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関根二三夫教授太いに語る
通イポ房晋雷野ξ眉躍

今年の 4月 1日 付で、通信教育部長に関根二三夫教授が就任 さ

れた。日本大学ご出身。爾来、一貫して日大通信教育部での指導

に当つてこられた。校友会活動にも深い造詣をお持ちである。

就任後間もない関根部長をお訪ねして、大学や校友会への展

望、ご自身のパーソナルな話題などについてお聞きした。

☆

☆

≪質の高い講
義と、学生の積
極性を期待≫

―― このほと 通

信教育部長に就任

されました.心 よ

りお喜び申し上げ

ます.最初に部長

に就任された抱負

をお聞かせ下さい.

関根部長 ます

'て

十教iに
'''保

111詢1持 を渕り上十
`

作先■方には シラバスに17っ た■●l出

tヽ 1綺 :1を していた
'ビ

くように

'ヽ

えてい

ま¬. ■た 通
「

教

'日 `の

学41ま 同|[か

ら孤立しがサ,な ■■ ■11か 1■ てい三十

`ヽ

ら 1「 としても 4ヽJiを

'、

10日 ●ヽ
'十

命の

■,き 人,■ てイ「 く と,ヽ うこと力`必II

と,よ い三十.た とえ
'ユ

の 「
■●茶J

二こで■■と技女会の十1さ |′ と 人 |が

体とオ|つ た11し 物を,111し て 十上が

■1■ |り に参加できるような ,ヽの にした

い1考えています

――先生は長い問 通信教育書日こ関わつ

てこられて

いますが

その間の学

生の気責は

どの程度変

わつてきて

いますか.

関根  甲い

,ヽ ′
' 

ご 30

年になりま

つ
~  1彗 ″,it

4[は川 りとのnlを

'(切

に|~る とiヽ う側

niが あり■ tだが 今の+4:は ,■に■

“

 で 自分の■所を人 Iiに するため

,ん なでFかをやろ うとい う気|十 らが

1.F「 少ない |う に,_tじ られ ます ですか

ら

'■
中1,お Iな しい,大 1ヽの行■に対

して 1,あ まりヽ Ⅲi的 しゃな|ヽ ■¨ |な

ことはいいただけれど 1,つ とⅢ気が微

し|ヽ LI]|ヽ ■・|.

――先生からご覧になつて これからの

大学教育にはどんなことが求め られる

とお考えですか ?

関根  本 人■は通 1言 牧■で すと衛iで



すが ここ最近の傾Ⅲとして、輸i人

`Lが約 1害1に増えています.綿人4Lの学カレ
ベルはかなりヽく 人十の目的もしつか

りしている人が多い.こ ういう■■を受

け入れるわけですから '業の質につい

てもカリキュラムをしっかりと世集し

ていく必要があります. 目的に沿つた Il

..を 件つていかなければいけないと考

えています.

≪ メデ ィア教 材 の 製 lTに腐 心 ≫

―― ところで 以前の教材は紙媒体が主

流でしたが 最近は大分変わってきてい

るようですね。

関根 そうですね.今はいわゆるメディ

ア授業です。文科省からのll診 に基づい

て通信教育詢
`は

平成 16■1こ メディア●

■を,H始 しました.通常のスクー リング

参加ですと 遠方の学生は交通′|や宿泊

`tな

ど時間的 `t用 的に」難が什います

が メディアヽ業ですと 在宅で ,ヽ受講

できる不1点があります.こ うしたことも

含めて、 日ごろからかなりの子4iが受計

しています.

――受講の方法は?
関根 オンライン授業ですね。パソコン

に授業が西こ信されます.登録した授業科

日をアクセスするとそれぞれの川 日の

に業の画像で受証できます.

――そのコンテンツは日本大学の通信

教育部が作り上げたものですか ?
関根 通信教育部が,L体 とな り■ りま

した。文II省から「通学課程と「1じ よう

な臨場感をメディア教材に盛 り込んで

欲 しいJと 言われました.かなりIIlし い

1,の でした.TIた ちは動画 静 1=画  図

去や説明文など すべてをiヽ り込みまし

た 写真ゃビデオも必要な場合 ま著イの

許計を得た うえで リンクさせています .

学生は自宅でバ ンコンを開いてアクセ

スコれば良いようになつています .

――双方向でやるのですか ?
関根 双方 Ⅲですが ,FIり卿となつてい

ます。
`t生

と学生が F・l時にいなくてはな

らないのではなく、十■がそれぞオ■好き

な時にアクセスすればいい.FFTl・ lが あれ

ば′`ソコンで質llし てもらえば ■■り,
が 1'(る だけ甲い うちにパ ソコンで回

答する というや り方です.だから非 F]

IIn双 方 ,̈な んですね.il日 の試験も 試

験会場に行かなくとも′` ソコンで リボ

ー トを提出することになつています.す
べて ,ホー ト試験です.

――ずいぶん変わりましたね.紙教材と

メディア教材の使い分けは?
関根 基本的にⅢi方v12本 、1で になつて

いますから、好きな方を選べばいいわけ

です.企ての人が′`ソコンを使いこなせ

るわけではないですからね。たとえば、

スクー リングに出るか 代替するメディ

ア授業で単社を取るかは学生の方で選

ぶことになります.

≪大学入学の地万分散化≫

――最近の大学事情についての問題点

などは …

関根 文ll● の方rlと して 十上の4`会

への■ を防ぐために 1に元に大学があ

ればそちらに人■して

',ら

う という方

Ⅲlになつてきています.大十の人■定員
の■率をilし く規定して 都1,音 Fの 大十
の大学集 を|"ぎ 地方′ヽの入学者を増

やしていく。平成 28年度の入学定員の

件率 よ 117(キ未,満 と規定されています

が 来年度は 114倍 ●来年度は 110
倍というように 入学定員を厳しくして

学生の都会ll中 を防ぐということです.

―一大学も様変わ りするということで

すか

'関根 これからは都 心の大学も経 :|が

厳しくなります。現在 地方の大学は定

員
=レ

しが多く、四年市Jで約十分ほど、短

人では約 7■|が定員割れの状態です.大
学の tl汰はもう14.ま つています。

≪校友会・学生。大学、
それぞれの課題≫

―一大学というのは研究者を育成する

ことも必要ですが、ある意味での社会に

人材を供給する、という大きな役害1を 担

つていますね.

関根 はい キャリア教 FIが ,F■に重要

です。在年 から1来るだけ多くの資 |.|

がT_れ るようになればと思います.通千言

教育部でも 以ntは経常'1検t 現在は

ビジネス著作イ検tと いうものをイ
「 に 2

F行つています。ある意味での凧業教育

的な課外授業です。,請 4:は 104ほ ど

ですが 学4:の皆さんには出来るだけ資

格をとって欲 しい ということで,1施 し

てお ります.

―一通学課程では ゼミでのディベー ト

を中心とした教育も充実 していますが、

通信教育課程ではそのあたりが弱点で

1ま ?

関根 今は違 うんですよ.ア クティブ

ラーニングと言つて、学41に

'1い

を投げ

かけて学41に考えさせる という手法が

ありますが 通信で t,結‖イT,Dえ■ていま

す.

――以前 学友会の学生さんと話す機会

がありましたが 学生が言うには先生方

ともつと密着 してディベー ト教育を受

けてみたい という声が多くありました。

関根 そ うい う■■の気|十 らを吸い「
げるためにも、証義の中でHいかけをし

て 14生に考えさせることをしなければ

いけないですね.ま た オフィス アワ

ー (教員と学生の面接対計)や ||■ lll談

も頻繁に開設していますから いつでも

.Fを しに来て■く体怖1は 来ています.

――その他、学生の要望に関しての対応

策のようなものはありますか?.

関根 入学 ||と して 凧業「 必要な知

識の習得という日||が 全体の約 1制 を 1雪

めます.通信教育部として ・tl lサ ポー

ト |口 談■や計演会のFi設 などを行つて

います.ま た、■女会と■■と大学 こ

の二十日1の 深いつながりが大■になっ

ています.特に本ヤを卒業した校友会の

皆さんが社会でどのような活躍をされ

ているのか どんな方がおられるのか、

学生が何を求め 何を必要としているの

かを お■いに IIっ て欲 しいわけです.

●J在そういう交流の場を、今年の夏の
l ll夏祭Jに設けることを計画していま

す.学
`し

たちにもつと技女会に関,心 を|キ

つて1,ら つて お互いにlTll:化 IЦ 来れば

いいですれ.

≪大学の英語教育≫

――最近 クローバル教育がかなり叫ば

れています。大学での英語教育について

はどうお考えですか?

関根 大Iと しては当然 英語教育をヽ

め 力を入れようとしています.人語だ

けの授業も必要と考えいれます 通信教

育部には高い レベルの共詰力を持った

学
`Lも

沢 いますし ,t4:方 にも優秀な

方が多くおられます.ただ 日本語を
=れちゃFTる . しつかりとした され ,ヽな

日本語をしゃべ り かつ人語も出来る

とい うのがこれか らの十■に必要です

ね。すでに 小学校でも英語教育が l.・ ま

りました。小学校の先上方も英語教育の

免許が必要となつています.中学校でも

そうです.通信教育を受講して英語教育

の免許を取るとい うことが制度化 され

て この 4'■ らヽ′台まっています.

≪山田顕義先生の『不0魂洋オ』≫

―― これから大学が育成すべきは、どの

ような人材とお考えですか ?

関根 日本人'|は 、学祖 山口頭Ir先 ■

が 心となつて泊1ら れた歴史ある大学

です.■■は『和塊洋才』のお考えをI・ |

つておられた方です.こ の建子の特神を

我々は受け llい でいかなければないな

いと思います.日 本人の心 儒教的な考

え方、そ,■ とグローバルな視点のl~が り、

これが大Jlです。いわゆる『和班洋才』
とい う考え方を受け継 ぐ学生を Fjて た
い というのが私の気|サ ちです.そ うい



う意味で 通信教育部のメディア長業科

日の中に白校史教育として「日本大学史 |

を倉1り ました。日本人■の歴史というも

のをきちんと押さえておかないと 立ち

位置が分らなくなります.通信教育部に

,t長 |ヽ 歴史力ヽあります。F召千「 23年 11月

2日 に膚1立 されてお り、この 11月 で 68

年 目.あ と 2年で倉1立 70周年です.こ
の長い歴史を踏まえて 日本大学全体の

中で通信教育部がどうあるべきかを き

ちんと考えて行こうと思つています.

≪日本。米国・英国、

それぞれの通信教育事情≫

――先.ALが携わられている「通信教育と

いう授業の方法」にはどんな問題点があ

ると思われますか。

関根 11間約 地域的に制約されている

人が多いと,ヽ うことですね。 した7Jつ て、

制度的に 1,多 i的なものを用意 してい

かないと出:要に応えられない。そこが難

しいところです。

一一通学課程と比べてハンデとな りま

すか。

関根 通信教育の場合は H業や学習の

習熟度など様々な人がいますから そう

いう方々を今で受け入れて 計義の質を

人事にして すべての人が11じ 方向を向

いて事業という目的を成就出来る その

ように努めな すればなりませんね.

一一通信教育部の現在の学生数や卒業

生数はどのくらいですか。

関根 在学4」 は約 6.500名 ほど 新入′
「

は春期入学生がi11400名  秋期入学生

が約 400名 .卒業者数は春秋合計で年間

ilJ 600名 ほどです.

―一通信教育のグローバル化について

もう少 しお聞かせください。

関根  グローバルな捉え方をしますと

通信教育とい うのは多くの国でシステ

ムが出来ています.特にアメリカやヨー

ロツパで●L達 してきたわけです.ア メリ

カの場合は て,う 0て オンラインが可能

となっています. ヨーロッパの大学では

スクー リングをかな り重視 しているよ

うです.つまリ コンピュータだけで単

位を取るのではなく フェイス ツー

フェイスで対話を人事にする。こういう

点で アメリカとヨーロッパは違 うんで

すね。

一―その点を先生はどうお考えですか。

関根 やはり、フェイス ツー フェイ

スが人事ですね.オンラインでのメディ

ア教材をつくる場合も、やはり臨場感 t・

ふれるや り方をしないとダメです。先生

方が工夫をして対話に近い形に持つて

いかな0ヽ と、 メディア授業はうまくtヽ き

ません。

一一通信教育の場合、日本とヨーロッパ

の学生の違いはありますか。

関根 コーロッパの学生は 勉強が結構

ハー ドですね.読書量もF・lこ うのほうが

多いと思います.

《大学と校友会の

コラボ につ い て 》

―― ところで、関根先生が通信教育部に

関与されてから 30年になると伺いまし

たが.

関根 はい 非常勤読師をやつたあと

1召和 61年に通信教育訂

“

こ本職 専任計

師としてスター トしました。今年の 7月

で満 30年になります。私は最初から通

信教育書口こ本I.lし ましたので 通信教育

部に愛若があります。 しつかりと学+を

育てていこうと思つています.

――校友会の方もよろしくお願いいた

します (笑 )

関根 そ うですねえ  ―ll化 して考えな

いと (笑 ).

―一大学として校友会に望んでいる事

は何でしょうか ?
関根 先輩OB OCに どの 1う な″が

いて、どいう仕事に・tいているのか そ

の情報を学生は得たいと思つています.

そのための情報発信の組 i哉 であって欲

しいと思います.仕 J'を 見つける時など

14生 が気栞にコンタク トが取れて先輩

――校友会にはどのような可能性が考

えられますか.

関根 校女の皆さんの

'睦
を図ること

が基本ですが 学生に対して何か PRで
きないか.校友会ここに在 りという そ

ういう場が今はありませんね.「三中し

上げますが この 8月 に行お うと考えて

いることとして OBの 皆さんが随時集

まってⅢ,かイベン トを打つ。例えば物産

反を,Hいて 1又益を災告復典に役立てて

いただくとが こういうことは使友の皆

さんのご協力がなければできません.

≪オープン受講制度と
生涯学習≫

―一大学とな友会とが組めるものとし
ては 生涯学習のプログラム4り などが
可能かな という気がしますが.

関根 実は昨年度に通信教育部では オ

ープン受読というものを開始 しました。

大学の講座を社会人の方々に開放 して

スクー リング■計料 と同額の 1万 円を

収めれば 希望するII日 を学生と一緒に

受講できるというものです.学部のはう

にはjな計上制度がありますから これと

タイア ップ して■ rt学 習センター とし

て管驚 していことい う考えを持つてい

まつ.

―一三崎町には生涯学習センターがあ

りましたね.

関根 はい 20年ほと前 文科省の監督

下に 日大など多くの人年が生涯十習セ

ンターを作りました。私たちとしては、

これを復活させたいと思います.OBや
般の社会人の方々にもつとPRして

生vI学 習の 一環 として利 ,¬ していただ

けると嬉 しいです.

《自衛隊から日大へ.奉職300
-―先生のご経歴についてお聞かせ く

ださい.

関根 私は普通科の高校を卒業 してか

ら3¬●間 航空自衛隊の第 7航空団で
「

104戦ぱ1機のジェットエンジン■●・備をや

ってお りました.浜松の術科学校では、

消灯後の廊下の明か りの中で勉強 した

ことマ,あ りました.任期を終えてから日

本大学7L学剖
`を

受験、今格 しました。そ

れから大学l●.べ進み 法学研究科博十後

期課程に進み満期退学 しました。指導教

授について勉強できるということ これ

は ドクターコースの醍醐味でしたねえ.

――法学部を選ばれた動機は?

関根 社会的な問題への関心ですね。 ロ

本の回や 白liI隊 のあり方と現状につい

て もともと関心があり 常に考えてい

=し
た.

《エ デ ィット・ピアフと『 正 法 眼 蔵 』》

――シャンソンがお好きだとか ?

関根 エディット ピアフの歌がいいて

に話を開きに行ける そのような関係で

あって欲 しいですね。その関係が今は切

れてしまって 学生と/D接点がなくなっ

ていますね.意識するのは卒業の時だけ

になっている.ですから冒頭に中しまし

たが この夏に初めてやろうという企画

もその点を踏まえてのことです.

―一 日本大学校友会は長い伝統があり

ますね。ましてや校友会独自で会館 (桜

円会館)を持っているというのは これ

はもう大変なものです。

関根 そ うです.おいしいお酒を飲みな

がら談笑できるサ′`―クラブのような

ものがあればもつと好いかな (笑 )

―一 このところ、新卒者の校友会への力n

入が極端に少なくなつています。この点

で大学と校友会の双方が協力できるこ

とはありませんか。

関根  大学側か らも積極 ||に 情報発信

して フットワークを良くして 校友の

皆 さんとl‐
―していくことが人事だと思

います。更に 校友会とす生と大学とが

一体化できることが人事ですね.技友会

には優秀な方が多いわけですから。そう

い う方に出ていただいて協力 して頂け

れば良いかなと.学生にとつては、実務

を教わることができる訳ですからね。



す● そ,tか |,「

'1,′

)■ ラ́ニストIJ,
111:::‖ ,11'11Ⅲ口,|,11き ti

―――先牛を変えた一冊の本は?

関根  |`イ+を ■ |た
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本部校友会・総会スナツプ (5月 23日 )

日本人学え借教育:スオえ友会
第45口 た メ月

`谷

会

校歌の音頭を取る

谷島義枝元応援団長

総会風景

上は 当日ご講演頂いた

昭和 39年 の東京オリンビ

ック男子団体 個人吊り環

て金 メダルを獲得された

日本大学の早口卓次先生

特男帳 彰の森下さん 100歳
懇親会風景 乾杯の音頭は当支部の三上英子さん



東京都支部総会は 5月 14日 、通信教育部校舎 1号館、ミーテイングルームにて

開催 した.15名 の会員参加のもと 事業報告、収支決算、並びに事業計画、予算

案ともに満場一致で承認された。

また、本年度は日本大学東京都支部 校友会公認名刺 (100枚 2000円 )を作成

することとした。なお、本総会に出席 した会員には 50枚 を無償で配布された。
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平成28年度関東プロック総会・茨城県大会

本年10月 16日 開催決まる

通信教育部校友会図書館ご著書ご寄贈のお願い 図書館長 貫ヨ本 昭 典

日本大学通信教育部をヽ業以来 ビ白身の■でまとめら
'■

た IIl物 など使女のは

'1作

品を―■に集めた JttI「 ´ヽ

のご出戻をお行 らしてい
=す

.詳細は平成28年 1月 1月 りに記載 しています.

1 ビ白夕で制作した作 |ギ |に 限ります.

2 共11綸 1作 もしくは同人誌の場合はご白ンの著件が企ベージ I・ lo分 の 1以上あること

3 イ」集 詩朱など総′`―ジ次が70● 未満の場合は 2■ lは

'`で

すめない.

4 ルi口

'1人
21:以 ll.口 民jr/1.311以 上′,場合は+itに事務ル,にお問い0わせ ドさい.

5 ,■の卿係でイ,イ Jl性人 まいたしません。原則 「ごハ中Jでお願いしヽす.

☆☆☆ 東京都支部校友会・平成 27年度会費納入者のご紹介 ☆☆☆

平成 27年度の文部会費は下記の圏螢方よりお文II・ いいただきました.東京都支部―同厚く御オL申 し上げます。
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(※平成28年度以降の会費振込料は文部長担とさせていただきます 今後ともよろしくご協力をお願いいたします)

――一開催要項―――

1 開催 口 :11成28年 10'116 11～ 17 11
2 会 場 :ホ テルクリスタル′`レス(,R勝 1'()

茨城り|(ひ たちなか 市大■1 22 tti1 029 273 77 1

3 スタジュール

0第 11口 (10'16口
'1)参  lll  受  ‖ :121'60分 ～131+30分

プ ロ ッ ク 会 ,サ t会 J31100`)～ 111い 0`,

プ ロ ッ ク 給 会 141寺 00`)～ 151寺 30`)

体験 発表 t求 体操 :151キ15分 ～ 161'45分

懇    Jl    会 J81い 0分ヽ201'30分

◎第2 (10'17 11)
‖I ひたち江lr公 1l k策  白 1参 ll

入場
「

 来り

'力

年イ白

`1' 
流れ,イ 欣

7月 23日 (大阪府)

8月 28日 (岡山県)

9月 13日 (高知県)

10月 1日 (静岡県)

参加費 :

Aコ ース :80001  総会 ,懇 脱会 イlr
Bコ ース :100001  給会+懇規会
Cコ ース : 2000」  裕会

参加Jtは

“

 受イ1に I.支払いください

参カロ申込み :力 口1嗣 1l iで 迪絆を1文 り合って8'125

までに

'[京

詢
'■

詢
` 0「

支瀾,■ (080-5032-
117)|●  込 ドさい.

その他 :lti掏
`支

¬
'の

キヤきまの多くのご参加をおイ十

ちしていまつ .

4

6

5

全国各地のプロック総会開催日決まる1(お時間があれば全国の校友と交流してください)

近畿ブロック総会

中国プロツク総会

四国ブロツク総会

東海ブロック総会

北信越ブロック総会 :10月 8日 (富 山県)

東北 ブロック総会 :10月 16日 (秋 田県)

関東 ブロック総会 :10月 16日 (茨城県)

九州 ブロック総会 :10月 22日 (大分県)

編 集 後 記

≪巻頭特別インタビューを終えて≫ 校友会への要望として関根 .‐・長が語られた中に、Fl象的な部分があ

る。一つは校友会が学生に対する 「情報 lL信 の組i般 であって欲 しいJと いう個所。もう一つは 「校友会こ

こに在りという そういう場Jを治J出すべきであるという個所。いずれも校女会が親ltt団 体として発展す

るにとどまらず、さらに大学 学生・そして自らを 「一体化Jしていく強い気概と実行力を備えた機関に

なるべさだ、とのご発言であると思う。今後の校友会に大きな示唆を与えて下さつたのではないか。 (編 )


