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       2017 年度入学準備学習プログラム資料 

2017 年 2 月 25 日 

                                            教務委員・岩本章吾 

 大学で学ぶということについて 

～意義ある４年間を送るために～ 

 

1. 高校と大学との違い 

（1） 固定した学級の有無 

 高校では固定した学級（クラス）があり、基本的に学級単位で授業を受ける。 

 これに対し、大学ではこのような固定した学級はない。 

 授業の受け方も、科目によって以下のように様々である。 

  ・ 同級生全員が一緒に受ける授業（講義形式の必修科目） 

  ・ その科目を選択する者だけが一緒に受ける授業（講義形式の選択科目） 

  ・ いくつかのクラス（4 クラス程度）に分かれて受ける授業（英語、体育など） 

  ・ 少人数単位（10 名程度）で受ける授業（ゼミナール） 

（2） 「生徒」と「学生」 

 中学・高校で学ぶ者は「生徒」と呼ばれるのに対し、大学で学ぶ者は「学生」と呼ばれる。 

 広辞苑によれば、 

   生徒……「学校などで教育を受ける者」 

   学生……「学業を修める者」 

 つまり、どちらかと言えば、「生徒」とは受け身の立場で教育される者であるのに対して、

「学生」とはより積極的に学修に取り組もうとする者である。更に言えば、生徒は「子供」とし

て扱われるのに対し、学生は「大人」としての自覚が求められる。 

 このため、学生は、ただ漫然と通学し授業に出席するのではなく、目的意識を持って積極

的に勉学に励んでほしい。 

  「目的意識」とは、何に重点を置いて勉強するか、将来どんな職業に就くか、どんな人間

になりたいか、などについての考え方のことである。 

目的意識と言っても、まだ漠然としている人が大多数だと思うが、なるべく早く目的意識を

確立してほしい。 

（3） 卒業後のこと 

 大学に進学する意思のあった人にとっては、高校までは通過点に過ぎない。 

 しかし、大学生にとっては――大学院に進む少数の人を除けば――、大学は最終学校で

あるとともに、社会に巣立っていく出発点である。 

 このことを忘れずに、悔いのない大学生活を送ってほしい。 

 

2. 大学で学ぶ機会が与えられることの幸せについて 

 現在の大学進学率は５０％強であるが、同年齢の人の半数弱が大学には進学しないこと

を考えると、進学できること自体が幸せなことであり、恵まれたことである。 

 このことは、多かれ少なかれ、保護者の方々の御苦労のもとにはじめて可能となることで
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ある。 

 また、社会全体からみても、概ね 18 歳から 22 歳くらいまでの若者が大学に進学し、働くこ

とを猶予することが認められているのは、言うまでもなく、遊んでもらうためではなく、「勉強」

して社会に貢献する人間になってもらうためである。 

これらのことは当然のことであるが、忘れている人も少なくない。 

皆さんは、これらのことをどうか胸に刻んでほしい。 

 

3. 大学で学ぶ意義～社会で通用する何かを身につける～ 

 何のために大学で学ぶのであろうか。 

 様々な答があり得ようが、一つの答を以下に述べる。 

 大学で学ぶ意義は、「社会で通用する何かを身につける」ことと考えられる。特に、大学は

高等教育機関であるから、この「何か」はできる限り高度なものであることが望ましい。 

 この「何か」には 2 つのものがある。 

 第一は、言うまでもなく、専門分野（例えば、知的財産に関すること）の高度な知識を身に

つけることである。社会の多くの人が持ち合わせていない専門知識を修得することは、社会

で通用する人間になる上で切り札になることである。更に高度な専門知識を得ようと思う人

は、大学院への進学を考えればよい。本学にも、知的財産専門職大学院がある。 

 専門分野に関して、何らかの資格を取得できれば、将来たいへん有利となる。例えば、知

的財産に関しては、弁理士、知的財産管理技能検定という資格がある。 

 第二は、幅広い教養に裏付けられた常識を身につけることである。「常識」とは、「特定の

専門分野に関わる知識ではなく、社会生活を営む上でめぐり合う様々な事柄について、理

解し、妥当な判断をし、説得力のある批判をするために必要な基礎的な知識や能力」を意

味する。将来社会に貢献し円滑に社会生活を送る上で常識は不可欠なものである。社会の

側からみれば、常識を欠く人間は困った存在であり、それを受け容れることは困難である。 

〔参考：文系と理系について〕 

 知的財産学部は、どちらかと言えば、文系の学部である。 

 しかし、文系か理系かということは、あまり気にする必要はないと思われる。 

 知的財産学部には、次の 4.に示すように、理系の科目も多数あるし、更に工学部の

科目を履修することも可能である。逆に、工学部では、文系の人文社会系科目も重要

な位置を占めている。 

 あえて文系と理系とを区別するとしても、現実の社会においては、文系の人材と理系

の人材のいずれかが上位にあるわけではなく、両者が車の両輪のように相互に補完し

合っている。例えば、研究開発や製造の分野はもとより理系の人材の活躍の場である

が、企画や総合調整、営業の分野では文系の人材がより重要な役割を果たしているこ

とが多い。 

 

4. 何を学ぶか 

    学校教育法学校教育法学校教育法学校教育法    

        第八十三条第八十三条第八十三条第八十三条    大学は大学は大学は大学は、学術の中心として、、学術の中心として、、学術の中心として、、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究

し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする。とする。とする。とする。    
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        ②②②②    大学は、その目的を実現するための大学は、その目的を実現するための大学は、その目的を実現するための大学は、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することに教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することに教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することに教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することに

より、社会に発展に寄与するより、社会に発展に寄与するより、社会に発展に寄与するより、社会に発展に寄与するものとする。ものとする。ものとする。ものとする。    

 

（1） 幅広い学問に触れる 

 知的財産学部においては、上記の目的を達成するため、以下のような広範・多彩な科目を

用意している。興味ある科目を選んで、できるだけ幅広い学問に触れてほしい。なお、必修

科目は、必ず単位を取得しなければならない。 

① 教養科目〔言語表現技術、哲学、文学、歴史学、心理学、社会学、化学、地球科学、生

物科学、健康体育など〕 

② 専門科目〔特許法・実用新案法、意匠法、商標法、著作権法、憲法、民法、経済学、会

計学、技術科目（機械技術、現代化学、エレクトロニクス、バイオテクノロジーなど）、

探求科目など〕 

③ 語学〔英語、中国語、言語表現技術〕 

    国際化時代であるから、どんな職業に就くにせよ、国際語である英語が最も大事であ

る。それに次ぐのは中国語であろう。 

    ただし、日本語の能力を向上させることがそれに劣らず――むしろ、それ以上に――

重要であることも忘れてはいけない。 

④ プレゼンテーション（人に自分の考えを伝達すること）〔各種ゼミなど〕 

    自分の意見は、人に知ってもらう必要がある。そのために、人前で自分の意見を発表

する能力を身に着ける必要がある。意見を発表した結果、人から批判を受けたとしても、

それは、自分の意見を更に磨く良い機会となる。 

（2） 将来に備えたコースの選択 

 知的財産学部では、2017 年度以降の入学生を対象に、次の 3 つのコースを設けることと

している。いずれのコースを選択するかは、2 年次に進級する際に、希望を踏まえて決定す

る。 

① 知的財産プロフェッショナルコース」 

特許・商標・意匠などの知的財産の専門家として活躍することを目指すコース。 

② ブランド＆デザインコース 

ブランドイメージや製品デザインなど、人間の感性に訴えるマーケティングツー

ルをフルに活用できる人材を目指すコース。 

③ ビジネスマネジメントコース 

経営・経済・企業法務などのビジネスに関する幅広い知識に基づき、知的財産を活

用して企業の競争力を高めることができる人材を目指すコース。 

 

5. いかに学ぶか 

（1） 選んだ科目の学び方 

 選んだ科目をいかに学ぶかは、科目によって異なり、また、教員の教育方針によっても異

なる。 

 その科目の担当教員の指示を受けて、適切な学び方を身に着けること。 

（2） 予習・復習の重要性 
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 選んだ科目を修得するためには、授業に出席することは当然であるが、それだけでは不十

分である。授業で一度話を聴いただけでは、理解が薄く、記憶にも十分残らない。 

 したがって、重要なことは、予習と復習とを怠ってはならないことである。 

 予め教材が指定されている科目については、シラバス（各科目の毎回の授業内容を説明

した資料。入学後、Web で見ることができる）の記載に従って、次回の授業に備えて、教材

の該当箇所を予習しておくことが必要である。予習段階で概略の理解を得ておけば、授業

での理解度が格段に高まる。 

 予習と授業で理解したことを頭脳に沁み込ませるためには、復習を欠かしてはならない。

疑問点はそのまま放置しておくのではなく、教員に質問すること（7.を参照）。 

 

6. 授業以外で大切な勉強 

（1） 新聞を読む 

   新聞を読むことは、単に時事問題について知るだけでなく、常識を身につける上で極め

て重要である。 

   将来の就職活動のことを考えても、新聞から得た知識は必ず役に立つ。 

   新聞を読む習慣のない人は、毎日、一般紙を読む習慣をつけること。最初はザッと眼を

通すだけでもよいから、1～3 面あたりに掲載された政治、経済、社会、国際情勢等に関

する重大事項の記事を読むこと（テレビ欄やスポーツ欄だけではダメである）。 

（2） 読書をする 

   本を読むことは、優れた先人と対話をすることである。 

   特に、風雪に耐えて生き残った古典は、人類の共有財産である。 

   比較的時間の余裕のある学生のうちに、できるだけ読書をすること。 

   文学、思想・哲学、宗教、芸術、政治、経済、科学など幅広い分野にわたる本を濫読す

るのもよく、また、特定の分野の本をじっくり精読するのもよい。 

   これらの読書体験は、必ず皆さんの血となり肉となるであろう。 

（3） 社会の一端に触れる 

   学生のうちに社会の一端に触れる機会を持つことは大変有益である。 

   アルバイトをすることにはそういう意義も認められる。 

   この他、大学としても、インターンシップ（企業などで、実際に何週間か仕事をする機会

を持つこと）の機会を提供しているので、活用を勧める。 

 

7. 教員に対しては遠慮なく質問したり相談したりすること 

① 大学の教員は、高校までの先生と比べて、近寄りがたく感じるかも知れない。 

しかしながら、大学の教員も学生を教育することが最大の仕事であることにおいては、

高校までの先生と変わらない。 

② 授業で分からないことがあれば、遠慮なく質問すること（授業中に質問しにくければ、授

業終了後に質問してもよい。教員の研究室に質問をしに行くのもよい）。質問に答えること

は、教員にとっても有益なのでありがたいことである。 

③ 勉強以外のことでも、疑問に思うことや悩んでいることがあれば、教員に相談しに行け

ばよい。教員は、人生の先輩として、相談にのってくれるであろう。 
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特にゼミの担当教員は、「担任の先生」であると思って、いろいろ相談すればよい。 

 

8. 大学在学中に終生の友だちをつくること 

互いに利害関係のない学生時代の友だちは、何ものにも代えがたい一生の財産である。 

しかし、高校までは、固定した学級があり同じメンバーといつも顔を合わせるため、自然に

友だちができたのに対し、大学では固定した学級がないこともあり、友だちをつくるには多少

の努力が必要である。 

ゼミに積極的に参加することやクラブ活動をすることは、友だちを増やすためにも有効で

ある。 

 

9. アルバイトについて 

① 学費やアパート代などを稼ぐために、アルバイトをする学生は多い。 

しかし、過度にアルバイトに打ち込みすぎて、勉強がおろそかになる学生もいる。 

諸般の事情はあるであろうが、あくまで学生の本分は勉強することであるから、アルバ

イトは、できる限り勉強に支障のない範囲内に抑えること。 

② なお、経済的な支援が必要な場合には、各種の奨学金制度があるので、担当部局（学

生課）に相談すればよい。 

 

10. スマホの使用について 

近年、スマホ等の IT 機器の使用に、毎日多大の時間を使っている人が少なくない。 

スマホが便利で有益な機器であることを否定するつもりはないが、多くの人にとっては、

「単純な遊び」「暇つぶし」に終始しているのではないかという疑いがある。 

そうとすれば、スマホの使用は、勉強にとっての妨げとなり、お金の浪費にもなりかねな

い。 

毎日数時間もスマホに費やすのは明らかに行き過ぎである。 

自覚をもって、スマホの使用を適切な範囲に抑制すること（1 日 30 分以内にするなど）。 

 

11. 入学までに学んでおくべきこと 

入学までに、是非、何か 1冊本を読んでみてほしい。 

知的財産に関連したものでも、そうでないものでもよい。 

   岩本の趣味により、若干の本を推奨しておく。 

  〔知的財産に関するもの〕 

   以下の本は、知的財産の面白さを知ることができるものである。 

   ① 丸島儀一「キヤノン特許部隊」（光文社新書） 

   ② 稲森謙太郎「勝手に使うな！ 知的所有権のトンデモ話」（講談社＋α新書） 

   ③ 三宅伸吾「知財戦争」（新潮新書） 

④ 荒井寿光「知財革命」（角川 oneテーマ 21） 

   ⑤ 伊集院丈「雲を掴め―富士通・IBM秘密交渉」（日本経済新聞出版社） 

   ⑥ 伊集院丈「雲の果てに―秘録 富士通・IBM訴訟」（日本経済新聞出版社） 

   ⑦ 福井健策「著作権とは何か」（集英社新書） 
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   ⑧ 中山信弘「マルチメディアと著作権」（岩波新書） 

 

  〔それ以外のもの〕 

   ① 坂口安吾「堕落論」（角川・新潮・岩波・集英社などの各文庫） 

       人間存在の底の底を鋭くえぐり出した戦後の記念碑的エッセイ。読めば生きる力

が沸いてくる。坂口安吾の作品では、他に「日本文化私観」、「大阪の反逆」、青春

時代を回顧した一連の短編も心を打つ。 

   ② 司馬遼太郎の歴史小説 

       大阪が生んだ作家・司馬遼太郎は、「国民作家」の名にふさわしい存在である。

平易な文体で歴史上の人物に新しい光を当てた。長過ぎる作品が多いのが難点

であるが、悠然とした文章は人を魅了する力があり、また、歴史の勉強になる。若

いうちに読んでおくとよい。「竜馬がゆく」「翔ぶが如く」「坂の上の雲」などが代表作。

比較的短いものでは「国盗り物語」「燃えよ剣」「新選組血風録」など。 

   ③ 佐藤春夫「日本の詩歌 16」（中公文庫。佐藤の詩集は他にも多数の出版社からで

ている） 

       現在の我が国には、詩歌や純文学の読者はごくわずかしかいない。これは、現

在執筆・公表されるものの多くは、読者の心に訴えることを忘れ、独りよがりに陥っ

ているからである。 

しかし、一時代前には、我が国にも優れた文学作品がたくさんあった。例えば、

佐藤春夫のつむぎ出す詩は、日本語の美しさと余韻の深さの極致を示すものであ

る。「水辺月夜の歌」「海辺の恋」「秋刀魚の歌」「酒、歌、煙草、また女」などは特に

素晴らしい。 

他の詩人・歌人としては、石川啄木、中原中也、若山牧水などもお薦めしたい。 

これらの詩人・歌人の作品は、日本語の美しさを再認識させるとともに、人生に

ついて深く考えさせる力を持っている。 

   ④ 「歎異抄」（岩波文庫ほか） 

       浄土真宗の開祖・親鸞聖人の言葉を弟子の唯円が記録した書とされる。浄土真

宗の教義にかかわらず、絶対者に帰依するという信仰の意味を深く考えさせるも

のである。 

 

12. 大学生活における自由と規律 

 学生も社会人の一員として、社会のルールを遵守しなければならないことは当然であり、

規律のある学生生活を送るよう、特に注意してほしい。 

（1） 社会のルールとペナルティ 

「大人」である以上は、一人前の人間として、社会のルールを遵守することが必要である。

高校までのような「甘え」は許されない。 

① 社会のルールの主なもの 

（a） 法令 

遵守すべき社会のルールの代表的なものは、法令である（国の法律や地方公共団体

の条例など）。 
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（b） 組織内部の規則 

  個人は何らかの組織に所属しているのが普通である（サラリーマン⇒会社、学生・生徒

⇒学校）。 

  組織には、その組織の秩序を維持するため、何らかの規則が設けられていることが多く

（会社⇒就業規則、学校⇒学則）、その組織に属する人は規則を遵守する必要がある。 

（c） 社会常識 

  社会のルールは、法令や規則のように文章の形に書かれているものが全てではない。 

  文章の形にはなっていないが遵守すべきものとして、社会常識がある。これは、一人前

の人間が身につけているべき知識や判断力のことである。例えば、電車やバスの中でお

年寄りや体の不自由な人に席を譲ること、人に出会ったときには挨拶をすること（特に目

上の人に対して）、授業中は静粛に講義を聴くこと、などがある。 

② 社会のルールに違反した場合 

 社会（世の中、世間）は、そのメンバーがルールを遵守することを前提として成り立ってい

る。したがって、ルールに違反した者は、何らかの形で制裁（ペナルティ）の対象となる。 

（a） 法令に違反すると、刑罰（懲役や罰金など）が科せられる場合がある。 

（b） 組織内部の規則に違反すると、その組織の内部で、懲戒処分（本学の場合、譴責、

停学、放校）が科せられる場合がある。 

（c） 社会常識に違反した場合には、(a)(b)のように眼に見える不利益が科せられるわけで

はないが、「非常識な人」とされ、社会的な信用を失ってしまいかねない。 

   社会の中で生きていく上で、周囲の人々から得る「信用」ほど大切なものはない。 

信用は勝ち取るためには長い時間をかけて努力することが必要であるが、失うのは

一瞬のことである（「築城三年、落城一日」）。そして、一度失った信用を再び取り戻すの

は至難の業である。 

（2） 自由と規律 

 大学生活は、たいへん自由なものである。人生で一番自由な時期かも知れない。高校ま

でとは異なり、教師や保護者が事細かく口出しをすることはない。 

 皆さんには、自由で楽しく有意義な大学生活を送ってほしい。 

 しかしながら、規律を欠く自由は、身勝手であり他人から見れば迷惑千万なものである。ま

た、それは、自分自身を堕落させてしまうことにもつながるおそれがある。 

 その意味では、自由と規律は表裏一体であると言えよう。 

 皆さんが、「規律をわきまえた自由」を享受し、周囲の人々から信用される人材として社会

に巣立って行かれることを願っている。 

 

                                                    （以上） 


