／人



フレデリック・テイラー
「科学的管理法」
１８５６－１９１５

生産性の向上は、より賢く働く
ことによってのみ実現できる。
より激しく、より長時間働く
ことなしに、生産的に働ける
ようにならなければならない。

現代にも通ずる名言



日本の課題→低い労働生産性

世界に名だたる製造業が数多い日本なのに労
働生産性は低いのです。２０１７年の実績は経
済協力開発機構加盟３６か国中２０位、１９７
０年の集計開始以降主要７か国中最下位が続き
ます。その理由は、サービス産業分野等での生
産性が低いこと、同一産業分野でも企業間での
格差が大きいこと、海外展開の影響で、これら
を改善していかないことには人口減少による人
口ボーナスが消えた日本の将来発展がなくなる
と考えざるを得ません。
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４．変わる社会と大学
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インターネットは知識の吸収手段を変えた
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AIやロボット化による代替可能性の高い１００の職業

「無くなる職業、残る職業」
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AIやロボット化で代替可能性の高い労働人口

93



「無くなる職業、残る職業」のこころ

必ずしも特別な知識やスキルが必要ない職
業、データ分析や秩序的・体系的操作が求め
られる職業については人工知能等にとってか
わられる可能性が高く、抽象的な概念を整
理・創出する知識を必要とする職業、他者と
の協調や深い理解を必要とする職業は人工知
能等への置き換えが難しい。

AIとはいえ、アルゴリズムを作るのは人間
であり、AIは万能ではない。
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そうした時代にどのような教育を行えばよいのか
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2040年に向けた高等教育のグランドデザイン



多様性と柔軟性を有する教育システム



１８歳人口の将来推計



大学進学者数の将来推計



今後、押し寄せる社会現象
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高等教育機関の役割分担



「求められる技術者人材」（2000年）

①高い専門技術

②広い専門技術

③広い事業知識

④企画力

⑤応用開発力

⑥プロセス開発力

⑦共同研究推進力

⑧自己啓発力

⑨育成指導力

⑩精神力

⑪その他

・技術系人材に求められる能

力や役割は多岐に亘っている。

・通常の専門技術力に加えて、

技術を飛躍させる高い専門能

力や技術の事業価値を高め

る戦略力が求められる。

・アジア勢の低生産コストに対

応するために、プロセス開発

力の重要性が指摘されている。

・強い精神力が求められてい
る。（従来より精神力低下に加
え、厳しいグローバル競争状
況に対応）

まだ、即戦力よりはポテ
ンシャルが求められてい
た時代。

2
7

4

3

3

7

2

9

4

5

10

（件）

電子情報機械工業会のデータに基づく

まだ業界に余裕が残っていた時代。
しかしアジア諸国に猛追されていた。

JEITA企業アンケート結果
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企業アンケート（２０１５年）

山口東京理科大学工学部にて実施した調査に基づく

一般的な知識や基本的素養よりも即戦力、実務遂行能力が求められる
時代になった。



大学は表層魅力を謳う企業化している
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大学は表層魅力を謳う企業化している

文科省によると２０４０年度の大学進学者数

は５０万６０００人で、２０１８年度比で１２
万人減少し、現在の大学学生定員を１０万人下
回り、１２０大学が過剰になります。このよう
な状況に対し、大学は学部新設、改編、統合と
保身ともいうべき組織維持のための攻めの攻勢
をとるようになってきました。大学を選ぶ際に
はぜひ、冷静に大学や学部学科の中身を精査、
比較し「自分は何に一生懸命になれるか」を考
えて進路を見出してほしいと思っています。
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大学の入試の変化
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大学の入試の変化

２０２０年度からセンター試験が廃止になり、
「大学入学共通テスト」が導入される。ここで
は、記述式問題が導入され、伴い、新学習指導
要領が導入され、小学校から高等学校の教育に
影響する。複数を読み解く問題、文章題の文章
量の増加、社会や時事問題からの出題等により、
読解力、情報処理力、表現力、時事力、すなわ
ち、読む、考える、書く、知識という基本的な
ことが問われるのである。これに加えて、小さ
な頃から社会に目を向けることが必要になろう
かと思われます。
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５．教育で大切なこと
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109

教育ポリシー



グローバル化は必至の要件
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グローバル化は必至の要件

グローバルの視点を小さなころから養
うことが今後は非常に重要なことになり
ます。ボーダーレスの世界で異文化を背
景とする人たちと共に生きていくのが今
の子供たちの未来です。

教育はひとつのヒエラルキーの上に成
り立っていますが、土台部分でグローバ
ルマインドを身に着けることが今後は多
くの学びに必須となると考えます。
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教育の基本は「出藍の誉れ」
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教育の基本は「出藍の誉れ」

今日の人類文明は、たゆまぬ努力により、
人間が知識を蓄積し続け、それを次代に委
ねつつ進化を遂げてきた賜物に他なりませ
ん。その連綿と続く伝承の歴史は正に、教
える側が、自分以上の弟子を育て続けてき
た結果に他なりません。私は、大学の先生
方には、事あるごとに、「青は藍より出で
て藍よりも青く、氷、水之を成すが、水よ
りも寒し」と荀子の「出藍の誉れ」を例え
てお話しています。
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理科離れは教える側の責任
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理科離れとは教える側の責任

本学では小学生や中学生に専門的な科
学の実験や体験学習を行い、科学技術へ
の興味を醸成しています。私も小中学校
に出かけて実験をして見せるのですが、
身を乗り出して、実験を食い入るように
見ている児童や生徒の目は輝いています。
科学技術の好きな子は潜在的に多いと思
います。これを嫌いにしてしまっている
のは大人の責任ではないでしょうか。
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「今が大事」の意識こそ
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「今が大事」の意識

全盲のハンディキャップを乗り越えて太平
洋をヨット横断した人が、「常に孤独で不安
であったがそれを解消するためにその時、そ
の時、やるべきことに集中した」と語りまし
た。理科大の初代学長、本多光太郎先生も
「今を大切にせよ」と学生に檄を飛ばしまし
た。私自身、６８年の人生で、その時その時
を懸命に生きてきた思いはあります。とても
誇れるようなものではないですが。
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若い今を大切にしてほしい
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直木賞の古川薫さんの講演を下関でお聴きし
たことがあります。時の流れを砂時計に例え、
未来から過去に砂が落ちるガラスのくびれが現
在だとして、さらに、一日四回潮流の向きが変
わる関門海峡こそ巨大な水時計のくびれである
と表現されました。確かにこの海峡で様々な歴
史が生まれたといえるのです。そして、時間は
それぞれの人の中にあり、砂時計のくびれの瞬
間を生きているに過ぎず、ご自身も若い時は、
時間は無限にあると思い込んでいたが、実は砂
時計の砂のごとく有限であるからこそ、それを
大事にしようと呼びかけられていました。

若い今を大切にしてほしい
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ＡＩ時代に即した働き方
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ＡＩ時代に即した働き方

脳科学とコンピュータの融合でＡＩは飛躍的

に向上しました。人間の脳では５、６層程度の

深層学習はアルファ碁の世界では１３層に及ぶ

といいます。普通の人が日常こなす仕事をＡＩ

がこなすようになった時が脅威でしょう。ＡＩ

時代に対応できる人材とは、クリエーティブな

仕事をこなす天才とイノベーティブな仕事をこ

なす普通の人材です。どうしたら普通の人間が

イノベーションを起こし、時には天才の仕事を

こなせるのかの答えは「衆合天才」です。
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これからの社会に求められる人材
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これからの社会に求められる人材

社会の組織や企業において、これまでのやり

方は、トップが問題を提起し、ミドルがそれを

解決する構造でした。社会が裕福になったこれ

からは外から問題が常に与えられるような状況

ではなくなり、問題を解決する人材は余ってき

ます。これからはアジェンダシェイプ、自ら問

題を設定できる人が求められます。大学も実学

志向から、リベラルアーツを強化する教養志向

に変化していかなければならないと考えます。

123



変化に負けない知識や技術を
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変化に負けない知識や技術を

医療技術の進展による寿命改善、ＡＩやロ

ボットの急速な発展による技術革新の世の中
に対し、何を身に着け、どう学んでいけばよ
いのでしょうか。

機械にとって代わられない人間特有の能力
を伸ばすことです。好奇心、共感、社会性、
そういたものを伸ばす教育を推進していかな
ければならないでしょう。
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人生で最も大切なもの
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人生で最も大切なもの
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第一志望の大学に入れず入学してきた学生や、第一志

望の会社に受からなかった学生が意気消沈しています。

そのようなとき私は、君にとって本当の目的やゴールは

一体何なのかをよく考えてごらんといいます。ご両親に、

これまでの人生で何が一番うれしかったかを尋ねてごら

んといいます。世間の評価の高い大学に入ったとか、有

名な会社に入れたとかの答えはなく、君たちが生まれた

日のこと、結婚したこと、家族が健康でいることと答え

が返ってきます。人生の本当の目標は何か、本当の幸せ

は何かを想えば、あらゆることは、そこに到達するため

の手段に過ぎないのです。遠回りでも構いません。



学校や教員の役割とは
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ストラディバリウスの所有者の世界的に有名な老
ヴァイオリニストは、こう言っております。「私はこ
のストラディにとって、ひとりの旅人でしかない」
「このヴァイオリンに巡り合い、ふさわしい奏者とな
るべく腕を磨き、私の夢がかなった。私は去り、名器
は、次の時代に生きる、音楽に情熱を燃やすヴァイオ
リニストに引き継がれていくであろう」「私はただの
旅人でしかない」大学という場所も、代々の演奏家に
伝わる楽器と同じだと思います。そこで学び成長して
巣立っていく学生という演奏家を見送ると、次の引手
である学生が現れます。大学という楽器も、皆さんが
あこがれ、代々、人から人へと伝えられるストラディ
バリウスのような名器でありたいと願います。

学校や教員の役割とは
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学校とは何か、どこにあるのか
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アイリスオーヤマの大山社長の半生を知りま
した。大山さんは十分な学力と高い意欲から大
学進学を夢見ていましたが、御父君の急逝のあ
と、八人兄弟の長男として十九歳で家業を引き
継ぎ、家族を養い、弟たちに大学の高等教育を
身に着けさせたのです。大山さんご自身は大学
へは進めませんでしたが、家族を守り、会社を
大きくする中で様々なことを学んだのだと思い
ます。大山さんの大学はご自身の仕事の中に
あったのだと思います。

学校とは何か、どこにあるのか
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教育実践



「事件は会議室でおきてるんじゃない」

踊る大捜査線
青島刑事
（織田祐二）

133
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実物を見ることは大切である

社会では３現主義といいます。現場に
行き現物を見て現実を知ることこそ大事
であり、それこそが日本の現代社会を作
り上げるもとになっている、ということ
を私は４０年近い企業での経験で実感し
てきました。
子供たちにもバーチャルなことがらば

かりでなく、実物を体験させることの重
要性を植え付けたいと思います。
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北欧の湖の野鴨と老人の逸話
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北欧の湖の鴨と老人の逸話

私は入学式の式辞で必ず、キルケゴールの
この話をします。人が生きていくうえで最も
大切なことは一時の飢餓を満たす食物ではな
く、生きていくための糧を得続けられる術で
す。デンマークの哲学者キルケゴールのこの
逸話や、長岡藩の米百票の教えはこのことを
伝えています。大学では知識そのものを享受
することも大事だが、それ以上に知識を得る
ための方法を身に着けることの大切なことを
示し、実践させています。教育の基本です。
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之を楽しむものが理想の姿
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之を楽しむものが理想の姿

論語にある、「之を知るものは之を好む
ものに如かず。之を好むものは之を楽し
むものに如かず」とは、学ぶことの究極
の動機を語るものです。こうした域に達
したいと思いながら馬齢を重ねた自分に
嫌悪をもよおしますが、なかなかこの境
地に達するのは難しいものです。しかし、
学ぶものは、この境地を目標にしてこそ、
日々、進歩があると信じています。
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１９１８年（大正７年）
旧制高等学校令
「高等学校高等科を分かちて
文系理系となす」

１００年経過して・・・
「好きか嫌いか」「消去法」

文系、理系とは・・・
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凡て人はみな、天才である

140



凡て人はみな、天才である

教育とは各人の天賦の才を引き出すこ
とが使命と、「人物教育」を標榜する甲
南学園の創始者・平生先生は語っていた
そうです。全く同感であります。大学で
もオールマイティの学生にはめったに出
くわしません。誰でも、ほかの誰にも負
けない何かを持っているものである。そ
れを見出し、伸ばしてあげるのが教育の
醍醐味だと思います。
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絶対的権威を有する者の心得
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絶対的権威を有する者の心得

会社の上司、学校の教師は部下、生徒・学生
に圧倒的なパワーを有しています。心無い物言
いや軽はずみな言葉や行動は彼らに大きな心の
痛手や組織の損失を与えかねません。事前の準
備や言動への応答をシミュレーションする必要
があります。自身の体調や精神的に問題のある
ときは出勤や授業をやめる位の対応がなければ
なりません。私は学校時代や会社生活でそのよ
うな思いをしたことが多々ありました。しかし、
自分がそのようなことを行ったかは自身ではわ
からないのです。言動は影響を考慮すべしです。
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学習を後押しするのはモチベーション
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効率的な学びのためには、将来の夢、あり
たい姿、希望が明確になっており、それを生
きる目的とし、学ぶことの目標として心の中
に宿さねばなりません。大学生になったら、
まず、自分の将来の夢を、成し遂げたいこと
を、人生で何が大事であるかということを見
つけて欲しいのです。目的が明確なほど勉学
に身が入ります。漠然としか将来を見ていな
い人は、なるべく早く、目標を明確にするこ
とをお勧めします。目標を持てば、たいてい
の苦労は乗り越えられます。
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学習を後押しするのはモチベーション



６．効率的に学ぶ
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生産性の向上は人間の行動から
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生産性の向上は人間の行動から

世界でも初めての経験である人口減少
を迎えた日本は、いたずらに人的資源の
枯渇を嘆くのではなく、人的生産性向上
こそが今後の日本の歩むべき道の指針と
して、考え方を切り替えなければなりま
せん。大事なことは、電子化・機械化
（ＡＩやロボット、ＩｏＴ）よりも個人
の（知識科学に基づく）人的生産性向上
であることを肝に銘ずることです。
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人間の成長曲線には差がある
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人間の成長曲線には差がある

150

私にとっての自我の目覚めは、小学校高学年
の時、外界との窓口である目の視野の周りに枠
ができたのを感じたときでした。それから様々
なことに興味を持ちどん欲に学び、鍛え始めま
した。友人たちとの付き合いの中から、そのよ
うな転換点を迎えた時期は人によって異なるこ
とを知りました。小学生のころ、中学のころ、
高校生のころと人さまざまでした。それぞれの
子供達に、「その時」が来た時に真摯に対処で
きるようなチャンスを作ってあげることが大人
の責任ではないでしょうか。



学生にはそれぞれの学ぶスタイルがある
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学生にはそれぞれの学ぶスタイルがある

ある学生は積極的に教員とコミュニ
ケーションをとることにより学び、ある
学生はそれをしっかり聞いて頭に刻むこ
とにより学び、ある学生は睡眠中に耳で
それをしっかり聞いて覚えます。学生の
学ぶ方法はさまざまだと私は日々、感じ
ています。ひとつの学び方が正しいとし
て他の方法を排斥するのはいかがなもの
かといつも自問自答しています。
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３つの理解の仕方
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３つの理解の仕方

学生を見ていると、ものを理解し、覚える
方法に３通りあることを感じます。ある学生
は物事を言葉として覚えます。言葉の定義を
大事にします。そして、ある学生は数式に強
いのか、式で覚えるものがいます。そしてさ
らに、図とか絵で覚えるのが得意な学生がい
ます。私は、学生達に知識を教えるとき、こ
の３つの方法で教えます。言葉で伝え、数式
にし、さらに図示すると、学生達はこのどれ
かひとつかふたつの方法で知識を身に着けて
いるのです。
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体内時計に従って学び、生活する
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体内時計に従って学び、生活する

体内時計の研究によれば、薬はよく効く服
用時間帯があり、肥満に大敵な食事の時間帯
があります。学ぶに相応しい日々の習慣や時
間帯をうまく利用するべきです。
・朝食は起床から２時間以内に
・夕食は起床から１０～１２時間内に
・起床後１４～１８時間になると著しく体内
に脂肪が取り込まれる

・最も頭がさえわたるのは１１時ごろ
・夜１９時以降は効率が悪くなる
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自己を追い込む手法
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自己を追い込む手法

私は集中して解を求めるとき「雷療法」を
用います。これは明日、雷に打たれて死んで
しまうことが分かっていたら、今、何を行う
かを考えるのです。物事の序列をつけて直ち
に実行するときに用いています。また、「エ
レベータ会話」というものがあります。これ
はエレベータに乗っている、乗り合わせた上
司に、わずかの間で、自身の考えを的確に伝
えるという想定です。短時間で何をどのよう
に言ったら良いかを絞り込む方法です。
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本物の知識とは
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山口県は明治維新百五十年の節目、様々な催しが行わ
れました。かつて、この地から英国に留学した二十代の
五人の若者がいました。長州ファイブといわれる後世の
偉人たちの若かりし姿で、明治新体制の中核を担った人
たちです。このうち、伊藤博文は、事情によりわずか半
年の英国滞在でしたが、防府のご出身で元日立金属社長
の松野浩二様から頂いた御著書「その後の長州五傑」に
よれば、伊藤博文の英文の手紙は達筆で見事であり、後
年、米国で行った英語の演説は堂々たるものであったそ
うです。ことほど左様に、伊藤博文公は、短期間に、必
要に迫られて、異国の言葉を集中して学ばれたのでしょ
う。いかにチャンスをものにして学ぶかが、その後のそ
の人の人生を左右しうるかということであります。

本物の知識とは
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７．知識科学への誘い
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知識科学こそその答え
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かつて日本は戦後の高度成長期、製造現場の生
産性で他国を圧倒していました。従って、生産性
をモノづくりの効率化にしかとらえられない風土
があります。しかし、本当の生産性とはコスト削
減ではなく付加価値の創造です。これはサービス
にも、人間行動にも、人材育成にも必要なことで
す。その方法論を体系化し、教育の場面に展開で
きる手法“知識科学”として活用しなければ将来
はありません。（エンジニアリング・デザイン手
法は、その一例で、実践教育手法として、近年、
工学教育に取り入れられた教育プログラムです）
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知識科学こそその答え



知識科学は簡単
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普通のことの改善の積み重ねが生産性向上

・量を追う発想をやめる
・経営者の見栄を捨てる
・投入資源の削減ありき
・時間を大事にする
・人を大事にする
・目標を明確にする
・会議の生産性を考える
・上司の一言は重要
・数字で目標を達成する
・評価をきちんと行う
・ローテーションしてみる
・適材適所を追求
・研修や教育の活用

・常にライバルを意識する
・モチベーションを常に持つ
・管理職の使命の自覚
・ものに序列をつける
・時間分析を行う
・業務の棚卸・分析を励行
・チームワークで進める
・シミュレーションの効用
・効率の良い資料を作る
・結果よりロジックを重視
・ＡＡＲでの振り返り
・大衆天才の活用
・捨てたものも見直しする



最も効率的に行動するには自分を追い込
むこと→集中力の醸成
・火事場（の〇〇力）
・戦時体制
こうしたを状況を模擬的に作る、
瞬時の意識改革を行う
成功例
・“雷療法”
・“エレベータ会話”
・“朝永振一郎の徳利マーク”

行動の生産性を高めることは日常的
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物事の順序を知っておくだけで
筋を通せる

・起承転結
・守破離
・PDCA
・DMIC
・DFACE

167

行動の生産性を高めることは日常的



生物としての特質を把握すること

・体内時計
脳は光で、内臓は朝食のたんぱく質で
時計をリセット
朝食は起床から２時間以内
夕食は起床から１０～１２時間内
起床後１４～１８時間で脂肪を著しく
取り込む

行動の生産性を高めることは日常的
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脳の特質を理解して学習

・エビングハウスの忘却曲線
記憶は２４時間で２５％に、
１週間後もほぼ２５％近く残る

・記憶は耳のみだと３割、目だけだと３割、
両方だと４～５割、手や口を使うと
６～７割に

行動の生産性を高めることは日常的

169



改善の力になるのが知識科学、技法を学べ

外的分析手法 焦点絞込手法
機能ブレークスルー

手法
生産効率化手法 創造的手法

プロダクトポート
フォリオ

ＤＤＴ スコアカーディング ＱＣ７つ道具 ＫＪ法

SWOT分析 目標ツリー
コンセプト
セレクション

新ＱＣ７つ道具 マインドマップ

ポジショニング分析 ＱＦＤ ＶＥ 小集団活動 ナレッジマネジメント

バリューチェーン ビジョン創出 形態チャート法

ＡＦＭＥＡ

ＱＦＤ 創造的手法

ＶＯＣ把握手法 経済的手法

ＫＪ法

ベンチマーキング 財務諸表 特性探求決定手法 マインドマップ

ＣＶＣＡ 原価管理 機能性能法 ナレッジマネジメント

ユーザーシナリオ法 ファイナンシャルモデル ＱＦＤ

ＡＨＰ コスト価値分析 ＦＭＥＡ

顧客要求分析 ＤＣＦ法 ＴＲＩＺ

目標重みづけ法

品質工学



８．教育維新をこの地から



最近の高等教育への国の改革方針

世界における日本の相対的地位低下

社会の変化
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最近の高等教育への国の改革方針

世界における日本の相対的地位低下

社会の変化

高等教育で何を身に着けさせるか

高大接続・入試改革
学力の３要素➡①知識・技能 ②思考力・判断力・表現力

③主体的に人と協働して学ぶ態度

大学教育改革（３ポリシーの充実・改革）➡
①アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
②カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施方針）
③ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与方針）
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最近の高等教育への国の改革方針

世界における日本の相対的地位低下

社会の変化

高等教育で何を身に着けさせるか

高大接続・入試改革
学力の３要素➡①知識・技能 ②思考力・判断力・表現力

③主体的に人と協働して学ぶ態度

大学教育改革（３ポリシーの充実・改革）➡
①アドミッション・ポリシー（入学者受入方針）
②カリキュラム・ポリシー（教育課程編成・実施方針）
③ディプロマ・ポリシー（卒業認定・学位授与方針）
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松下村塾から
学んだ教育の本質
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松下村塾から
学んだ教育の本質

「進んで自ら学ぶ」
「知識を自分一人のものとせず、人に教える」
「世界に目を向け、仲間とともに実践する」
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松下村塾から
学んだ教育の本質

「進んで自ら学ぶ」
「知識を自分一人のものとせず、人に教える」
「世界に目を向け、仲間とともに実践する」

今、日本の国が目指す
学力の３要素、そのものです！
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日本の“教育維新”をこの地から
起こしたい！
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日本の“教育維新”をこの地から
起こしたい！

１６０年前、若者たちが松下村塾で実践した
ことこそ、現代の高大接続改革で目指す
“学力の３要素”に他ならないと思います。
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日本の“教育維新”をこの地から
起こしたい！

１６０年前、若者たちが松下村塾で実践した
ことこそ、現代の高大接続改革で目指す
“学力の３要素”に他ならないと思います。

この意味で、山口は教育で１６０年、先行しま
した。今こそ、山口県が、山陽小野田市が、本
学が、日本の教育維新の先駆けとならねばなり
ません。そういう気概で、私たちは若者の教育
に精いっぱい、打ち込んでいきます。
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御清聴
ありがとうございました。
皆様の児童・生徒様に
素晴らしい未来が
開けますよう、
心より、お祈り
申し上げます。

きららビーチの波間にたゆとう残照



（付録）
学ぶということ
山口東京理科大学



なぜ学ぶのか？
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学ぶことの意味
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マズローの欲求五段階

生理的欲求

安全の欲求

社会的欲求

承認の欲求

自己実現
の欲求



自己実現
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EVERY CHILD HAS 
A BEAUTIFUL NAME

「ビューティフル・ネーム」
（1979 ゴダイゴ）
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「世界に一つだけの花」
Ｏｎｌｙ Ｏｎｅ

（２００３ 槇原敬之、ＳＭＡＰ）
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学ぶ知恵
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山口東京理科大学
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毎年秋の数日間、キャンパスに来てくれる“漂蝶”アサギマダラ

旅する蝶に、本学の学生を想う
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山陽小野田市の花畑に集うアサギマダラ

学生達は、この蝶の様に、この地に集い学ぶ
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そして、力をつけて飛び立っていきます

どうか、お元気で！

198



３０年間に４，６００人の
理工学人材が社会に
飛び立っていきました

そして、力をつけて飛び立っていきます

どうか、お元気で！
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工学部も薬学部に集う
仲間達にも思いは同じ、
この花畑（キャンパス）を
心地よい教育の場に

そして、力をつけて飛び立っていきます

どうか、お元気で！
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FIN
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