




水戸地区





日立地区





阿見地区





て騨

初代学長鈴木京平

第2代学長　束　　龍太郎



第3代学長　都崎　雅之助

第4代学長　二　方　　義



第5代学長　徳　江　　徳

）

第6代学長　関　誠



第7代学長市村正二

難

〆

第8代学長秋田康一



序 文

茨城大学長　秋田　康一

　本学は昭和34年に『茨城大学十年史』を霧行したが，それから20年の星

霜を経て開学30周年を迎えるに当たり，その記念事業の一つとして『茨城

大学三十年史』を編集することが決定され，編集委員会の1年半余にわた

る努力により，このほどようやく刊行の運びとなった。

　このr三十年史』は，先の『十年史』と重複する時期についても薪資料

の灘掘につとめて全面的に書き薩すこととした．さらに昭和34年より54年

に至る20年間はまさに波瀾万丈とも雷うべき時代であった。文理学部敬組

による人文学部・理学部・教養部の発足，農学部・理学部の大塚地区への

移転計画の決定とその挫折，全学の教育研究を大混乱に陥れた大学紛争，

真に総合的な大学の創設を目指すr全学轄来欝薩委員会」の発足とその変

遷等，茨城大学の歴史に蒋筆大書すべき数々の出来事が相次いで起こった

のである．それらに闘する資料や記録を収集整理して，三十年史として編

集するには予想以上の時間を要し，木本英入委員擾を始めとする編集委員

の労苦は並々ならぬものであった。この機会に一年半余に及び困難な作業

に従事された編集委員に対し，心から感謝の意を表したい、

　ヂ三十にして立つ」とは孔子の書葉であるが，本学も30周年を迎えてよ

うやく総合大学として発展する基礎が闘まりつつあるように思う，、ただ，

人の一一thは長くて70～80年であるのに対し，大学のr命」は永遠であるこ

とを思うと，この30年閥は本学の長い歴史の最初の1ページとも言うべき

ものであろう。しかし，茨城大学の歴史はこの1ページから始まることを

思うと，蘭学以来30年間の歩みを正しく翻録することは，本学の轄来にと

っても重要な意昧を持つものである．

　本書の総説に詳細に述べられているように，本学の翻設に当たっては，

県当局をはじめ，全県を挙げて物心両面にわたる絶大な支援が寄せられた

のである、その意昧でも，本学は，地域に立脚する薪欄大学として，地域



の期待にこたえる責務を負うものと言えよう，，過｛長3⑪箪問の歩みを顧みる

と，歴代の学長をはじめ教職員の並々ならぬ努力の跡がしのばれ，感慨深

いものがあるが，しかし，本学が漿民各位の期待にどれだけこたえ得たの

かと自省するとき，誠に至らぬことが多かったと思わざるを得ない、更に

また，3地区に分散する本学の規状を改薔し，地域鮭会における文此の一

環を担うものとして，特魚ある総合大学を建設しようという本学多年の願

いも，いまだに実現していない．茨城大学の蒋来に残された課題は，誠に

容易ならぬものがあると思う．

　ここで指摘しておきたいのは，キャンパスを一籏班に集めることだけが

真に総合的な大学を翻る唯一無二の方策ではないということである。本学

としては，少なくとも教育研究の機能面においては，総合大学としての実を

挙げ得るようにすることが何よりも肝要である，，それには，キャンパスの

統合が墾ましいことは書うまでもないが，それを今直ちに実現し得ないと

すれば，長期的展望に立つ将来計画に基づき，一歩一歩，着実な前進を閣

るべきであろう。私が約20年箭に1年近くを過ごしたケンブリッジでは，

大学のキャンパスが町全体に分激していたが，ケンブリッジ大学が総合大

学としての実を挙げていたことは言うまでもない、

　今から20年後に迎える瀾学50周年においては，茨城大学は果たしてどの

ような姿になっているのであろうか．来年満70歳を迎える私には，それを

知り得る墾みはないが，戦後，水戸高等学校・茨城師範学校・茨城青年麟

範学校・多賀工業専門学校を基盤として発足し，いわば害合い世帯的であ

った本学が，薪糊大学の理念に基づく特色ある総合大学として全翻に諮り

簿る大学になるよう心から願っている．そして，この『三十年史』が，5⑪

周奪を目搬す薪しい歩みの中で，牽分に活用されるよう期待したい、、

昭瀦56年6月2⑪日
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第1章　茨城大学の創立と発展

第1章　茨城大学の創立と発展二

1　開学の経緯と草劇期の学園

　　①　薪翻大学の髭足

　教育基本法と　茨城大学は・昭和24年（1949）5月31鼠他の68圏立大

　学校教育法学とともに創立されたいわゆる新制大学の一つである

が，まず，その開学に至るまでの経緯を，戦後における高等教育改革の歴

史の中でたどってみよう。

　我が照は，昭和20年（1945）8月の終戦によって，連合軍総司令郵（GH

Q）の占領政策に従うこととなり，その一環として翌21年3月，米羅教育

使節懸（The恥驚d　States　Ed“eation　M孟＄蜘鎚O　J羅p鱒）カ9来ffした．敷府

は，総斑令部の指導と教育使節団の報告書に基づいて教育改革に着手し，

岡年8月から，各界の代蓑約50名からなる教育棚薪委貴会の手で，具俸案

の作成に取りかかった。教育届噺委員会は，12月，吉田内麗総理大距に第

1圃の建議を行い，教育蕃本法綱定の必要性とそこに盛り込むべき内容の

概要，6・3・3・4の灘線型学校俸系，更に教員養成鰯度のあり方など

について提案した，，

　この建議を受けた文部省は，教育蕃本法の成文化を急ぎ，総司令部の一

部届であるCIE（Ci帽轍蟹燃蜘蕪麟磁Ed駕爵◎黛s鱒i◎捻＝民問情報教育局）

との折衝を重ねながら原案を作成した．この原案は，枢密院で一部修正さ

れた後帝国議会に提出され，その審議を経て22年3月31日に公布，施行さ

れた．教育基本法は，誘年11月3日に公布された日本羅憲法の糟神にのっ

とり，教育の目的を明示して薪しい日本での教育の墓本を確立するために

欄定されたものであるが，またこれと同時に公布された学校教育法によっ

て，教育の機会均等に対する保障，普通教育の鉱充，男女差別の撤廃など

とともに，従来の複雑多肢な学翻を単純化して，薪たに6・3・3・4の

学凝を採用することが明確に規定されたca

　こうした薪教育の根本理念と学劇改革の具体案が握示されたことによ
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x　総 説

り，22年から中学校，23年から高等学校，そして24年から大学が，それぞ

れ発足することになるのである，、

　　　　　　　　　　　これよりさき文部省は，CIEから従来の大学設
　大学設躍墓準の作成
　　　　　　　　　　　置認可基準のあいまいさを指摘されたため，公平

な基準の作成を追られ，巌初は東京周辺の官公私立10大学の学長を委員と

する協議会を結成して，新鰯大学設立基準の立案に取りかかった．昭和22

年5月には，この協議会が録体となって，全翻的な組織としての大学設置

慕準設定連合協議会が生まれ，同年7月，これが更に大学基準縮会へと発

展した。同協会が，CXEの拙導の下にまとめたザ大学基準」は，学校教

育法の理念に基づいて設置される薪鋼大学での，教員の任免・資格，学生

の入学及び卒業条件，授業科目と単位数施設・設備などについて詳細に

定めているが，特に一般教育の実施を噺翻大学の根底を為す科目」と位

麗づけ，ここに薪劇大学の基本的性絡を見いだそうとした点に，最も注目

すべきものがある．

　文部省は，学校教育法の規驚に従い，22年12月，新制大学設置認可を行

うために，大学設遣委員会（26年6月から大学設麗審議会と改称）を発足させ

た．嗣委貴会は，文部大雛の諮閣機関であり，大学基準臨会の代表22名，

高等専門学校などの代表慧名，官庁闘係者7名，学識経験考5名，計45名

で構成され，薪翻大学への藤換ないし昇格を申請してくる旧翻の高等教育

機関に対して，先の大学基準を適用しながら，資格審査を行うことを任務

とした．

　　　　　　　こうして大学設置の申請を受理する態勢が整ったので，文
　困難な課鷺
　　　　　　　部省は，設置委員会の審査に基づき，まず公立1校と私立

IX校について23年4月からの設鍛を認冨したが，議立については24年度発

足を目途としながらも，なお幾つかの困難な閥題を解決しなければならな

かった．その第1は，当時，濁立憩大学を除く高等教育機関はすべて地方

へ委譲するという計画が，CIEの強い勧告によって検討されていたから

である．これは，教育委員会の設置との関連で構想されたもので，教育行

政の中央集権化と官僚統制化を防止するねらいをもっていた．しかしこの

地方委譲計蕩に蛸しては，教膏鋼薪委員会や大学基準協会をはじめ，専門
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第1章　茨城大学の劇立と発展

学校長会議，全国大学教授遠合，官立大学学生有志など各界各屡から反対

の意見が挙がった．ちなみに，大学慕準協会は，

　a）現存高等教育機関は，全国的視野に立って設置されるものであること．

　②　地方委譲は，合衆国鰯度の皮相な模倣に終わる危険性が多いこと。

　（3＞地方教育委員会は，大学水準の高揚を図るのに十分な知的能力を持っていな

　　いこと。

　（4）地方教育委員会は，政治的利害に左右される危険があること，、

　㈲　地方財政に負握能力がないこと、

などを挙げ，この計画が教育水準の高揚を図り，大学の自治と自宙を確保

するという立場から適切でないと判断し，このことを意見書にまとめてC

IE・文部省・教育購新委員会に申し入れた（r大学基準協会＋年史の。もと

もと文部雀には，これを積燧的に推進する意図はなく，CXEもこうした

反鮒意見の盛り上がりによって，23年1月下旬ごろにはこの計画を断念し

たとみられている（海後宗臣・寺崎昌男著『大学教育』，戦後H本の教育改革

9）。

　第2は，23年4月以降に本格癒してきた既存の官立高等教育機閑につい

ての萩鋼大学への移行閣題に鰐し，これをどのような形で再編成するか，

という闘懸であった。さきに公立及び私立12校に大学設麗を認可していた

が，私立については大学・専門学校とも各校の独立性が顕著であったか

ら，大学基準に照らして認町の当否を決めればよかった。これに穀して宮

立の場合には，瞬翻の，膏國大学・単科大学・高等学校・大学予科・專門

学校・高等師範学校・師範学校・青年師範学校などが現存し，またそれら

には，各教育の目的，性格，入学時の資格・年齢に相違があった。しかも

当時，文部省が深刻な財政難を理由に，これらを単独に転換・昇格させる

のではなく，統合する方斜で臨んでいたにもかかわらず，専門学校や師範

学校は単独昇格を要墓する構えをみせていたことなど，事情はかなり複雑

であった（大田発編著r戦後日本教育史』）、

　　　　　　　　　　こうした新，CIEは文部雀に封し，薪制騒立大学
　大学設置の11原財
　　　　　　　　　　設置についての11か条からなる原財を提示した．い

ま，この原劉を要約すると，

　・　各都道府県に少なくとも1大学を設け，その校舎はなるべく統合するが，場
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1　総 説

合によっては都道府県内に限って分校を設けてもよいこと．

・　その大学は，文理学部と教育学部が別個に組織されるべきこと，，

・ 　大学名には，府県の名秣を冠すること．

・ 　場合によっては既設の公立学校も新設学校に併合されてよいこと，，

・　独立の教員養成機関を設ける必要はないこと、、

・　青年麟範学校は廃止されるべきこと．

ということになるが（前掲『大学教育の，この原期は，薪翻大学の構想を具

体此した最初の資料として，戦後の高等教育史上に重要な意義を持つ．

　文部雀は，このCIEの意向をくみ，またCXEと折衝を重ねた後，23

年6月22日に，いわゆるr鼠立大学設置に関する11原購」ぐ新欄国立大学

設置要綱」）を発表した．それは，噺凝嗣立大学の実施に巌たっては，そ

の大学が岡一府県内の同一都市又は醐一の場断にあることが墾ましいが，

現状に醐わないものがあるので，現荘の学校の位麗，総織，施設等の実梼

に即して，次の諸原則によって切替え，なるべく経費の膨張を防ぐととも

に，大学の基準確立に努める」として，次のような11項目にわたる猿購を

定めたものであった（日高第四郎著i教育改革への道の。

ω　国立大学は特製の地域（北海道，東京，愛知，大阪，京都，福岡）を除き同

　u・一一jth域にある宮立学校はこれを合併して1大学とし，工府県1大学の実現を図

　る。

②　国立大学における学部又は分校は，他府梨にまたがらないものとする．

ts’各都道府県には，必ず教養及び教職に関する学部若しくは部を置く．

ω　国立大学の組織・施設等は差し当たり現在の学校の組織施設を基本として編

　成し，逐年これを充実させていく、

㈲　女子教育振興のために特に国立女子大学を東西2箇所に設置する．

ω　国立大学は別科のほかに当分教員養成に関して2年又は3年の修了をもって

　義務教育の教員が養成される課程を竃くことができる。

〈X　都道府県及び市において，公立の学校を翻立大学の一部に合併したい希望が

　ある場合には，所要の経費などについて地方当揚と協議して定める．

㈲　大学の名称は原則として都道府県名を用いるが，その大学及び地方の希望に

　よっては他の名称を用いることができる．

細　国立大学の教員はこれを編制する学校が推薦する者の中から大学設置委員会

　の審査を経て選定される．

㊥　国立大学は原則として第1学年から発足する．

鋤　国立大学への転換の具体的計画については，文部省はできるだけ地方及び学
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第1章　茨城大学の創立と発展

　　校の意見を尊重してこれを定める、

　このような基本方針が決定したことにより，23年7月，国立69校，公立

24校，私立123校，所管未定校3校の計219校が大学設置の申請を行い，

側別に審査を受けることになった。この閥，前に述べた専門学校・師範学

狡で単独に昇格を求める運動のほか，東北大学のように1日帝大が師範学校

との合併に強い難色を示したり，「学部又は分校は他府漿にまたがらな

い」原則にもかかわらず，東京大学が浦和高校と，京都大学が姫路高校と

の合併を希望するなど，実施過程に多くの閥題が起こった。

　しかし，結島はほぼ上の漂財に郷して解決され，旧綱高等教育機関の再

編成はかなり早いピッチで進行した．当時，大蔵省は，薪鋼国立大学の24

年疫開学に対して，財政の窮遮を理由に極力反対したが，文部省は薪鯛高

等学校の第1園卒業生の出る24年度からの発足は慶定の方針であると主張

してようやく実現にこぎ着け，その年5月31日，園立学校設鴛怯の公布に

より，茨城大学を含む69校の新鰯鰯立大学がここに発足する運びとなった

のである（謡掲『大学教育」）。

　　②　瑛域大学の誕生

　　　　　　　旧制高等教育機関再編翻の過程で，茨城照内にあった沿翻
　昇格へ始動
　　　　　　　の水戸高等学校・多賀工業専門学校・茨城師範学校・茨城

青年師範学校は，どのような経過をたどって統合され，茨城大学として薪

発足することになるのであろうか．

　茨城師範学校（男子部は現在の附属小学校，女子部は前の警察学校地に在っ

た∂は，昭和20年8月の戦災で全校禽が焼失したため，男子蔀は稲敷郡阿

見町元海軍気象学校跡に，女子部は，那珂郡勝田町（現勝田勲ll立兵器

株式会社附設青年学校跡に移転し，次いで22年2月からは男子蔀ガ土浦市

大岩田町の元海軍航空要員研究所踏（現，県立土浦第三高等学校用地）に再

移転したk折しも岡年3月，学校教膏法の公布によって薪学舗の基本溝想

が明らかにされたのを受けて，県では師範学校の水戸復帰を検討し始めた

が，土浦市は師範学校を現地にとどめて，将来は学芸大学への昇格を目指

そうと早くもこれに反対の構えを示していた。青年師範学校は20年4月か

ら，票立上郷機蚕学校（現県立上郷高等学校）の土地建物を県から醸へ移
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1　総 説

管して，そこに移っていた。　一一方，多賀工専（現在の工学部の敷地）は8月か

ら，24年度での昇格を確実と見て日立憲・多賀町との協議に入り，水戸地

区では8月23日，水戸高等学校（現在の題立水戸病院・毒立水戸第一中学絞の

敷地に在ったが，戦災で校禽の大部分を焼失し，瓢年5月から友部町の旧筑波海軍

航空隊跡に移転していた∂を昇格させるための水戸大学建設発趨入会（約2⑪e

名）を開催し，徳川宗敬を会長に，亀出甚・関泰祐を翻会長に選出して，

今後の具体的方針を検討することになった．

　　　　　　こうした麟きに対応して，茨城県では，沁月，友宋灘治知事
　索の認応
　　　　　　直属の文教審議室を設け，その内部に文教振興委員会を罎い

て県としての態度を固めていくことになった。12月19日，知事は，関泰祐

水高・都崎雅之助多賀τ専・片岸初見茨師・浜口徳治青師の各校長と昇格

問題について会談し，県は文教接興委員会に諮っ℃新舗大学設立のために

早急に専門の小委員会を結成，穣極的にこれを雄進する旨表明した，，その

時点での各校の腹案と聞題点は，おおむね次のようなものであった．

　＜水高＞4年制大学を水戸に設麗する。構成は現在の文科・理科に政

治・経済の2科を加えたい。校含を焼失しているので設備に難点がある、

　＜多賀工専＞4年舗の単科大学としたい．環在のままで設備内容共に十

分と考え，実理の見通しは畷るい．

　〈茨師〉土浦の環裡地に4年鋤の教育大学を設けたい，，戦災で失った設

備の充実が急務である。

　〈青師〉現在水高が使用している友部町の旧筑波海軍航空隊跡地へ移

り，実業教員養成の教育大学として昇格したい。

　このような状況の中で薪髄大学設立委員会（県議二川源重委員長）は，翌

23年1月13日に初会合を閑き，

ω　県としては，大学設立の意思を県議会と文教振興委員会の名で中央機関に法

　えること．

働　昇格を希望している4校は，それぞれの総意を見定めた上で，全体の見通し

　をつけること，，

㈲　国立か県立か単科大学か総合大学かなどは今後の検討課題であるが，いずれ

　にしても多額の県費支出は免れないところであるから，寄金獲得の具体策を検

　討すること．
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第1章　茨城大学の翔立と発展

ω　他県に比して設立欝画が立ち遅れている規状にかんがみ，思い切った対策が

　必要であること．

を申し合わせた．この初会合の時点では，4校とも，総合大学の1学薬と

して昇格する場合も念頭において対応していくつもりであるから，県全体

の強力な支援を願いたいとし，単独昇格に画執しない態度を示し始めてい

た。

　　　　　　　　昭和23年1月29日，第3圃の会合をもった同委員会
　設立試案の柞成
　　　　　　　　　は，4校を合わせて一つの総合大学とするか，茨師・

青師の教員養成部門を独立させて2本立てとするか，概存の設備をどの程

農まで考慮して計函を進めるか，薪たに農業・水産・緩学などの学部薪設

を行うべきかどうかについて協議したが，意見がまとまらず，結局，4校

がそれぞれ提幽した次のような昇格計函を基にして，各絞代表を除いた委

員で設立試案の作成を急ぐことになった．

　〈水高〉名称：水戸大学。一応，旧水高跡と旧菓部第37部隊跡（規在の

本部キャンパス）の2箇所に校地を分け，文（1⑪⑪名）・理（1⑪⑪名）・政経（3⑪⑪

名）の3学部（定員5⑪⑪名）を躍き，教授・助教授95名で概設建築を利用，

敷地5万輝，建坪8，250輝，設備費・建築費などの予算7，740万円．

　〈多賀工専〉名称：多賀ヱ業大学．機械（2科）・電気・電気通揺・金

属・工業でヒ学・一般教養の6科を鐙き，定員は各科30名，計180名，教官

126名。必要に応じ教貴養成科を設麗する計霞あり，，現窪の敷地48，000坪

を使用，予算6，440万円．

　〈茨城師範〉名称二茨城学芸大学．境荘地の土浦撫大籍田町に文理・芸

術・俸操の3科，定員1，280名の4年綱教員養成大学とする。敷地ro万

坤，建埠6，900埣で予算4，MO万円。

　〈青年師範〉名称：実業教育大学．中学校職業科・定時翻高校実業科の

教員養成のため，友部町の現水高跡12，0⑪O輝に農業・養蚕・家庭の3科を

置き，定員8⑪0名，付属実験学校として申学校，定時剃高校を設置する、

予算6，150万円。

　薪髄大学設立委員会は，1月末にいったん水高を母鉢とした文・政経，

多賀工専を愚体とした理・工の各学部を躍く総合大学と，教員養成大学と
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の2本立てとする試案を作るが，閣もなく2月陵日の会合で，師範学校を

含む総合大学設立の1本立てで進むことに改め，細部の基準要項を定めた

上で文部省の意向を聞くことになった。この時点で初めて4校を併合した

総合大学構想がはっきり打出されたわけである。

　なお，このころ，昭和22年に縄立されたばかりの水戸霧立女子専門学校

（市立高等女学校の専攻科が昇格，当時は旧東部42部隊跡地に移転していた∂で

も，新翻女子大学を目指して昇格期成会を結成し，前記4校からなる薪制

大学の1学蔀を挺当しようと県に働きかけを蘭始したが，結局毎年の2，300

万円という赤字と旛設・教官隙の貧弱さから成功せず，27年3月末に廃校

となった．

　設立委員会は23年3月11日，河原春作元枢密院顧問官と柴沼灘文部省祉

会教育局長から意見を開き，さきの1本化構想に基づく具体案を協議し

て，次のような一応の結論を得た．

　ω　県有諸施設の提供，県民一般からの寄附募集の聞題，更に施設の重複を避け

　　るという点などから見て，総合大学が適当である。

　②　4校とも常磐線沿線にあり，施設利用の点では便利である．

　紛　国立が望ましいが，不可能な場合には県立とする。

　ω　構成は次の4学部とする．

　　①文政学部（水声）一水高の紐織を基幹として設置し，文学・哲学・唆学・政

　　　治学・経済学の5科とする、，

　　②理農学部（水戸・友部）一水高理科と青年師範の組織を基幹とし，県有の農

　　　業畜産関係施設を利用する，、数学・物理学・化学・生物学・農業・畜産（水

　　　産）の6学科を置く．なお，中学校職業科，高等学校実業科の教員養成はこ

　　　の学部で抵当する．

　　③工学部（日立）一多賀工専の組織を基幹とし，日立製作所などから施設の援

　　　助を受ける，，機械・電気・電気通償・金属・工業化学・原鋤機械の6学科を

　　　観く．

　　④教毒学部（土浦）一茨城師範の組織を基幹とし，小・串学校教員の養成を主

　　　体とするが，高等学校教員の資格もケえるため，各学部を通じ学科の構戊を

　　　配慮する，、

　設立委員会は4月1日，上の基本構想を具体化する総予算として約2億

6，6GO万円（施設費1億齢5⑪万円，備晶費9，㈱万円，人件費600万円），を決

め，近く文部雀に擬撫することにしたが，この時点で文部雀は，大学昇格

10
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の条件として，教授定員の増加は認めない，講座数は教官数の％以下と

する，予算は最少限に計上する，などの方針を明示した。

　そこで委員会は4月10臼，4学部設遣の計醐は，教官数・講廃数から見

て無理と判断し，現有の人員・設薦で可能な人文・教育・工の3学部に改

組縮小し，農学部の設置は将来の問題として残すことにした．

　　　　　　　　　　その麿後文部省は，戦災で失った校禽の復iH見通し
　設立委費会の原案
　　　　　　　　　　　の全く立っていなかった水高に対し，土浦に移転し

てはどうかとの示唆を与えている。水高側は，この移転案に一時動揺した

が，県当局の尽力もあって闘もなくこの案は取り消され，5月XHの委員

会で，委員会原案として次のような結論をまとめた。

ω　学部一工学部（多賀）・人文学部（旧東部37部隊跡）・学芸学部（土浦）・実

　業教育学部（友部）の4学部，、

②　学部及び定員一①工学部（機械140人，原動工学K⑪人，電気二〔学160人，

　金属工学12⑪人）

　②人文学部（文学160人，哲学X20入，史学80人，法経学2⑪0人，理学240
　　人）

　③学芸学部（酋期2年課程1，0如人と社会8⑪人，文学6⑪人，数学60人，芸能6⑪

　　人）

　④実業教育学部（第1部：男24⑪人，第2部：女80人）

　　なお，実業教育学部には将来農学部を設置する計画の有ることを付詑する．

⑧　予算一3力年計画で総額1億も85⑪万円，このほかに将来設麗予定の農学部

　に5，000万円を見込む，、年次別では，第1次5，55⑪万円，第2次4，70⑪万円，

　第3次も6⑪⑪万円，うち県負担1憶3⑪⑪万円，文部雀負撞も55⑪万円を予定、

　　このため早急に設立準備委員会，設置寄金募集委員会，細策部37部隊整理委

　員会，新舗大学期成同盟会を設けて具俸的検討に入る。

　文教審議会は，委貴会が出したk記の結論を翌15日に審議して了承し，

薩ちに知事に答申した．このとき，審議会内部には，委員会が当初から前

詫官立4校だけを昇格の対象とし，水芦毒立女子専門学校と県立霞ヶ浦農

科大学を計頭から除外したことに異議を唱える意見が強かったため，委員

会が必要と認めた場合はこれらを追簾できるとの了解事項を付詑し，知窮

へ答申した．このようにして，県としての薪綱大学設立の基本構想は，ひ

とまず成案をみることになった．
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貰　総 説

　論説「茨城大　この箸申が出た4韓後の23年5月19翫　『いはらき』薪

　学の創建」　聞は後藤武勇社長執筆によるr茨城大学の翻建」と題す

る論説を掲げ，茨城大学（仮魯）設立準備が着々と進行している事態を毒

ぶとともに，薪鋼大学はいかにあるべきかについての意見を開陳した，、こ

の中で，後藤投長は，茨城県に完備した大学を翻建しようとする謙画は，

水高が設立されてから間もなくの大正11，12年（1922－23）ごろ，文理科

大学を税設したいとする勲きがあったのだが，時機尚早の感があって実現

しなかったこと，本県における最高学府の設立に際して，国立・県立のい

かんにかかわらず，漿民は設立経費のうち1億5，000万円を進んで献ずる

の気慨を持つべきであること，そして更に，欧米の大学が州立大学より私

立大学の方が優秀な転統を持っている点を指摘しながら，大学創建の成否

は県民の熱意に懸かっていることを強調し，次のようにこの論説を結んで

いる。

　　今回文部省は，新翻大学選定に際し，大学設置委員会或は大学基準委員会等に

　よって，大学基準を設定して大学の権威を高からしめる策を立てていると伝えら

　れるのは誠に結構である。ただ私は，各地に大学の設立分布を計るに際し，文部

　省は教育の中央集権化を極力避けて地方分権化を推進し，地方文化を代表するに

　足る地方大学の特色を発揮させるのに努めしめなければならぬ、，また私は，大学

　設立に際し，文部省が机上のプラソを徒らに押しつけることに絶対に反対であっ

　て，国家財政も考慮してのことなれど成るべく地方人民の意志や希望を飽くまで

　も尊重して実現させるよう取計らうべきである。柳かでも大学教育の官僚統劉化

　などとの非難を蒙らぬようくれぐれも注意が肝要である、，謙ってわが県民も騒立

　茨城大学は文部省が作ってくれるのだなどとの甘えを貧ってはならない。わが県

　の最高学府創建はわが県民個々の公的費任感の発露によってのみ実現させること

　を特に銘記すべきである。

　要するに，教育の中央集権化に極力反熔する一方，県民にも新綱大学を

翻鑓することの意義について強い自覚を捉したのである、、

　事実，設立経費約II．億5，000万円のうち，県費負担として見込んだ金額

は1億300万円，すなわち約7鵠を占めており，購述したように麟立が不

可能ならば県立大学としてでも新鵜大学を設立する覚悟であったことを併

せ考えれば，ド地方文化を代表するに足る地方大学」の翔建に，県当局は

もとより県民各媛がいかに大きな期待を懸けていたかがよくうかがわれ
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る．凝制大学とりわけ各地方に設躍されたいわゆる地方国立大学は，いず

れもがこのような地元民の熱烈な期待を担って誕生したものであり，茨城

大学ももちろんその例外ではなかったのである。

　　　　　　　　　　　5月28日には，茨城大学（仮称）設立期成会の第1
　設立期域会の績域
　　　　　　　　　　回会合が開かれ，会長に友末知事を推し，設立趣意

書と期成会財を採択した．

　設立趣意書の要旨は，次のとおりであるe

　6・3・3・4の新学翻の実施が，国の教育施策として明示されるや，現存の

嘗立水戸高等学校・多賀工業専門学校・茨城県師範学校・茨城青年師範学校など

はいずれも単科大学として昇格しようとの射策を講じ，その気運も高まり，当局

との折衝も特われていたが，時の推移につれて，諸般の条件に制約せられ必ずし

もその実現は達成し難い情況下に置かれてきた．ひるがえって教育制度の根本的

革薪は地方分権と民主化に主眼が注がれているとき，茨城における大学鋼設はか

かって県民の責任にあることを痛感せざるをえない．ここにおいて我等は，文化

顛家建設の大いなる指標に向かって，広く高き文化的教養を授け，学術的うん蓄

を窮めしめ，実際的に文化産業の向上に寄与する人物を養成する目的の下に，県

の伝統と特殊性にかんがみ，薪舗茨城大学を翻建し，水芦に人文学部，多賀に工

学部，土浦に学芸学部，友部に実業教育学部を置くことを念願とするものであ

る．しかし，これが実現には強力なる挙県態勢の確立が必要である。この際県及

び県民は物心爾面にわたって結集し，総合茨城大学劇設の実現を期さねばならな

い。（rいはらき』昭和23年6月2日付）

　この期成会初会合では，⑦全県民に呼びかけて会の趣旨に賛同を求め，

会員とする，②融会長・常任委員，顧問を置き，大学設立の宣俵，資金の

募集関係方面との折衝に当たる，ことを決議するとともに，大学の名称

についても検討，茨城大学，水戸大学，翼東大学，常陽大学等の意見が出

たがまとまらず，最終的には全県民の投票によって決めるべきであるとの

甕気が強かった，、

　文部省との折衝経過　こうして県殺階での構想を固め，6月4日越村副

　と嘩講書類の提出　知事，亀山期成会裂会長が，設立計爾について文

部省と折衝した。その結果さきに県文教審議会が知事に答申した4学部

案は理想的過ぎるとされ，学部の再編成を余儀なくされた，，そこで，7ff，

県庁で急きょ関係校長会議を関いて対策を協議，結局，学芸学部・工学部
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　　　　　『大学設置認可申請書』

師）・友部（青年師範）にはそれぞれ2年の教員養成機関を置くとするもの

で，各学部・学科の定員案は次のようである。

　（1）学芸学部（4年）一文学（160人）・哲学（160人）・史学（80人）・法経（200

　　人）・理学（240人）

　　　土浦は小・中学校教員養成機関を主とし，前期2年で定員1，040人，友部に

　　は中学校職業科教員養成を主とし，定員は一部160人（男子），二部80人（女

　　子）。なお，将来は土浦に後期2年を追加して教育学部とし，友部に農学部を

　　設置する。

　（2）工学部（4年）一機械（140人）・原動工学（140人）・電気学（160人）・金属

　　学（120人）

の2学部構成とすることに決

め，同日，大学設立専門委員会

に諮った上でこれを最終案と

し，9日友末知事が上京，陳惰

することになった。学芸・工の

2学部案とは，多賀の工学部は

既定方針どおりとするが，人

文・教育・実業教育各学部を統

合して学芸学部とし，土浦（茨

　6月20日，西野県教育部長と関係校長が上京し，文部省と打ち合わせた

結果，上記の2学部案で申請書類を提出するまでに手はずを整えることが

できた。なお，これまでの設置計画では，工学部の前期教育1年を水戸・

土浦のいずれで行うかで難航していたが，結局は水戸で行うことにし，土

浦の校地では教員養成のほかに一般教養課程を併置して，この課程の修了

者も学芸学部へ進学できるように配慮した。

　このように「茨城大学設置認可申請書」の提出（7月3日）によって，

設置運動は一つの大きな峠を越えたのであるが，7月7日，大学期成会は

常任委員に亀山甚常陽銀行頭取ら170名を委嘱したほか，郡市町に委員を

置いて，挙県一致の態勢を強めることになった。

　　　　　　　　常任委員を中心に着々と準備を進めてきた期成会は，9
　期成会の活動
　　　　　　　　月10日，期成会予算，設立臨時費2億円造成計画，募金
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要領，設立実行本部規程を決定した．このうち，2儀円造成謙画の内容

は，騒費3，⑪O⑪万鰐，県費1億円（昭和23年度3，0⑪⑪万円，同24年度4，⑪OO万

円，同％年度3，⑪⑪⑪万円），県・rs－一般寄附3，000万陽（各市町村翻当て），特擁

有志寄金1，⑪00万円，地元寄附1，000万円（水戸・目立・土浦・多賀・晦見・

宍戸），宝くじ1，　000万円，映画・演劇などの興行そのPts　me，000万円とい

う配分とし，寄附金募集については，

　ω　3，000万円割当ての県内一般募金は，郡市ごとに期成会支部を設けて委員を

　　委嘱するが，4校の卒業生・在校生・後援会の支援を求めて宣伝に努める，

　②　特別寄附は県内外の有志者に呼びかけて行うが，1口1，000円以上とする，

　（3）地元寄附の募金方法は，各地元市町村に一任する，

こととした、，なお，実行本部は，大学施設の総合計画，校舎その他の薪築

補修などについて，審議実行する機閣とした、

　設立計繭のうち，資金・設備についてある程度の見通しが立ってみる

と，次なる難闘は教官陣の確保と蔵書の収集であった．教官陣の確保は，

葭立だけでも69校がいっせいに薪綱大学としてスタートしようとする状溌

の下で，全騒的に多くの学校で薩面した大きな閣題であった．本梁の4校

でも事情は嗣じであったが，茨城締範・青年師範ではその悩みは特に大き

かった．　『いはらき』薪躁にはこの点に闘して，

　　教授陣については委員会（注，文部省の大学設躍委員会）の審査基準が相当高

　いため，専門学校に昇格したばかりの茨師をはじめ，いずれも最も頭を悩まして

　いるが，優秀教授の招へいに各校とも躍起となっている．資金と設備の計画では

　他県に比べ絶対に劣ることはないが，教授隙の整備が成否のカギだ，と期成会で

　は言っている。　（昭和23年12月8H付）

という詑事を載せているように，茨城大学設立への最大の関門は，審査基

準に適合する教授をどれだけ確保できるかに懸かっていた、、

　いま一つの問題である蔵書の不足についてはどうであったろうか、，薪製

大学設置の規準の一つとして図書数最低2万柵保有の条件があるにもかか

わらずr設立申講書」によれば茨師の場合4，200冊しかなかった．そこで

茨締では県下各力面へ呼びかけるとともに，教職員は1人2⑪冊以上，学生

は13羅以上必集の翻当てを行い，昭湘23年12月初めまでには1万羅に達し

たものの，なお目標にはほど遠く，急きょ後援会から父兄に呼びかけて錘

器
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書購入費20万円程度の害鮒募集を欝画するなど，蔵書蚊集に奔走しなけれ

ばならなかった．

　　　　　　　こうした折文部省は，唐突に，学芸学部を分離して文理学
　計薦の変更
　　　　　　　部と教育学部とし，かつ教育学部は土浦から水芦へ移すこ

と，という勧告を行い，±浦市はこれに反対するという薪毒態が発生し

た．昭和24年（1949）X月8日，茨騨の施設を視察した文部省の玖村師範

教育課長が，大学選厳上，3市分激は好ましくないとの理由で水芦集中を

強く求めたのに対し，土浦市はこの勧告を今までの経：過と地元の実情を無

視した机上の計薩として反紺したのである．ようやく挙県一致の態勢を整

えて募金活動を展蘭していた最中だけに，県ではこの麟範水戸移職勧魯に

困惑せざるをえなかっf：、、しかし，文部省の強い意向を今更撤圃させられ

ないと覇断し，翌9日，実地視察に来県した柴沼枇会教膏局長，春山大学

教育課長，それに玖麺課侵を撫えた三者と打ち合わせた結果に募ついて，

roN，関係学校代表者との緊急会議を開いた．この席で文部雀の意向にそ

い次のように慌しく計画を変更することにしたのである，、

ω　土浦の教育学部を水戸に移し，文理学部とともに旧東部37部隊跡に置き，本

　部もここに設ける，，

②土浦には2年X一スの約半数（3⑪⑪人）を置く．師範学校はそのまま土浦に

　とどめる，，

鋤　友部には教育学部職業科を置く．

　上詑の計頭変更に塞づき，申講書を敬めて作成し，14日に文部省に再提

揖した．

　これよりさき，土浦需は，文部省案の取扱いについては知喜一任という

形で譲歩を余儀なくされたが，土浦方面からは，昭和23年度に80万円を支

患して女子部の寄宿含その他を改修築したばかりの文部省が，ここに至っ

てにわかに方針変更を打ち嵐すとは，はなはだ一貫性を欠く態度である，

と非難の声が強かったや

　しかしともかく，設躍の認可を得ることが先決として，上寵のように教

育学部の主体を水戸に移転することで決着がつき，この議後募金沼動も

比較的碩講に誰移していた．期成会は，2月26日，県と茨城薪閣義の後援
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を得て，大学設立資金募集のため水戸の劇場で歌謡曲と鋏画の鯉し（入場

ew　ro⑪円）を麗いたりした，，

　　　　　　　　　　　改訂申請書を提酪してから2か月後の3月18日，
　審査合格と附帯条件
　　　　　　　　　　　設置審査合格といううれしい内報が届いた．1年

半にわたる設立運動が功を奏したわけで，蘭係者の喜びはひとしおであっ

た，，けれども，無条件で合格したのではなく，内報とともにr茨城大学設

置認可に対する履修条件」として，次の5項目が付加されてきた，，

　ω　教育学部の水戸市に移る謝画を可及的速やかに実施すること．

　物　教育学部の一般教養中，自然科学関係の図書・標本・機械・器具及び文理学

　　部・教育学部の実験室・研究室の充実を図ること．

　（3）一般教養は主として水戸校禽で行うこと。

　ω各学部とも専門学科の教職員組織を強化すること．

　㈲　以上の事項については，その実施につき報告を徴し，また必要ある場合は委

　　員会（大学設置委員会）として実地視察をする．なお，教員紐織については，

　　その充実に至るまでは本委員会と協議しなければならない．

　以上の5項目を見ると，施設・設備とも難点を禽むものであり，今後の

整備へ向けて大きな課題を与えられたことになるが，ともあれ設置が認可

されることになり，6月には蘭校という見通しの下に，設立準備はいよい

よ最終段階を迎えた．4月には，東京で約200名の県出身看からなる期成

会支部が結成されて，1，5⑪O万円を翼標とした募金活動が始まり，2月か

ら4月にかけて施設・設備関係の工裏も急ピッチで進んだ。本部の建物と

図書館はまだ着工に至らなかったが，4月中旬までには教室・寄宿舎の補

修工事は各学部とも完了し，授業開始を待つばかりとなった、　「当時国立

大学翻設に地方費を投じた全繭都府県中で本県は職山県に次ぎ第2泣とい

われた」ほどである（鈴木京平「茨城大学創業時代の園顧」，r茨城大学十年史』

所載）。

　　　　　　　　　　　　4月28日には学生募集の大綱が，5月9日には募
　学生募集の婆綱成る
　　　　　　　　　　　集入員などの細目が次のように決定した，，

　㈹学部・学科と定員
　　（1）文理学部（水戸市外渡里村旧東部第37部隊跡）a6⑰名

　　　①文学科一国文・漢文・英文・独文・哲学・史学専攻計⑳名

　　　②　政経学科一法・政・経・商・社会専攻　計8⑪名
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　　　⑧　理学科一数学・物理・艦学・生物・地学専攻計4⑪名

　　鋤　工学部（多賀町）

　　　機械工学科欝O名，原蹴工学科SO名，電気工学科6⑪名，金属工学料魏名

　　㈲　教育学部（水戸市外渡墨村旧東部第37部隊跡）　圃土浦分校（土浦市大岩

　　　田町）　同友部分校（西茨城郡宍戸町友部）

　　　①　謡期慧年灘第1部（小学校教員養成），水戸1簿名，土浦1簿名

　　　　　　　　　第2部（社会・国語・外翻語く英〉科）

　　　　　　　　　　　　　水戸・土浦　計lo5名

　　　　　　　　　第3部（数学・理・家政科）

　　　　　　　　　1∴欝嚇一脚成

　　　②後期2年篇第1・第2・第3・第4部水戸150名，第5部友部20名．

　㈲　試験期日と揚所

　　6月15B　数学・国語　　　6月罵日　外国語・社会

　　6月17日　理科・身体検査　6月娼日　身体検査

　　水戸市一文理学部（水戸高等学校），土浦市一教育学部分校（茨城師範学校）。

　　多賀町一工学部（多賀工業専門学校）の各試験場で一切の事務を一・貫して取り

　　扱うことになっているから，受験者は自分に都合のよい試験場を選んで願爵を

　　提出すること．ただしいったん決めた試験場については変更を認めない，，

　勧　受験資格

　　①　新鰯高等学校を卒業した者．

　　②　旧湖高等学絞，専門学校，穣髄中学校，大学予科1学年を修了した者．

　　③　新制大学入学資格認定試験に合格した者．その他上詑と同等以上の学力が

　　　あると認められた脅．

　この募集要綱が決まったのと時を同じくして，かねて人選中の初代学長

には，宮城音五郎東北帝翻大学名誉教授がほぼ内定した．宮城名誉教授は

早速5月12日に水芦を訪れて友宋知事と会談したのをはじめ，学校を視察

し醒係方面と協議した。この日，記者会見した同名誉教授は，ザ学長を受

けるかどうかは全く霞紙だが，就任した場合には茨城のもつよき伝続を体

ばしてゆきたい」と語った．（rいはらき』）胡1鍛付）

　　　　　　　　　　　　しかし一方，募集中の入学志願考は意外に少な
　窓願餐驚黄に達せず
　　　　　　　　　　　　く，朗日纏切りという5月24日になっても，文理

学部は170名，教育学部は24名，二〔学部は70名と，教・工両学部は定員に
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舷るかに達せず，巾でも教膏学部の24名の志願者のうち，第1志鋸で同学

部を選んだのはわずか6名という有様であった．募集要綱の決まった薩後

の5月ll日，『いはらき』紙kに繊城大学学生募集」の広告を出して志

願を呼びかけたのは，ある程度こうした事態を懸念したからであろうが，

雑に教育学部志願者の余りの少なさに，閣係巻一同は大きなシ難ックを受

1けたようである．

　各学部とも2次募集の準備を進めていた5月31日，昭和24年度（1949）

法律第150号国立学校設躍法により，文理・教育・工の3学部からなる新

欄茨城大学は，正式に発足することになった、阿日，水高校長関泰祐が単

長事務取扱・文理学部長を命ぜられ，教育学部長には茨師校長斎藤儀重，

工学部長には多賀工専校畏都崎雅之助が，また事務局長には東北大学会計

課擬橋本道胤がそれぞれ発令された。さきに学長に予定されていた宮城名

誉教授が，水戸視察の後学畏就任を辞退したため，関文理学部長の学長事

務取扱という変期の入事となったのである，，

　　轡　靭期学園の糠糎

　　　　　　　　　薪舗茨城大学の本部と文理・教育両学部の敷地となっ
　iR37部磁の規跡
　　　　　　　　　たのは，蘭詑のように1日東部37部隊（歩兵第2連隊）兵

金の跡地，すなわち現在の水戸キャンパスである．この37部隊は，鯛治7

年（1874）に千葉県佐倉に翻設された歩兵第2連隊が明治42年（19⑪9）3月

にこの地に移動し，兵含は佐倉から移動してきたときに建築されたeこの

部隊は，佐倉から転営した後，シベリア出兵（尼港事件，大正7年・1918），

満州喜変（昭和6年・X931），上海事変（昭和7年・1932），二・二六事件（昭

和11年・1936），更には日華事変（昭和12年・1937），太平洋戦争に出動した

が，昭租9年（1944）11月，中部太平洋ペリリ講一島における激戦の宋，

部隊全員が悲壮な戦死を遂げたのである（r茨城県終戦処理史』）．今でも堀康

逮動公困の一角には，尼港事件や水戸第2連磁の溢革の概要を紀した詑念

碑が建てられていて，部隊の往時の活動を知ることができる．また，現在

の酎属中学校の敷地も，昭和15年q9鋤8．月から東部第42都隊（工兵第18

大隊）と呼ばれた兵舎跡地であり，この澗部隊の兵禽は戦火を免れたため，

古領と同時にアメリカ軍に援収されていた，，
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表門

図1　1H東部37部隊兵舎配置図（昭pame⑪年）一『水戸一高百年史』より一

　　　　　　　　　　　類東部37離隊兵舎の改修を進めながら昭和24年
　初代鈴木学長の就侵
　　　　　　　　　　　（X949）5月31日に鵬学の日を迎えた茨城大学は，

翌6月1日から大学としての事務を開始した、圖15日から18日にかけて入

学試験を実施し，筒26日には第1翻合格春548名（文理学部一文学科42名，

理学科69名，政経学科99名，工学部一機械＄3名，原動38名，金属22名，電気63名，

教育学部一1部29名，2部78名，3部42名，4部m2名，5部1名）を発表した．

しかし工・教両学部は定員に満たなかったので，工学部が著峯名，教曹学

部は400名もの2次募集を行うこととし，7月4日から3日聞入学試験を

実施した。この結果工学部ではほぼ定員を充足することができたが，教

育学部はなお定員の半数にも達しないという低調さであった、、
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第1章　茨城大学の創立と発展

　これよりさ

き，懸案の初

代学長には，

6月29日付で

東京工業専門

学校長鈴木京

平が発令され

た。鈴木学長

は，静岡県出

身で，横浜高

工校長を経て

蓋　　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　開学式風景

昭和16年（1941）から東京工専校長の職にあった。2次募集の事務処理を

済ませた7月20日，関係者待望の第1回入学式が本部構内で挙行された。

しかし，合格者中で他大学へ転じたものも多く，結局入学式当日には文理

153名，教育342名，工学158名，計653名の学生に対しての入学許可宣

言が行われた。入学式は午前10時20分から始まった。まず鈴木学長の式

辞，次いでハッケンドルフ茨城民事部情報課長，高瀬文部大臣（関文理学

部長代読），原文部委員長，友末知事，島津県会議長，山本水戸市長の祝

辞，更に入学生代表の宣誓があって式を終わり，午後からは各学部の授業

内容についての説明が行われた。鈴木学長は式辞の中で概要次のように訓

示した。

　諸君は多年修養に努力した効果があって優秀と認められ，入学の栄をかち得

た。喜びに堪えないところだが，世の中には進学の希望と素質を持ちながら，経

済的その他の事情で志を遂げることができなかった者も数多くあることも忘れて

はならぬ。諸君は最高学府の学徒として一般人より高い教養を受けるわけである

から，在学中はもとより卒業後もそれだけの責任を果たさなければならない。

　大学は教養の高い豊かな人間の養成に努めるが，諸君自身も個性を大いに伸ば

してもらいたい。文，理系から大発明家が出，教育系から大政治家，大新聞人が

出ても一向不思議ではない。諸君は自由意志で，自分自身を啓発していくこと

だ。強制をうけなければ義務と責任が果たせないようでは困る。茨城の地は日本

歴史上文教の地として異彩を放っている。時勢は移り世は変ったが，日本文化の

中心地となるような立派な学風を樹立してもらいたい。諸君こそ茨城大学の先頭
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である．野心満々た

れ（『いはらき』昭和

24年　（1949）　7月21

日付），，

　炎天下の野外で

行われた入学武に

は，ア饗ハ姿の学

盈もあった。な

お，入学式を済ま

せただけで8月21

日まで全学休講と

し，各学部とも8

月22日からいっせ

いに講義を蘭始し

た。

　r大学の目的
　と教膏方鋪

　　　　　　　　　　義萎釜霞婁奏羅響肇逮昭和24年（1蜘

　　第1園入学式の模様を報ずる虻いはらき』薪聞　　　　1月に成立した教

　　　　　　　　　　　　（昭和24年7惣蝦付）　　　　育公務員特例法に

よって，大学には暫驚的に協議会・評議会・教捜会の三つの管理機関を設

けるべきことが定められていた．このため本学では，同年10月20Nにヂ茨

城大学評議会規程」が設けられ，それに基づいて第1回詳議会が嗣月27日

に閑かれた＃この騨議会は，学長・学部長・学生部ft　・翻書館長・分絞主

事及び各学部から選繊された教授3名（教育学部のうち1名は友部教場主事を

当てる）をもって構成され，「大学の運営について重要な事項を審議」す

ることになった。第1圃の評議会では，学畏から援出された「大学の目的

と教育方針」なる一文を審議し，一部字句を修蕉して成案を得た。これは

新生茨城大学の繊発を認念する文章でもあると考えられるので，次にその

全文を揚げておく，，
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第1章　茨城大学の創立と発展

　　　　　　　　　　　　大学の目的と教育方針

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城大学

目的

　学校教育法の規定に則り，最高の教育機関として，また，学術文化の研究機関

　としての役目を果すと共に，一面地方的特色をも考慮に入れ，将来，平和愛好

　の民主国日本の国家・社会の形成者として，その福社の増進，文化の向上・発

　展に害与して，克く自己の責務を完遂出来る心身共に健全な有為の人材を育成

　したい．

教育方針

　弟詑の目的を達成するために，次のような目標と方針で進みたい．

　〈a＞入物目標

　　①　人間味豊かな線の太い幡の広い鴬に健康にして明朗潤達な人物

　　②　道義心が高く，常に礼節秩序を重んずる人物

　　③　研究心が強く専門の学術技能に長ずると共に応用技能に富む人物

　　④　一般教養が高く，綜合的常識に窟み，高い識見を有する人物

　　⑤　正確な観察力，綜合的思考力，正しき判断力を持つ人物

　　⑥　自己の責務を自癸的積趣的に果す強い意志と旺盛な実行力を有する人物

　　⑦　常に自己の自由意志によウて自己の啓発に努めて止まぬ自主自律の入物

　⑫〉方法

　　注入他律の教育を排し，自由啓発主義に則り，全学，各教科目の揖導教員，

　　摩生補導関係の職員等は，常に提携して教室の内外に於ける学生の自発的自

　　治活動を奨励し，常に学生の個性発見に留意し，学生自らのカによって天賦

　　の能力を啓発するように導くことに努める。

　このr大学の目的と教育方針」と，さきの鈴木学長の入学式における訓

辞とを併せて考えると，要するに本学としては，最高度の学術文化の教育

機闘であるとともに，地方色蟄かな学圏となるべきことを目指し，学生に

封してはr自主自衛の精神をかん養して欄性の開発に努力するよう求め

たのである．

　　　　　　　　　8月22日の講義蘭始以後，教育活動は少しずつ軌道に乗
　建設のつち蜜
　　　　　　　　　り始めはしたものの，腿学当初の荒涼たるキャンパスの

実情と，その中から聞こえ始めた薪大学建設への息吹きとは，第1回入学

生の詑した次の回想文によって如実に知ることができる、

　　何しろひどいものであったp軍靴でふみ荒され，おまけに戦後の混乱によって

　手ひどい打繋を蒙ったままの旧兵舎が，雑草の生いしげる中に，寒々とした姿で
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立ち並んでいた．もウとも寒々というのは形容詞であって，たしかに開学は四月

からかなりおくれて，もう夏も近いころであった．そして集まる大教室もないま

まに，校庭に集められた学生たち．その中にはいまだにカーキ色の軍服がはばを

きかせていたこ時勢であった．雑然とした建物と雑然とした入間，これが開学b

姿であり，そこには灰色の印象が拭いがたくつきまとやていた，しかし月ffがた

つにつれて，本部や図書館建設が進められ，研究室も整備されて，灰色を塗りつ

ぶすような明るさが次第に立ちこめてくる．当時としては驚くほど立派な石造り

の門が，しばらくひっくり返されたままに放置されていた旧軍隊の歩哨のポスト

に代って作られたのは，いつごろのことだったろうか。

　しかし率直にいって，その頃の大学には何か新しいものを作り出そうとする積

極的な建設的な息吹きが立ちこめており，志を岡じくして集まってきた共同体を

通して，それを実感として感じとることができたように思う．そして前に書いた

いくつかの新建築は，そのまさしく象徴であった。与えられた環境はたしかに疑

うべくもなく不満足，不充分なものではあるが，着々と進められる建設の槌音の

ひびきを聞きながら，完威の暁の未来像を脳裡に描くことによって，わびしさを

かみころしていたのである。（今井宏氏執筆「年輪」，r茨城大学十年史』所載）

　ちなみに，事務局新庁舎の竣工と正門新営は昭和25年（195の5月16

日，図書館の起工は同月13日，竣工は翌26年8月20日で，いずれも期成会

の寄附になるものである、

　　　　　　　　　　昭和24年（1949＞U月5日には，構内グラウンドの整
　大学祭と開学武
　　　　　　　　　　備完了を機として大学祭を催した。次いで翌25年10月

には，開学式及び認念行事を次のH程で挙行し，共に本学の整傭状況を県

民に知らせる機会としたのである、

　1　展覧会種目一絵画，彫刻，工芸，書道，写真，華道

　　　　　　　期日一10月2⑪日から3日間

　　　　　　　会場一茨城大学水戸地区校舎（水戸市外渡里村）

　X演劇　　「二十欝鼠と人間と」（ジ、、ン・スタインベック作）

　　　　　　　期日一10月瓢日

　　　　　　　会場一茨城会館

　！l　運動会　期日一1⑪月22日（雨天順延）

　　　　　　　会場一茨城大学グラウンド

　X　音楽会　期日一U月2償日

　　　　　　　会場一水戸市立薪荘小学校

なお，第1回大学祭は体育祭の形をとり，午前は各種球技，午後はレク
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第1章　茨城大学の創立と発展

　　　　　　　　学園創立期の水戸地区キャンパス全景

リエーションを主とするブ・グラムで行われたが，第2回以降は学術・文

化・体育の各分野に及ぶようになる。そして毎年11月初旬を中心とする時

期に開かれ，開学祭や関東甲信越地区大学体育大会とともに，学生の課外

活動にかかわる重要行事として継続されていく。

　施設・設備と併行して学内諸規則も徐々に整い，さきの「評議会規程」

に続いて，昭和24年（1949）12月22日には「学則」が制定され，翌25年

（1950）4月には「厚生補導規程・同細則」，5月に「文理学部教授会規

則」，6月に「工学部教授会規則」，10月に「教員適格審査会規程」，やや

遅れて26年（1951）2月に「教育学部教授会規則」がそれぞれ成立した。

　　　　　　　　　　　こうして3学部の基礎固めは進んだが，なお未解
　教育学部の統合問題
　　　　　　　　　　決の課題も残っていた。その最大のものは，大学

設置条件の一つでもあった教育学部の水戸への統合問題である。教育学部

の水戸移転には，土浦市をはじめ県南市町村の反対があっただけでなく，

師範学校同窓の一部にも不満があって一時政治問題化するおそれすら表わ
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1　総 説

れ，また教官の中にも根強い反対論があって，教授会で激しい議論が戦わ

されることもあった．しかし幾多の曲折を経た後，結局昭和26年（1％1）

4月30日をもって水戸移転を完了することができた，、その詳しい経過につ

いては学部史の記述に譲るが，鈴木学長が草翻期を回顧して，ザ更に重要，

蒲も困難な大問題は，戦災後土浦に落ち着いていた教育学部の承戸移転

であった。」（鈴木京平「茨城大学創業時代の回顧」）と書いていることからも，

この問題の解決がいかに困難であったかを知ることができよう．

　　　　　　　　　　学園草麟期にあってのもう一つの難問は，茨城県総
　繋総倉選動場問題
　　　　　　　　　　合運動場建設と本学との関係であった．昭和25年

（i％の4月，茨城県庁内に茨城県総合運動場建設委員会が設けられ，旧

陸軍練兵場跡（現在の堀原運動公園）で，当時は県の指定開拓地となってい

た：場所36，000坪にr茨城大学運動場並びに茨城県総合運動場を建設する」

（規程第1条）こととなった、，しかしそのためには，既に入植していた人

々への代替地の提供や耕作物・家屋移転の補償費を支払う必要があった．

その財源には水戸畜が500万円，茨城大学設立期或会が160万円の計660

万円を支出してこれに充てることとし，開拓蔑地から運動場用地への変更

を実現した。ただしその後，この練兵場跡地はA・B2地区に分けられ，

B地区は硬式野球場とするため，将来本学へ移管する場合もA地区24，242

捧だけがその対象となることになった，，この件について本学は，県や大蔵

省と種々折衝し，何度か覚書を取り交わしたりしたが，東原の1日水高敷地

処分などとの関係で明確な解決は得られなかった，，東原地区は，当初は文

理学部の専門教育のキャンパスに当てる計霞であったが，その一部を水芦

一中に制譲することとし，その後教育学部友部教場の水戸移転（昭和3⑪年

3月）によりここを教育学部職業科の教場とした、、水戸一中に敷地の一部

を劇いたのは，運動場用地との交換を前提にした措置であった，、しかし，

昭和27年G％2）12月，r茨城総合運動場管理使用条件」r同施行細則」が

翻定され，運動場用地は，ド教育委員会及び茨城大学が共岡で管理し，

経費負担区分も「教育委員会が茨城大学と協議して定める」ことになって

いたけれども，所管換のことは実現しなかった。やがて31年（1％6）10月

にヂ都市公園法」が施行されると，知裏は大蔵省から堀原運動公園の無償
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第1章　茨城大学の翻立と発農

貸与を受けるため，本学へ同意を求めてきた．これに藩し本学は，都毒公

園運動場として設置認可された後も従来どおり使用できることを県使用条

例に盛り込むことを条件に嗣意したが，翌32年G95の6月，　ザ茨城県都

霧公圏条例」が公布されると所管換は事実上不可能となり，その後も俸育

の鉱課及び課外活動で還動公圏の施設を使矯することはできたが，本学の

既得権は次第に失われるに盃った．

　第葉曝入学生への　学生部の摩生課と補導課では，昭和24年（1949）12

　アンケート調査　月から翌年1月にかけて，第1翻入学の全学生を対

象に，②出身地　②串身校　③父兄の職業　④学費の支出状況　⑤アルバ

イト状況などについてアンケート講査し，学生の実態把握に努めた。その

ときの結果を①・④・⑤について示すと，次のとおりである、、

　　　　　　　　　　茨城大学全学生出身地別調査　　　　補導課補導係調査

　　　　　　　　　　　　　　（県内郡市甥調査表）　　　　　（昭和24年X2ff）
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」　総 説

地区別学費支出平均跳較（昭称ce4年1⑪月，厚生課調査）

イ

鱗

♂x

平均費比較　　　　　　　・・

　東京大学5，825円8⑪銭

　東北大学爆，騒33円⑪⑪銭

　本　　学島63⑪円⑪o銭

寮生平均支繊比較

　東京大学5，834円

　東北大学4，8灘円

　本　　学3，⑪62円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

下宿生平均支出比鮫

　東京大学6，144円x8銭

　東北大学5，81⑪円⑪⑪銭

　本　　学3，19⑪円⑪o銭｝

　通学生支出平均比較
　　　　東京大学　2，556円⑪⑪銭

　　東北大学2，93＃円O⑪銭

　　本　　学1，982円1⑪銭

ホ　保護者送金高低比較

　　東京大学　最高1傷800円　最低1，5⑪⑪円

　　東北大学　平均3，52gve

　　本　　学　最高4，5⑪⑪円　最低　3⑪⑪円

ヘ　アルバイト状況

　　東京火学1，捌人中539入
　　東北大学　　37入中　18入

　　　本　　学　　9⑪入中　23入

2　整備・拡発期の茨城大学

　　（f）研鐙敦膏体翻の遊農

　　　　　　　　文理・教育・コニの3学部を擁して患発した茨城大学は，
　農学部の設置
　　　　　　　　昭和27年（1952）4月から農学部を，更に30年（1955）

7月から工業短期大学部を設麗するなど，一屡総合大学としての実質を整

え，慶存3学部の教官陣容・施設・設備も次第に改善されて，いよいよ整

備・拡充期を迎えることになった．

　茨城県出身の実業象株木政一と茨城県選出の国会議員中井蒲浩らは，終

遡直後の昭和20年〈M945）11月から稲敷郡附見町に在った霞ヶ浦海軍航霊

隊，土浦海軍航塞隊など旧海軍の敷地や建物を活駕して，ここに農科大学

設立の計画を進め，翌21年G946）5月に文部省の認可を受けて財団法人

霞ヶ浦農科大学を発足させた．この農科大学は，24年（i94g＞IO月に離属

農業学校（現在の私立霞ヶ浦高等学校の前身）を除いて茨城菓に移管され，

県立農科大学となったが，この年に茨城大学が設立されるとこれと合併す

べく，知事をはじめ茨城大学設立期成会が中心となって運動した．そして

まず，翌25年（1％⑪）2月に薪髄の県立蓑斜大学として認可されると，鈴

木茨城大学長に暫定的に学長を委嘱し，4月からは東京大学農学部教授田

中貞次を専任学長に迎えるなどして合併策を進めた、、茨城大学評議会で，
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第1章　茨城大学の創立と発展

この移管問題が初めて取り上げられたのは25年（195⑪）8月19日のことで

あった．評議員からは時機尚畢の意見が出，鷹上学長も県の態度を見極め

ながら慎重に潟処していくことを言明した．しかし，経費食抱を約束する

県当局の強い要墓があり，県立農科大学は，昭湘27年（1952）4月1日轡で

宿願の国立移管を果たすことができ，ここに農学・畜産2学科を持つ茨

城大学縷学部が誕生したのである。したがって県立農科大学は，26年度

（X95Dに第1圃卒業生37名を出しただけで，茨城大学の中へ発展的な解

消を遂げることになった．

　　　　　　　懸案の農学部蘭設を見届けてまもなく，茨城大学設立期成
　期成会解散
　　　　　　　会はその任務を終了したとして解散し，これを母体として

6月，新たに財隅法入茨城県文化振興協会が設立された。知事を会長とす

る期成会が，昭和23年（1948）5月の結成以来，茨城大学の腿学に文字ど

おり中心的役翻を果たし，開学後も施設・設備の充実に尽力してきたこと

は，既に述べたところである．27年（1952）10月に期成会から提出された

決算報昏書（1⑪月1帽付）と事業概要は『茨城大学十年史』12～14ページ

に示すとおりであるが，収入1億819万余円，支撫1鍛404万余円，残額

4×5万余円，その事業は薪築・補修・敢築工事をはじめ，教官住宅の建

築，図書・教具の購入など，広い範囲に及んでいる。

　第1回卒業式と　昭和28年（1953）3月20日・第1回卒業式が県立体

　2代東学長の就任　育館で挙行され，卒業生457名（うち女子12名〉，修

了生227名（うち女子se名）に証書が授与された．2年課程が設罎されて

いた教育学部では昭和25年度（X95⑪）から修了生を送り出してはいたが，

学士号をもつ卒業生は，この時が最初である，，鈴木学長は告辞の中で，

　　現実社会の混乱した世相に惑うことなく，すべからく大志を抱いて，文化国家

　日本の建設は我々青年の力によってという遠大な希望と勇気をもって奮闘される

　ことを期待します．（’いはらき』28年3月21日付）

と激励した。

　同年6　fi，評議会規程が敬正され，6月2舘に閑かれた評議会を改めて

第1回と数えることになった。また6月27日にはr茨城大学長選考規程」

が施行され，公選制を採用することが定められた、9月5Hその規程第2
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条第2号に慕づき，専任講師以上の教官による選挙が行われ，第2代学長

に東京大学名誉教授東龍太郊が選任された。初の学蔓選挙投票結果は，次

のとおりである（昭和28年（1953）9月5日調。東学長はro月1日付けで発

令された。

1，有権者総数

2，投票総数

3，棄権
4，有効投票

es，無効投票

194名

X8X票（そのうち不在投票3票）

13名

1＄o票

　1票

嚇，学長候補別得票数

　　東　龍太郎　　X2⑪票

　　田申　貞次　　　3⑪票

　　都崎雅之助　　　3⑪票

　　　　得票数　計130票

　鈴木初代学長は10月i日，文理・教育爾学部学生600名を前にr入類筏

会の貢献者たれ」と最後の訓示を行い，同日多賀町の工学部・土浦毒の農

学部にも嵩向いてそれぞれ惜別の辞を述べた。一一fi，東薪学長は，「茨大

も戦後に出来たものだけにまだ内容が不完全で多くの問題があるだろう，，

2代目学長として淡々たる気持で一つ一つ片付けてゆきたい。」と語った

（rいはらき』昭和me　8年（1953）rO月鎖付）が，事実，翻立以来4年単，基礎

醗めの時期から砲設・設儲の充実を欝摺し，4学部を擁する総合大学とし

ての実を整えることこそ，薪学長に課せられた重い任務であった．

　　　　　　　文学科・理学科・政経学蒋の3学科からなる文理学部は，
　学部の整備
　　　　　　　入文・自然・凝会などに関する専鍔教育のほかに，教育学

部の5教科（国語・英語・挺会・理科・数学）の専門教育，高等学校教員志

望者への講応，全学にわたる～般教育の担当という四重の使命を担ってい

たcaとりわけ～般教育をr新四年制大学の根底を為す科目」として重視す

る方針によって，その大半を受け持つ文理学部教官の託務は重く，また1

年次しか水芦地区に在学しない工・農両学部の学生に対し，その2年次を

対象として多賀と阿見へ出張講義にも出かけなければならないなど，負擦

も大きかった、、文理学部の学科欝数は27年度で36，所属教官の主体は蝦水
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第1章茨械大学の創立と発展

戸高等学校の教官であったが，それのみでは充昆できなかったので，多賀

工専・茨城締範・青年締範などからも配麗換によって補い，蒋に政経学科

については，水高の教官が法律・経済各1名しか在籍しなかったところか

ら，新たに採用した教官が多かった。当初6学科目であった政経学科拡充

の努力はその後も継続され，昭和33年度には9学科目になった。

　一方薪翻大学としての教育学部では，教科教育法，教材研究が重んじら

れ，これを含めた教職科目を教育学綿が拙当することになったため，麟

語・英語・粒会・理科・数学の5教科の拙当教宮は，郷範・青年師範から

文理学部へ配置換となった春が多かった．したがって教官の所属が醗ま

り，陣容が一応整ったのは昭和26年（1951）に水戸地区への学部移転（職

業科を除く）が実現してからである。教育学部の教科目数は19とされ，こ

のうち教育学・教育心理学以外は小・中学校の教科に即したものであった

が，教科教育・教材研究という新しいジャンルの研究と教育が，教育学部

教官の主要な任務となった．昭和3G年（1％5）3還には，友部教甥が水戸

市東原の1日水高跡へ移転を完了し，職業耕の専門教育をここで行うことに

した。更に濁33年（1％欝）鵜月には，教育学部購属小学校は水城地区（茨

城騨範学校男子部跡地の一部），岡附属中学校は愛宕地区（撰東部42部隊跡地）

への統合がなり，従来の附属水城小・中学校，愛宕小・中学校は発展的解

消を遂げることになり，附属学校の歴史に新時代を画することになった．

附属学校の統合は，教育学部の水戸地区統合とともに，大学設観に際して

の一つの条件であったから，翻立9年目にしてようやく懸案を二つとも解

決できたわけである．

　閣学以来低調だった教育学部入学志願者は，27年度以降は募集入員を上

翻るようになり，就職先も霧緬範時代のように県肖だけとは隈らなくなっ

た、なお，32年疫から中等教育科（27年度から小学教育科，中学教育科の名称

を初等教育科，申等教育科と改め，4年課程を甲類，2年課程を乙類と呼んだ）の

2年課程，翌年度から初等教育科の2年課程の募集を廃止することにし

た、教育制度の大転換の時期に大きな役翻を果たした2年課程をこの時点

で廃正したのは，教育理場における教員組織の充実という祉会的要請に応

じて，4年課程を質量共に禿実させることになったためである．
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1　総　　　説

　一方，翻立当切の工学部は，産業界の復興もまだ緒についたばかりだっ

ただけに，志願考が少なく，曙瀦24，25年度とも2次募集を余儀なくされ

た。多賀工業専門学校時代には全購的だった志願看も，ほとんど県内に限

られてしまった．しかし，28年度からは志願看が急増して競争率は3倍強

となり，33年度には6倍を超し，志願者も再び全国盗地から集まるように

なった，，

　このような気蓮の中で，昭瀦31年農からは工業髭学科を薪設するととも

に，従来の機械・原勲2学科を合併して薪庸離による機械工学科を出楽さ

せ，翌34年度には精密工学科を増設するなど，近代コニ業の技衛革新という

薪時代に向けて鋭意充実に努めた．

　工業短期大本学に工業短期大学を併設しようとする動きは，昭和25年

　学部の餅設　ごろから趨こっていた．工業都市日立は，戦後数年にして

めざましい復興を示し，勉学意欲に燃える勤労青年の数も県内各地に増煎

しつつあったからである、こうした鮭会的要請と教育の機会均等の見地か

ら，茨城県高等学校協会長は昭和26年α％1）9月，銀教育委員会と茨城

大学侵あてに短期大学設麗の要墓書を提出した。これを皮切りに，昭和27

年（1952）3月には県議会が工業短期大学設置を要墾する旨の決議を採択

するなどその気運力㍉段と高まった．これを受けて本学でも工業短期大学

設鐙小委員会を設けて検討に入り，構年5月22日の評議会でその併設を可

とする決定を下した．それに伴って工学部内に委員会を俸って臭体案の作

域を急ぎ，7月には地元有志と協議して設立委員会を結成することにな

り，10月にその発趨人会が開かれた，、席上，会長に高嶋日立毒畏，名誉

会畏に友末知事を選出した．大学偲もこれと併行して準備を進め，10月に

は，機械・電気・ユニ業化学の3＄S，定員各4⑪名とする設罎認可申講書を文

部省に提出するまでになった．しかし，地元負挺金が具体dkしていなかっ

たためか，認可は見送られた、、そこで設立委貴会ではその金額について協

議し，総額L150万円とし，その半額を県費で負担することを申請した．

これに蕃ついて関係方面へ意兇書を提患し陳情を重ねたが，次年も不調に

終わり，ようやく認欝されたのは昭湘30年（1955）に入ってからで，その

年の7月1臼，翻立学校設置法の一部を改正する法籍により，茨城大学工
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業短期大学部が本学に正式に併設されることになった．3か年にわたる地

元濁係者の努力が実り，修業年限3年，機械・電気2科からなる夜閥の工

業短期大学部が本学に盈まれたのである。

　短期大学部学長には東学長，主事には都崎工学部長が併任1第1回入学

式は7月15日に工学部仮講堂で挙行され，98名が入学した．31年（1％6）

4月には「工業短期大学部学則」が剃定され，第2回入学式が行われた

が，まだ専用校含が持てず，工学部囲書館醤測の高台にその工事が始まっ

たのは翌32年（1％の11月からであった．工事は年度末までに一応完成

し，落成式は第1置の卒業式（卒業生71名）と嗣日の問33年（1958）3月19

9に行われた．専用校舎の完成によって，短期大学部も整備の時期に入る

ことになった。

　　　　　　　　　　茨城大学を象徴するにふさわしい記章を欄定するた
　校章・狡激の鵠建
　　　　　　　　　　め，昭撫25年（1950）9月，その図案を学生及び教

職員から募集した．しかし採用すべき優秀作を得られなかったため，改め

て本学教育学部美衛科教官に依頼し3種の図案を作成した．これを学内捜

票にかけて順位をつけ，中央補導委員会の承認を経て第1位となったもの

を採用することとした。採用されたのは大道武男教官の作品で，野いばら

の葉を図案此し，中にヂ大学」の文字を入れたものである．

　校歌は学内からの募集ではなく，作詞を土岐善麿，作曲を平井康三郎に

依頼して，昭翻29年（195の7月に完成した．これよりさき，昭和28年度

1に薪潟大学を会場として闘かれた，第黛回閣東甲信越地区俸育大会の折

に，学生の闇から，校歌か応援歌がなくては意気が揚がらないから，とに

かく狡歌舗定に取り組もう，という話が持ち上がり，学友会（後述）では薩

ちにクラブ・クラスの代表者会議を蘭いて校歌鰯定の方針を決定，灘崎学

友会長ら3名からなる小委員会を設けて作詞・作曲者の人選に入った．小

委員会は東学長・沼尻学生部長とも話し合い，圏文科・音楽科教官の意見

も聞いて前詑2氏に白羽の矢を立てて交渉し，快諾を得たのである，，なお

校歌制定前には学生の手で作詞作麟された寮歌r春のうたげ」が嬉んで歌

われていた．
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1　総 説

（2）文教政策の変化と学生の動向

　創立30周年を記念して講堂の正面に

　装着された校章

僚統制排除のための諸政策が矢継ぎ早に打ち出された。実現を見なかった

とはいえ，CIEの勧告によって官立10大学を除く高等教育機関はすべて

地方へ委譲するという計画すら検討されたことは既述のとおりである。

　しかし，昭和25年（1950）ごろから政府・文部省の新教育手直しへの動

きが少しずつ表面化し，同26年（1951）9月の対日平和条約の調印，翌年

4月の同条約発効というサンフランシスコ体制の成立と，それに伴う占頒

政策の転換は，戦後の新教育の方向を大きく変化させるカとなって作用し

た。すなわち，　「党人文相」の任命，教育委員の地方公共団体の長による

任命制への切換え，中央教育審議会の設置，教科書検定制度の強化，いわ・

ゆる「教育二法」の成立など総じて教育の中央集権化と官僚統制を推進す

る諸政策が昭和27年（1952）から30年（1955）ごろにかけて次々と打ち出

されたのである。社会科学習指導要領が改訂されて「愛国心」が登場した

り，日本民主党がパンフレット『うれうべき教科書の問題」を発行して，

日本教職員組合に関係をもつ著者の手になる社会科教科書を偏向教科書と

批判して論議を呼んだのは，共に同30年のことであった。更に文部省は，

33年（1958）4月から小・中学校で「道徳」を週1時間設けることとし，

翌34年（1959）からは全国いっせいに教員の勤務評定の実施に踏み切るな

ど，教育行政の集権化と統制化の傾向を強めるようになった。

　このような社会的・教育的環境の下での本学学生活動の諸相を振り返っ

てみよう。

　　　　　　　　　戦後の教育制度
　教育行政の改変
　　　　　　　　　全般にわたる大

改革の眼目は，教育行政の民主化と

教育の機会均等の実現にあった。そ

のため，単線型の6・3・3・4の

教育制度をはじめ，教育委員の公選

制，国定教科書制の廃止，教員養成

制度の改革，いわゆる「学者文相」

の任命など，教育の地方分権化と官
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第1章　茨城大学の創立と発展

　　　　　　　　学生の全入的教育の一環として昭和26年（1％1）5月，
　学友会の雛足
　　　　　　　　まず学友会が組織された．学友会はK文化・学術・俸膏

塔分野に於ける健全な発展と学生生活の充実を計り，以て昆主的にして自

由なる学圏の建設擁護に湛進せん事を目的及び使命とする」（規約ag　2条）

もので，会長には学長を推すが，会の運営はすべて学生の自主性に委ねら

れた。会務の総抵執行機関は，委員長・酬委員長（2名）・会計委員（2

名）・庶務委員（3名）で構成される委員会（委員長以下の各委員はキャプテソ

会で互選）とし，重要事項はキャプテン会で審議決定し，必要に応じて学

生大会に諮った。蒲入学生を昭和27年度について見ると，水戸地区学生総

数2，237名中1，931名（86．5％），部会数は文化部15（57⑪名），学術研究部

15（73銘），体育部20（592名），薪聞局17名，応援団18名で，無所属学生

臆306名，全学生の13．5％で，政治的にも穏やかな活動ぶりであった．し

かし，全蟹的にみると，このころ学生の反政府選動は激しさを加え，醐27

年（1952）2月の東大婁件，翌3月の牝大薯件をはじめ，学生と警官との衝

突事件が相次いでいた．こうした政治状溌を皆景として岡年9月8日付，

北関東大学自治会代表者（宇都宮・群馬・埼玉大学自治会代表者）の名義で，

本学に早急に自治会を結成するように陣びかけたビラが配窟された．

　この呼びかけを一つの契機として，本学でも自治活動が活発此した．隠

28年α9鋤塗月からクラス会が認められることになり，これは自浩会結

成への第一歩となるものであった．その後学蛋の自治活動は次第に盛り

上がりを見せるが，その代表的事測として選挙権闘争と当面の要求運動が

あった。

　　　　　　　昭和28年（1953）6月X8　ff醤のf修学のため寮・寄宿等に
　選挙棲闘争
　　　　　　　農往している学生生徒の往所の認定について」と称する各

都道蔚県選管委貴長あて自治庁選挙部長通牒（以下「自治庁通牒」と略称す

る）の撤隅を求めて，器学と同時に蘭設された本学の寄摺金で水高の揖統

を受けて，自浩寮「星嶺寮」として発昆していた学寮居往の男子学生，

及びドうばら寮」の女子学生が，当時の渡璽村選挙管理委貴会を相手ど

り，法廷蘭争に持ち込んだ事件である．この「自治庁遭牒」が，r修学の

ため寮，寄宿含又は下宿等に罵往している学生生徒の往所は，単に居往の
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1　総 説

纂実のみをもってその居柱地に在るものとすべきでなく，個々の場合につ

き具俸的に，生濡の本拠がどこにあるかを調査して認定すべきものであ

るdとしたことが，事実と，学生の選挙権行使を規劇する政策であると

し，寮生大会で反対を決議，　ヂ星嶺寮」ぜうばら寮」の学生は渡里村選挙

管理委員会，工学部の吼洋寮では多賀町選挙管理委員会にそれぞれ再三抗

議した、しかしこの異議申立てが部下されたため，寮生は水戸地方裁判所

に，渡里柑選挙管理委貴会を相手に訴訟を趨こしたのである．全学連もこ

の闘争に強い闘心を寄せ，9月には通牒反対閣象詣令を発し，10月には本

学寮生我表も参加して東京で選挙権擁護全罵学生決趨大会が閑かれた．学

内では岡年12月から訴訟費用2万円を集めるためのカンパが始まったPt

　昭和29年3月18日，水戸地方裁判所は，学生の選挙権は修学地にある旨

の判決を下したが，これを不搬とした選管測は4月，最高裁判駈へ。と膏し

た．このため「茨城大学学友会・茨城大学学生大会」の名で最高裁にザ上

申書」，自由党に「航議文」，蒼党並びに県選繊国会議員にr請顧文」をそ

れぞれ送付してこれに対抗するとともに，学内では支援のためのカンパが

続けられた．この法廷闘争は，閥29年lO月20日，最高裁が水戸地裁の判決

を支持し，渡塁村選管の上管を棄却する判決を下したことで勝訴し，よう

やく決着した．実は嗣じ時期に勉に4件ほど周掻の趣審の訴訟が出されて

いたのであるが，本学に対するものが最も早い半鑓決であり，この意昧でも

全国的に注目を浴びたこの醐争は，一般学生とりわけ寮生の政治意識を大

いに高める結果となった．

　　　　　　　　　最高裁半鉄のあった直後の12月，学生が握出したド当
　嚢薗の要求運勲
　　　　　　　　　面の要求」逓動である．これよりさきの麟月16日に蘭

かれた学友会総会（参加者推定es⑪名）において，勉学諸条件の改善，麗水

爆禁止運動の推進などを特うため，次のような「学生の当面の要求」5項

目を採択し，この要求を鹸期試験終了後蕉式に大学鰯に提串して回管を

求めたのである（以下5項頃の用語は原文のまま）、，

ω　補導細則の再検討の要求

　④　集会結社の自由（自治会寮運合，県入会その地一切の同好会圃体の結成，

　　集会の自由）
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（ロ）検閲の撤廃（広告ボスタ

　　ーその他一切の掲示に関す

　　る検閲の撤廃，寮及び学内

　諸団体の信書の検閲の廃

　止）

　の　事務局並びに各課職員の

　　官僚的態度に反対

　←）ホームルームを開くため

　　の時間調整（水曜3・4時

　　限の授業廃止）

　㈲　顧問教官制の撤廃

②　経済的要求
旧東部42部隊跡の男子寮（水哉寮）

　（4）アルバイトのあっせん及び拡充，（・）クラス会予算の増額の学生協同

　組合による売店・食堂の経営，←）育英資金の増額，㈲　卒業生に対する就職

　あっせん，0　授業料の値下げ及び減免者の増加，（ト）寄宿料の撤廃，（f）学

　校予算の学生に重点を置いた配分。

（3）平和運動の推進

　（／）原水爆禁止署名運動

　（ロ）選挙権闘争への全学生の結集

（4）勉学条件に関する要求

　（i＞優秀教授の招へい　（ロ）図書の貸出と夜間使用　の　各クラスの部屋設備

　の拡充

（5）寮問題に関する要求

　（イ）東寮の接収反対，（ロ）寮生の会計権把握，の　入寮選考権の学生側の把握

　「当面の学生の要求」に対し，大学側では学生部・中央補導協議会が中

心となって検討を重ねる一方，大学と学生との話合いも継続的に行われ

た。この間，12月には女子寮生が寮生大会を開いて女子学生との風紀問題

で一一教官の追放を決議し，同教官は間もなく辞職に追い込まれる事件が起

こり，大学側が対応に苦慮する事態も発生した。開学以来，学生が大学当

局へ要求書を提出したのはこれが初めてであり，教官追放問題が重なって

「当面の要求」に対する学生の関心はかなり高かった。そのことを，本学

新聞局が498名の学生を対象に行った次のようなアンケート調査の結果に

即して見ていこう。

　（1）　「当面の学生の要求」の内容を知っているか。
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ご疑’、繋

水戸キャンパス構内の女子寮（うらば寮二）

　・知っている。（26％）・大体知

　　っている。（65％）・全然知ら

　　なV、。　（7％）

②　この要求を支持するか。

　・全面的に支持する。（41％）・

　部分的に支持する。（53．9％）・

　全く支持しない。（5．1％）

　　（注，支持しない理由として

　　　は，「顧問教官制の撤廃」

　　　と「寄宿料の撤廃」の2項

　　　目が主で，卒業生やアルバ

　　　イト学生への就職あっせ

　　ん，学校の予算を学生に重点的に配分する件，会計の公開などには多くの支

　　持が寄せられた。）

（3）学友会及び「当面の要求」実行委員会をどう考えるか。

　・全学生の意見をまとめて活動し，経過報告・活動状況を詳しく知らせよ。

　　（72件）

　・実行委は全学生に根を下ろした活動をしていない。（62件）

　・現状にマッチした運動を慎重に行え。（40件）

　・この運動は独善的で行き過ぎである。（30件）

　・学友会は何をするのか知らない。（7件）

　「当面の要求」に対して，大学側は，「たしかに無理な面もある」（定

形学生課長談，『いはらき』昭和29年12月15日付）として補導細則などの再検

討を約束し，学友会，実行委側も上記アンケートの結果によって，これま

での運動の進め方に欠陥のあったことを反省し，学生生活上の切実な問題

に要求をしぼるなど両者は歩み寄りを見せ，同30年3月23日付で酒井学生

部長は東学長に「当面の要求」の処理結果の報告を行った。その主要な点

を原文に即して記せば次のとおりである。

　（1）補導細則の再検討その他

　　（4）学内における集会，行事，団体結成，掲示，印刷物の配布，販売等は原則

　　　として届出制とする。ただし，学外に関係する場合は願出許可制とする。

　　（・）学内掲示の場合，集会又は行事届によってあらかじめ連絡方法を明示した

　　　ものについては別に届出を要しない。

　　の　これ等のすべての場合，その行為が本学の目的に反し，又は本学の秩序を

　　　乱すおそれがあると認めたときは，これらの行為を停止又は禁止することが
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第1章　茨城大学の創立と発展

←〉顧問教宮麟は存置する、、ただし，同郷会・同窓会等の私的団俸には麗かな

　　いこともできる、

⑫）経済的要求

アルバイトあっせん委員会（仮称）のごとき機関を設けて組織的に推進するほ

　か，学生の要望にそって努力する、

㈹　勉学条件の改善

　図書館の夜間使用は，とりあえず後期試験中17時から21時まで延長することを

　認める．

｛a＞寮問題に関する要求

寮費・食費・入寮金などの学生管理及び選考権を学生にゆだねる件は認められ

ない、、しかし逗営面で改善の余地があるので十分善処する、、なお，寄宿料の撤

廃については学生側から要求を取り下げた，，

　r当薗の要求」運動は，学生の自治活動の活発牝とともに癒制大学はど

のような闘題に直函することになったか，そして大学側がこれにどのよう

に対応したかを具俸的に示す一つの資料として，重要であろう．

　　　　　　　　選挙権閣争と隠面の要求」運勲を通じて，学生の自治
　自油会の績成
　　　　　　　　活動は活発となり，自油会結成への気運も一農と高まっ

た．昭和3⑪年G％5）5月から8月にかけて，一部学生がウィーン・アピ

ー ル（原子戦争準備反対の訴え）に呼応し，学内で薯名遮動を行ったことも

その一例であるが，この署名運動をめぐって学友会役員丙部に意見の対立

が生じ，石廻委員長は役貴会を解激するという薯態が生じた．アピールそ

のものには賛成であっても，その実行方法には検討の要ありとした委員長

見解を無視して，一部役員が暑名逮動に入り，また全学連加鑑へも積極的

姿勢を示したからである．それにもかかわらず，同年9月17・18日の両日

には，第6回関東甲信越大学自治会代表者会議が本学を会場として開かれ

た．この会議では，平和還動の取り組み方，闘東甲儒越地区捧育大会の運

営と予算の問題，学生自治会の当面する聞題などが討議されたが，まだ自

治会が誕生していない本学でこの会議が開かれたのは，自治会結成を促進

させようとする他大学学生自治会の意向と，それとの連携を密にしてこれ

を早期に実現しようとする学内の動きとがマッチしたからであろう，、

　特に31年の4月以降，全学連の統一方針に基づいて，核兵器の実験禁
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止，小選挙区剃反対，教育三法成立阻止をスPt　一ガンとする反政府の学生

逮動が全国的に展開された．このような社会状況の下でまず6月13日に教

育学部学生自治会が，11月21日に文理学部学生自治会が，それぞれ結成さ

れた。なお，大学として両学部の自治会結成を正式に承認したのは，翌32

年3月の評議会においてである。

　これよりさき，一部学生は全学連の指導方針にそい，学術・文化・体育

3部門からなる学友会を改組して自治会とし，自治会中央執行委員会の下

部機構に泣置づけようとした．しかし大学測はこれを認めず，学友会とは

目的や方向を異にする学生宥志の団体として，学部ごとに学生自治会を認

め，大学の教育責任の範醗内においてこれを補導することとし，学友会に

ついては鎚来の学友会からクラス会を分離独立させた自治機関とし，課外

活動を中心とした学生懸体として存続させることにしたのである．

　　　　　　　　　　　本学は開学以来，r全人教育」の達成を目指し，
　学生補導対策に苦慮
　　　　　　　　　　　特に厚生補導面の指導にカを入れてきた。例え

ば，教官と学生との接触・違携を密にする方策として，

　ω　昭和26年（W5X）扮月から全学に指導（助書）教嘗制（各教官の下に数入な

　　いし1⑪数入の学生を配し，よき相談相手として適切な助言を与える）を採った

　　が，30年5月からはこれを学部ごとのクラス担任制に改めた，

　〈2＞昭和28年宋の学園緑化募金活動を発端として生まれた学園緑化運動を発展さ

　　せ，同30年5月には学生・教職員が一体となった「学園緑化推進委員会kを設

　　けた，，その資金は，毎年度始めに学生緑化委員会が行う募金と薪入生の協力に

　　よる1人1⑪O円の寄金を基礎とした，

などの方策を講じてきたのである．

　しかし当局の最も腐心したところは，自治活動及び自治会結成への動き

を含めた学生補導対策であった．既に昭和28年ごろから中央補導委員会

（中央補導協議会を3眸明から改称）を中心としてこの問題を検討してきた

が，30年以降，本学における学生運動も，全学連をはじめとする全國的な

反政府の政治運動の一環としての色合いがすこぶる濃厚となったから，学

内の対策だけでは到底解決し得ない状態となった．それでも申央補導委員

会としては，自治会結成に伴い，新たに学生相談室（昭和3眸5月），水戸

地区学寮協議会（昭和33年5月），学生厚生施設選営委員会（昭和33年7月〉
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を設置したほか，補導委員の常駐翻，学生ホールの選営敬善，就職・アル

バイトあっせん事務の強花など種々考慮して学生補導に努力してきた．

　この間にも，昭和33年9月から11月にかけての教員の勤務評定と警察嘗

職務執行法に反対する反政騰逮動が激しくなり，これに呼応して本学学生

の中にもしばしば学外にilMて抗議行動を繰り返す者が少なくなかった。特

に9月15日の勤評反対逮動には、450名の本学学生が参加して水戸毒内をジ

グザグ行進し，県教育委員会との団体交渉を要求した。こうした事態に直

面した大学飼は，その対策に腐心しながら，しかし，r現在の世相の苛烈

さに処して，伝統ある『大学の自由と独立』を守り抜くことが可能である

としても，如何に函難であるかを改めて認識したにとどまり，具体的結論

を得ることができなかった。」（1珊1鋸，中央補導委員会記録）というのが

実状であった。
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第2章　高度成長期の茨城大学

1　文理学部の諸闘題と改紐

　文理学部問　茨城大学の文理学部は，第1章でみたように，旧綱水戸嵩

　題の複雑さ　等学校の文科と理科が母体となって編成を新たにし昇格し

てできた複合学部である，、教官横成の点では，旧鋼水戸高等学校，茨城師

範，青年師範及び多賀工専からの移行教官，更に昭和27年（1951＞には県

立農科大学が農学部になったことに伴って移行された一般教育担当教官の

ポスト並びに高度成長期における各学部の定員増によって配当される一般

教育担当教官のポストで梼成されていた．ところが高農成長期を迎え，科

学鼓術接興が購ばれ，専ら自然系学部が重視されたが，文理学部の専門教

育揖当教官の定員増は全く無かった。教官増は，すべて他学部の学生増に

よる一般教育担当教官の建員増に頼らざるをえなくなっていた。ちなみに

昭和24年（1949）から同41年（196のに至る文理学都の学生定員は，160名乃

至155名であり，したがって専門担当教官の定員増は留無であった。

　更に文理学部は，自らの専跨教育のほかに，教貴養成学部である教育学

部の5教科（国語，英語，詮会，数学肇理群）の専開教育及び高等学校教員

志墾者の教育も行い，かつ全学の一般教膏（体育は教育学部撫当）の担灘及

びその責任を担っていた、、このように，当時の文理学部は三重又は四重の

使命を持っていたと言えよう．そのうえ，昭和33年G％3）7月に出され

た中教審答申において，かつての師範学校の復沼とも考えられるヂ閉鎖

的，差別的」（大学基準協会絵親第X号）な方向が打ち出されたため，

文理学部の問題はますます複雑になってきた．このような複合文理学部を

持った大学は，全国に茨城大学を含め14大学あった、

　　　　　　　　ここで文理学部の文学科，政経学科，理学科のそれぞれ
　各挙謝の問題
　　　　　　　　の学科について触れておこう．文学科は，昭和34年

（1％9）文埋学部の学生定畏が5名趨減されるに伴って学生定員が40名か

ら35名に肖鍼されていた．更に縄じころ，文理学部の改編問題が趨こり始
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めた際，文部省は瑠和34年（1959）秋，文狸学部の学科（文学科，社会科学系の

学科，理学科）内の専攻を整理したらとの提案を行い，とりわけ文学科に薄

しては，英文，国文，史学の三つ，ないしはこのうちの二つに整理するよ

う摺示をしたようであった．この3科目が選ばれたのは，学問の約的理晦

というよりも，志望する学生が多いということであったらしい。これに従

い茨城大学の文学科では，哲学，心理学，史学，麗文，英文，独文，書語

学及び仏文，の7教蜜で六つの専攻（言語学専攻なし）を立てていたもの

を，鼠文，英文，史学，心理の4専攻に絞ろうという案が論議された。こ

の計画によれば，専攻を立てない独文，書語，哲学は専門教育を担当せ

ず，一般教曹のみを担当することになるはずで，これら3教室の定員に欠

貴が生じた場合は，それを専攻を立てている4教塞へ再配分するというも

のであった．この計藤は，ピーク（煙突ともいわれた）整理計薩と評ばれて

いた。しかしこのピーク整理計顧は，他大学で教授会の反対でつぶれてし

まったように，茨城大学でもやはり問じように実理はしなかった．

　茨城大学の社会科学系学斜は，発是当時，政経学科として旧翻水戸高等学

校の2名を含め7学科目（経済学3舷学3，社会学Dが設けられていた．そ

の後昭和27年（1952）に，6名が農学部設置に伴い，一般教育挺当として移

行された．更に，その後地元の要請もあって昭和32年G％7）には8学科

目，33年（1％8）には合計9学科目（学生定員8⑪名）の大きな学科に成長し

ていた．文理学部において逐次学科目を増やしたのは，政経学群だけであ

って，昭瀦35年（1％のには遂に経済の学耕目が七つ以上に達し，昭和38

年（ro　63）4月1日，政経学斜は経済学科と学科名を変更することとなっ

た．これには投会科学系の学科を一一re充実させて，ゆくゆくは経済学部と

して文理学部から分離独立させるという考え方が，甕流にあったと言われ

ている。またこのころ，一部には商学部にしてはとの意見もあったようで

ある。いずれにせよ，これによって文理学部の経済学専攻の学生は，学士

暑が証会科学士から経済学士となることとなった。これには文部省の指導

もあったが，学生の就職に際し証会科学までは困るといった地元の意肉

も，全体としては反映していたと醤ってよい。こうして茨城大学に北闘東

では埼玉大学に次いで経済学斜が設麗されることとなった．
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　他方，理学科においては，数学，物理，化学，生物地学の5教室で四

つの専攻（学生定員4⑪名，地学は専攻なし）を立てていた．理学科に闘して

は，文学科に見られた科目の再編整理の問題はなかった．しかし問題は劉

の所にあった．それは一般に自然系の学賜においては，実験のための礪

設・設備の充実と研究費の増加が研究の質的陶上に薩結するという特性に

よる問題であった，，文理学部自身による学科・学生増は，先に述べたよう

に高度成長期を控えた時期とはいえ考えられなかった。他方，自然系の専

門学部の学科学生増は，文理学部に一般教育担当の教員の定員増（学生20

名につき教官1名）をもたらすものではあっても，これは一般教育の負担増

につながり，文理学部の専門教畜自俸はじり貧になってゆかざるをえなか

った。この傾向に対する焦りが特に理学科において大きかったと誉えよう．

　このように文理学部の聞題は，学科によって区々ではあったが，先に述

べたように文理学部が専門教育と一毅教育と教員志螺者教育とを，一俸と

して担当するという三重構造の点では各学科一様であった。したがって文

理学部には他学部と異なり，教務関係の委員会が二つあった，，一毅教育運

営委員会と（専門教育についての）教務委員会である。そこでの教務計圃は，

一般教育における必修科目と選択科目，専門教育における必修科目と関連

科目・自由選択科目を一つの俸系にまとめ，更に教曹学部学生の教員免許

状取得にも対応できるものでなければならなかつた．しかしその中では，

わけても一般教育の理念があいまいで，一人一人の教官が一般教育よりも

研劣，一般教育よりも専開教育という志向を持つ傾商があった．これが文

理学部問題を一層深刻にさせていたものであり，文理学部の一般教育の質

が，学生から，また他学部から，あるいは社会から常に聞われることとな

ったのである。

　　　　　　　　　　　昭和38年（me　63）1月，中央：教育審議会は「大学
　文理学部故総の動き
　　　　　　　　　　　教膏の改善について」という答申を行った．そこ

では文理学部の敬組の必要性と教養課程の教育を行う線織の設置について

触れられていた．またこのころ，すでに戦後の第一次ベビーブームによる

学生増が予想され，昭和41年度（1gos＞からの急激な高校卒業生の増燦に

対して大学を拡充整備する必要性が叫ばれていた、このような背景の下に
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昭和38年（1963）10月3日，4日の両日，

山形大学で開催された全国文理学部長会議

において，村山松雄大学課長は，教官組織

の問題学科の編成及び一般教育について

所見を述べ，文理学部の改組を説明した。

それは大場千秋文理学部長から10月23日の

教授会で報告された。翌年1月31日，埼玉

大学において，臨時文理学部長会議が開か

れ，文部省側から更に具体的な文理学部改

組の基本線が示された。それによれば，

①昭和41年度からの学生急増対策について

は，文理学部が最も潜在力がある。②改組

は各大学の実状に応じて40・41年度（1965・

1966）の予算として考える。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大場千秋文理学部長

　　　　　　　　　　　　　③改組は画一的ではなく過去の実績に照らし

合わせて個別的に解決してゆく。④改組に併せて一般教育及び教育学部の

充実を並行的に考えてゆく，というものであった。この計画によれば，昭

和39年度（1964）から概算要求してゆくということで，茨城大学文理学部

は組織委員を改選拡充するなど，にわかに慌ただしくなった。

　文理学部改組の最も困難な問題は，どのような学部を独立させ，どのよう

な一般教育の教官組織を構成するかということであった。各学科は，一方

で専門学部として独立拡充したいという強い希望を持ちつつも，他方，一一

般教育のみの教官組織は何としても避けたいという考え方をしていた。し

たがって文理学部は当初，昭和39年（1964）3月，経済学部（学生定員160

名），理学部（120名），教養学部（80名）の3学部独立計画を立て，改組問

題を解決しようと考えた。ここで問題となったのは，教養学部の扱いであ

った。教養学部案は，文部省の方針として総合型の学科編成の場合にのみ

認めると言われていた。しかしさきの中教審答申では，教養部案はあって

も教養学部は考えられていなかった。したがって後から考えれば，自然系

や社会系の学科を独立させた後の総合的教養学部案の実現可能性は少ない

ものであった。それでも当時は，愛媛大学，千葉大学，茨城大学などが教

45



x　総　　　説

養学部案を掲げ，一般教養撞幽の教官に専門の授業を持つ機会を与える組

織を考え，教養部に伴う問題を避けようとしたのであった。

　文部省測の方餅では，当初一般教育については，①教養学部で行う，

②教養部で行う，③一般教曹委員会を設置する，の三とおりの方向が示さ

れていた（昭和39年4月鮮印喋大学学長会議〉，、そして認年6月22日の茨城大

学との交渉において文部省餓ま，教養学部，理学部，経済学部について検

討するとの意向を示した。文理学部教授会はこれに基づき，7月1日，理

学部，経済学蔀，教養学部（学稗編成は教養学科一本に絞る）の概算要求を

決定した．ところが7月28馨の全副4の文理学部を待つ大学の学長と大学

局長との懇談会で，茨城大学の案はザ文学部的要素をその玄まにしている

から，もっと考え直してほしい」との示唆を受けた．文部省には教養学部を

設置する際に，一応次のような目安があったようである．その学科目の立

て方では，①入文，証会，自然のうち各二つ以上を総合する分類，②総合

的地域研究に基づく分類，⑧翻内・国際上の中心課題に墓つく分類，であ

る，，茨城火学ではこれに基づき，急ぎ教養学部案を一部手直しの上，概算

要求を提出することとなった．しかしこの年，茨城大学が提患した概算要

求は見送りとなり，昭瀦40年度に改総が決定したのは弘前大学（入文，理

各学部と教養部），埼玉大学（経済，理工，教養各学部と教養部），静陶大学（人

文，理各学部と教養部），鹿晃島大学（法文，理各学部と教養蔀）の4大学であ

った．この第1次の文理学部改組によって，たとえ教養学部が設麗されて

も，必ず教養部も設置されることが明らかとなり，文学科が考えていたよ

うな学部内部に教養部を含み，かつ文学科の実質を保証しようという教養

学部構想に置覇することは無意昧となっていた．

　こうした箏情において，昭和40年（X965）5月19日の教授会は，改組に

伴う学部構成として人文学部，理学部，教養部の3部局を決定し，教養部

の設置については次の四つの猟則（通称島田四原則）を了承した．①教養部

は各学部と紺等の自主盤を保詩すべきである．②教養部は全学の学生を預

るという性格に基づき，また一般教育の本来の瑚念に基づき，総合性を確

立すべきである、、③教養部教宮の研究条件は各学部のそれと全く平等とな

るべきである．④教養部教官の負担も各学部教官の負担と均衡を計るべき
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である。そして7月2日には，教養部準備委員会が設鍛されることとなっ

た。

　改親を齢ぐる　文理学部の者学科は，敬組問題に対してそれぞれ異なっ

　餐学科の勲き　た対応をした。それは各学科が異なった状況に置かれて

いたことの反映でもあったeここで各学科の対応について触れておこう。

　文理学部改組闘魎に最も早く，かつ緯織的に対応したのは理学科であウ

た。理学科では既に昭和38年（1％3）12月に若手の教官を中心に理科充実

委員会が結成された。これは省教室の代表によって構成される教室委貴と

は異なり，教窯の枠を外して全学的な立場から文理歌総を構想するという

ものであった．具体的には理学科の充実を目的として，大学設置基準の研

甕，理学部を持つ主な國立大学の実態灘査などを行い，将来はこの調査結

巣から学部充実の原案を出すことも考えていた。この委員会の調査結果で

も，茨城大学の理学科は薪鋼発昆当初から理学部となっている大学とH鮫

して，設備が相射的に劣っている事実が裏付けられた。これは文理学部で

あるがためのことであると考えられ，理学部として独立するという意陶を

一層強めることとなった．また文綿省も，賑舗と新欄の理学部のギャップ

が大きいことを認め，地方新翻大学の充実に重点を置き，理工系の学生を

増募しようとしていた。この点では，文部雀の意向と理学群の意向とは一

致する客観的な背景があったと欝えよう。

　ところで理学科の敬紐案では，巌初学生数を文理学部時代の4⑪名から

X20名にし，数学，物理，化学に燦え，生物か地学のいずれか1学科を立

てて4学科とすると考えられていた．しかし最終的には地学は英通学科目

として，学部の学科講成から外され，從来から学科として立っていた生物

が立てられることとなった。この学科構成は，全購29の理学部を持つ大学

の標準的な構成であった．

　他方，経済学科で問題となったのは，経済，経営，法学の3学科のいず

れを立てるかということであった．経営は経済に含めることで閤題はなか

った，，しかし経済と法学の2学科を立てることは，学部の設鐙基準との灘

係で函難であったたぬ一時その妥協案とし℃学科を立てずに経流経

鴬，法学の三つのxx　一スを設ける（通称無学料3…一ス案）ことが考えられ
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た．しかし昭和39年（X964）6月，文部省から，無学科ではなく経済学科

として概算要求するよう示唆があり，法学教室は学科を立てることを断念

せざるをえなくなった．ところが昭和40年度に文理教組が行われた4大学

のうち，鹿晃島大学に法文学部が設置され，いわゆる2期校に全閣で初め

て法学科が設けられた。茨城大学の法学教窒もこれで意を強くし，昭和40

年（1965）5月22日には『茨城大学人文学部法学科設立の趣旨』というタ

イプ綴り5ページの趣意書を作成して，再び法学科の設立を目指した一その

後も機会あるごとに法学教蜜では法学科設立の要求を繰り返したが，昭和

41年（1966＞6月の対文部省折衝において，最終的に人文学部の法経につ

いては，法を経に含ませるという指示が出され，茨城大学では経済学科を

立てることに決着を見た、、かくして法学科が設置されたのは，昭和41年に

敬組された島根大学，講43年敬組の愛媛大学と千葉大学（法経学科）にと

どまった．

　最後に文学科に関しては，第1園目の文理改組律業の遜程において，文

学科の実質を保持しながら教養部の役鵠を果たすという教養学部構想が昨

現実的であることが明らかとなってからは，基本的な問題は，どのように

して教養部へのスタッフを提供するかという闘題に移ってしまったと書っ

てよい．それだけにそれ以降の文学科では，文学科の存在意義について危

機感が高まり，改めて文学科の存在意義を求める議論が種々行われるに蓋

った、そして公式の文学科組織委員ばかりでなく，理学科の充実委員会の

ように若手教官による非公式の組織委員を選鐵し，文学科独自の主張を農

携しようとの試みもなされた，，

2　教育学部の諸問題

　戦後の教員養成儲　戦後の教畜敬革によって，教員養成が，戦龍輝範

　度をめぐる問題学校においていわば閉鎖的に行われていたことに対

する反省から，どこの大学・学部でも教員免許状の敢得が可能となった．

それは，ひとつに教員養成の場が擁家ノ須要二応スル」ことを前提とし

た大学ではなく，総合的な市民的素養を育成する薪鰯大学に移ったという

ことへの対応であり，また小学校教貫養成のシステムの面から言えば，大学
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で教職に必要な単位を取得していれば，ひとしく教員免許状を受けること

が可能になるなど，戦離の閉鎖型システムから開放型システムに移ったこ

とを意昧していた。

　ところが中央教育審議会は，昭和33年（1958）7月28日の答申ビ教員養

成制度の改善方策についての答申」において，このような教員養成システ

ムに修正を燦えるよう撮案した、答申は閥放的湖度に伴う教員養成hの問

題について触れながら，大学において教員養成を行うという基本方針は堅

持しながらも，教員育成のための教育基準の確立を提案した，，この答申に

対しては多方面から挑覇が集中し，教職の専門性確立に名を借りた園によ

る教員養成への規綱の強4kであるとか，教員養成の目的を明確にすること

・は結果的に教員養成の閉鎖剃につながるといった意見が述べられた、した

がってこの答申に基づいた教育基準の設定は，昭和38年G％のごろまで

大編に達れるようになった．

　茨城大学における教員養　ところで茨城大学教育学部では，この中教審

　成カリキueラムの研甕箒申とは瀦に，昭勲31年（1956）から教員養

威カリキュラムの研究を独自に始め，昭和34年3月には，塗教員養成カリ

キ轟ラムの研究』（タイプ欄り163ページ）という報魯書がまとめられた。

これは各圏立大学，県内小・中学校長及び指導主事，各教科別卒業生に調

査票を発送し，教員養成学部のカリキ論ラムに関する希墓及び意見醐査を

行うというもので，卒業生や校長等の大学に対する要求の一一tw的傾向を掘

握しようとしたものであった．更に報告書は，この調査資料の分析に基づ

㍗て，「具体的な学轡指導法についての研突が不十分である」と拙摘し，

似下のような新しいカリキ議ラムの基本方針を示した。第1に教員養成は

ギ総合大学の申での教育学部（4年髄）において」行うこととし，学生が

紘い視野と人闘像を悸る上に墓ましいという点から，単科大学方針をさ

妙，他方では教員養成を本務とする自己の目的と性格を明確にするため学

芸学部等の名称はしりぞけ」ている．第2に教育学部は教員養成の総合力

を持つように組織するものとして，「一般教育と専階教育は文理学部で，

薮職教育だけを教育学部でといった旧来の組織は改善されねばならない」

、と述べた、第3に現行の大学設躍基準や教育職員免許法が最低基準である
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にもかかわらず，現実にそれがいわゆる開放翻のよりどころとなり，これ

を最高基準とする揚合さえもあるために，養成カリキ論ラムの琿想的縫虞，

からすれば基準は改疋されるべきものであるとした．第4に単｛立鱗度は鮭

持し，基準単位の内容は修正するとした。

　この調査報昏は，茨城大学教育学部として独自に実施したものであウ

て，そのrはしがき」にも沖教審の答申に根応ずる部分があっても，必

ずしもそれに影響されたとは考えていない」とその独自性を説張した．そ

してこの調査報轡は，昭和34年（1959）7月に発衷された日本教育大学協

会のr教員養成カリキ謡ラムの基本構成案」に影響を与えたと霞われてい

る。

　このように茨城大学教育学部では，一一rwに教員養戊大学の目的化に批鞠

が高まる中で，むしろ積極的に教餐養成カリキ。。ラム基準を内外に示して

いったと露える．したがって昭和37年（1962＞11月1躍，教育職員養成審

議会がr教員養成翻度の敢善について」という建議を行って，教員養成の

ための大学・学部の目的性格を明らかにし，その目的にふさわしい教育課

程を編成すること及び教員の資格付与，試補髄度，計画養成などを打ち欝

した際にも，茨城大学教育学部は翌年3月13暴の教擬会で，ヂ建議内審を

大添諒解」したのであった。

　教員養成の　ところで文部省が昭和38年（1963）7月ギ教貫養成大学・

　学科目編成学部の課程・学科目（案）作成について」という通知を纏

し，各教員養成大学・学部に射して文部雀の示す学科翼のひな型に従って

学科目表を出すよう求めたところ，和歌山大学学芸学部などでは，大学の

自主的な学科目編成を主張し続け，あくまで文部省による学科目編成に反

薄した．この際にも茨城大学教育学部では文部省への報告書作成の過程で

腿瑛鮭数理の専附科目が文理学部の撞当であることが問題」と詣嫡する

にとどまり，むしろ将来的には教育学部自弟で教貴養成が行える方向に進

むべきであるという考え方を一厨強めることになった．更に岡年11月26

日，文部雀は騒立大学の学科及び課程壷びに講座及び学科目に閑する嘗

令（仮称）の剃定について」の敏頼書を各大学翻瑚に送り，昏大学の学蒋

員を最終的に省令によって定めようとしたesこれに対して，例えば鹿児轟
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大学教育学部教授会は12月10日，文部省による学科目の省令化に反対し，

学科目編成は各大学の自主的見解を尊重すべきことを主張した，，これに鷲

し茨城大学では12月7日の教授会においても，学科目の省令化そのものに

ついての疑義は崖されず，薪たに地誌学・作頗法・美術理論など9項目に

わたる学科目の省令化（設置）要求が出されるにとどまった．しかし翌年

2月25日に発表された文部省のr麟立大学の学科及び課程並びに講座及び

学科目に関する省令jの溺表第12（茨城大学分）では，茨城大学教育学部

で要求した学科目の設麗要求は，すべて認められていなかった．

　茨城大学教育学部　ところで茨城大学教育学部は・教貴養成カリキ・・ラ

　の基本的肴え方　ムの重要性を主張しながらも，他方では総合大学に

おける教員養成といういわゆる蘭放性の立場をも主張したと言えよう．教

育職翼養成審議会は，先のr教翼養成鵠度の改着について」（昭和37年11

月建議）に基づいて，昭和39年（1964）7月3⑪日r教員養成のための教育

課程の基準について」を提出した。これはすべての大学・学部を教員養成

を目的とする大学・学部とそれ以外の大学・学部とに大劉し，それぞれ椿

差をつけて小・中学校の教員養成に必要な教育課程を示したものであっ

た。それはまた教員養成のための教育課程を，科目・単位構成に至るまで

櫨接拘束する詳細な計画案であった，，これに対して，茨城大学教育学部で

絃，9刃1蠣拡大教務委員会が蘭かれ，この計薦案の検討が行われた。そ

の結果，この計顧案で教員養成を目的とする大学・学部とそれ以外の大

学・学部に「基準の格差があることはおかしいので，同一カリキ晶ラムで

ee－一の免許状が授与されるようにすべきである」との結論を得た。この検

討結果は，国立大学鵬会及び日本教育大学鶴会閣東地区会あてに提出され

ることとなったが，大学で教職に必要な単位を取得していれば，ひとしく

教員免状を受けることができるといういわゆる閣放型の教員養成制度の立

場を貫いたものとして注目すべきであろう．このような立場はその後も一

貫していた．昭和40年（1％の5月1蝦，臼本教育大学脇会の教員免許綴

疫検討委員会は，「教育職員免許法規改正に関する意見（中間報告）」を示

し，各大学の意兇を集約した。茨城大学教育学部では各学科ごとに「中間

報皆」の検討が行われ，7月21日には「教育職員免許法規改正に関する意
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見」としてまとめられた．それは開放鋼を前提として，r高校教員の質の・

低下をもたらさないよう」検討すべきこと，r学猛の意識からみて，小学

絞教員志望者の質の低下を来すおそれ」からの配慮が盛り込まれていた．

教員免許鋼度検討餐員会は，同年9月30日ヂ教育職員免許法規歌正に関す

る意剃を発表し，騰放鵠を維持しつつ免許法の水準を高める」こと凄

うたっていたゆ

　高魔成長期に茨城大学教育学部は，いちはやく教員養成カリキ謡ラムの

研究に着手し，良質の教員に対する県丙外の要璽にこたえていこうとし

た．したがって文部省による教育課程の基準設置については，高い水準で

の基準を設置するという観点から肯驚的な甕気が強かったと蓉えるであろ

う。しかしそうであっても，いわゆる開放型の教貴養成劇度を堅持すると

いう点では，一歩も譲らなかったと醤える。

3　工学部の充実

　茨城大学への腐度　戦後10年余を経て，科学技衛の進歩，産業経済の発

　域長政策の影響　展，社会盤活の高度化が進み，魍の高等教育に対す

る社会的課題もまた一層複雑なものとなっていった．日本経営：者藏体連盟

（日経連）は概に昭和31年G鰯）11月8日に噺時代の要講に対応する波

術教育に関する意見」という文書を発表し，r法文系学生の駈縮と理工桑

学生の増員」を骨子とする要鯉を政府に行ったのである，、また中央教育審

議会も，そのような主留から翌年1珊11日に科学技術教育の振興を押し進

めるよう答申を行っている．

　こうした勲きが茨城大学にも大きな影響を穿えたことは当然であった．

すでに，昭和33年（1％8）3月，機械，電気，金属，二〔業化学の各学科に

それぞれ専攻科（各学生定員鷺名，魏⑪名）が設置されたことも，やはり高

度の研劣能力を備えた技術者の養成という課題にこたえるものであったと

欝えよう．専攻科の修業年限は1年で，その在学期間は2年を超えること

ができないと定められていたkしかしこれは後に大学跳設置の足がかりと

なるはずのものであった．

　更に昭湘34年G％の4月には，縮窃工学科（4⑪名）が薪設された．〔な
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お，昭和38年（1963）4月には糟密工学科にも専攻科が設置された）精密工学科

は，地元の強い要望もあって実現したもので，昭和33年11月11H付，日立

市長高嶋秀吉の名で，文部大臨及び大蔵大臣あての陳情書r茨城大学工学

部に精密工学科薪設の件」が出されている，、「当日立地区及びその厨辺は

　・わが国屈指の工業地帯であり，従って当地元地区においても従来の機

械工学より一歩専円化した精密工学及び醐御工学を専修した大学卒業の技

術者を多数要求している次第であります。……この意昧におきまして当市

としても茨城大学工学部へ精密工学及び制御工学を専修する精密工学科の

新設を強く要望いたしますと共に，その実現を熱望しておる次第でありま

す。」この時期全国の数大学に精蟹工学科が設置されているが，茨城大学

は，静岡大学，北海道大学に次いで比較的早期に設置されたわけである◇

ところで多賀工専時代には精密機械科が存在しており，昭和25年（195⑪〉

これが機械科と合体した形で機械工学科が発足していた経緯があった，、し

たがって精密工学群の設置により，機械工業を主体とした羅立地区の技術

考需要に応えるという多賀工専時代からの1云親は，茨城大学工学部におい

て一層強まったと言うこともできよう。全國的に見ても北海道大学，静隅

大学，金沢大学などと並んで機械系学科の重点的拡充は茨城大学の特徴で

あった．また機械系学科といっても，当時はXレクト・・ニクス時代の到来

の蒔期に当たり，戦前からの精密機械の概念を超えた薪しい分野の研究教

育が目指され，機械系に撫えて自動綱御及び計測工学を含む幅広い学科が

要望されるようになった．それに伴い学生の就職先も，自動車，カメラ，

測定機などの精密機械関係，更には重電機，通信機，造船，コンビ。。一タ

ー 関係，サービス業に至る福広いものとなっていた，，

　　　　　　　更に昭和39年（1964）には，電子工学科（学生定員4⑪名）が
　一層の充莫
　　　　　　　設置された、これは工業の生産工程の自動牝が進み，かつ

電子計算機，原子力工業等の癸達に俸って，電子工学専門の技徳春の需要

が増大したという背景の下に実現した．それまで茨城大学には電気工学科

（定員60名）がありXそれを電力専攻（約3⑪名）と通信専攻（約30名）とに

分けて，電子工学技術者の要求に対しては，通信専攻の卒業生をもって当

てていた。しかしこのような体制では電子工学技術者として十分な教膏が
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望めないということが，新学科設鐙の理由でもあった．全闘的に見れぱ電

子工学科の設鐙には，高度成長期の始まる昭瀦33年ごろから現在（昭和54

年）まで四つほどの波があり，全躍三十数大学に電子工学科が設羅されて

いる．茨城大学の電子工学科はその第2の波の後半に設置されたと書うこ

とができよう、

　昭和41年（ag66）には機械工学第二学科（4⑪名）が増設された。もとも

と工学部発足以来機械系学科には機械工学科と原勲工学科があったが，昭

和30年（19鋤原覇工学科の学生募集は打ち切られ，機械二〔学科（定鄭⑪名）

に一本此されてきていた．ところが高度成長期に入り，産業界の飛躍的な

設備拡充，狡術革薪が始まり，それに見含った技術考のレベルアップが強

く要求されるようになり，慕情は一変した．昭和40年（M96＃＞6月1日，

藏立製作析日立工場は高木蕉ユニ場蔓名で文部大雛中村梅吉に，機械工学第

二学科の薪設にYついては罷昨とも早急に実現のはこびに至るよう要墓」

した．このほか機械工学第二学科の薪設要望書を捷出した羅俸は，会投・

事業所関係29，学校・官公庁・公祉関係95に上った．こうして既存の機械

コニ学5講座に併せ，薪しく4講鷹が設置され9講廃の大機械工学科が出現

した．これは名潤上は2学科の形式をとりながらも，実質上は全く一体の

ものとして還鴬されることとなった．

　高度成長期に茨城大学の工学部は機械，電気，電子を中軸として，工業

化学，精麿工学を醒するという学科編成を整えた．これは全麟醗立大学工

学部の一般的な学科編成ではあったが，とりわけ機械工学が重要な位麗

を占めることとなった．濠た茨城大学には，全麟的にみて決して多くはな

い金属工学科が，多賀高専時我以来存在していることも，一つの特色であ

ろう．

　llnc4pm部キャン　高度成長期に，実験室などの整備が進み，工業化学科実

　パスの整備　験室（昭和35年），精密工学科輿験研究室（昭和3ア年），電

子工学実験窯（昭秘1年），電子計鐘機室（昭和蝋年），機械コニ学実験室（昭和

ce　fti）がそれぞれ竣工した．これらの整描は文部雀が昭湘35年（ve　60＞1⑪月

雛表したr職立大学緊急整備5ケ年講画」及び昭湘37年くX962）10月の

r文教施設長期爵画」に基づいたものと思われるが，これによって工学離
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の戦誘からの老朽施設はほとんど一掃されることとなった．

　また昭和30年〈ro　55＞7月1日，鼠立学校設罎法の一部改正に痒い，茨

城大学に工業短期大学部が併設された．昭和37年Q962）9月には，併設

を附琶とし，母体大学の内に含め学部と並列することが提案されたw附鐙

機濁とすれぱ「名称としては臨時的なものは消え，事務管理の上でも一本

化する」ということであった．しかしその場合は工業短期大学部としての

独自性が損なわれるとの考えもあり，工業短期大学部は併設機闘のままと

どまった。

4　農学部の問題と学部移転問題

　　　　　　　　　高度成長期に日本の農業はいわゆる農業基本法農政と
　擬繋墓本法農政
　　　　　　　　　呼ばれる時代に入っていた．これによって戦後の轟地

敬革以来の農政理念は大きく変わった、，それは昭和35年（X96⑪），農林漁業

基本問題調査会（東畑精一会長）が提出した答申「農業の墓本問題と基本対

策」に始まっている。それは農地敬革後の輪作農」に茄えて，始「立経

賞」を，「家族経営」に撫えてr協業経営」の考え方を導入し，簑地改革

の「自作農主義的限界」を突き破ろうとしたと言われている，，昭和39年

くx964），中央産業教資審議会の行った答申r高校における自営者養成と確

保のための襲業教育の改善方策」はこうした自立経営農象育成の重要性を

強調したものであったeこれに伴い，大学の農業教育も，日本農業の近代

化，機械化大型化蒔代に直面し，根底からその意味を問い鷹さざるをえ

ないこととなった輪昭和36年くre　61）5刃の全圏農水巌大学学長・学部長

会議で，農業教育はいかにあるべきかをめぐり農学部の体質改善に議論が

集中したことはその蓑れであった。

　茨城大学では概に昭和36年4月，農芸化学科（定員3⑪名）が設麗され，

農学科，畜産学科と合わせ3学耕となっていた．これはそれまで機学科に

あった土壌羅料学，農産製造学を拡充独立させたもので，県内外の醸造，

製糖，製飴，香料等の斑聞会社及び県立食晶試験場などの各試験所からの

求入要求にこたえてゆくものであった．これ以降農学部では，一貫して農

業構造改革に見合った農業高級技術者の養成機横の充実に努力してゆくこ
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ととなった。それは後に（昭秘4年）設麗されることとなった畏業工学稗

に対する強い要璽にも表れていた．

　農業改良普更に昭和38年（X963）4月からは農学部は農業暴本法に基

　筏翼の研鯵　つく籏業改良普及員の養成を引き受け，昭湘42年（va　67）

までは毎年10名以上総計56名（県内48名，近県8名）の研修生を受け入れ

た．研修期題は1年であったが，このヂ研修を通して大学と〔農麹現壕

の交流」に大きな期待が審せられたのである．ある受講看は非常に熱心に

受講し，共通科目（9科目）はすべて受講し，専門科員も13科目，計22舞

目を受講するというほどであった、、更にこの受講者は競場に10年余りい

てとかく墓礎的なことを忘れ，カラに閉じこもって視野が狭くなりがちな

ことから叛け出し，総合的覇断力を伸ばす」という自分なりのザ研修目離

に近づいたのではないか」といった感想を述べている．（r茨城県農業改良普

及事麹O年史』茨城県教育普及課編1968年）しかしこれ以降，茨城大学で研修

を受ける農業敬良普及員の数は年々減少していっている。茨城県における

農業普及活動の主限は，醐際dk時代に対応する生産性の向上を目指して，

中核的農業者を育成し，襲業生産の集団的組織化ができるような地域集購

的農業者の協力意識を高めることにあった（r茨城農政の体系』茨城県企画塞

編　1972年），そのため農業敬良普及貴には農業経営技術等に優れているこ

と，農民の心の動きを澗察できること及び社会科学に理解力を持ち，農民

とともに地域問題を考えることが要求されていた，，本学における普及員の

研修は，こうした要講にどうこたえてゆくのかという問題が問われていた

と鴛えよう、大学における農業教育のあり方はこのような薔からも深灘な

見直しを迫られてこざるをえなかったのである．

　　　　　　　　　　茨城大学の農学部は，昭和30年代3学科（昭和44年
　農学部の移転問題
　　　　　　　　　　以降4学科）と，全羅的に見れば平均的な学部規模

に近いものであった。内餐的に見れば多くの大学の農学部が農学秣農

芸化学科，林学科を串核とする学科構成を持っていたのに対し，茨城大学

は林学科の代わりに畜産学科を持つという点に特色があったと書えよう，，

ところで茨城大学農学部の施設は元霞ケ浦海軍航空謙の旧軍旛設であり，

教育研究上に大きな支障があった．そのうえ大学本部のある水芦から陸路
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60km，鉄道で51．5km離れた阿見地区に位置し，教育上不便であるばかり

か，大学の管理運営上の連絡についても多大の時間と経費（昭稚⑪年度連

絡旅費38万余円，電話・郵便料金24万円弱，欝約曝2万円）が必要であった、し

たがって，農学部の学科充実はこのような施設・立地条件と無関係ではあ

りえなかった。

　こうした習景のなかで，昭湘36年の饅芸化学科の設置に伴い，農学部の

水声地区への移転問題が生じてきたのであっf：　，、これは農学部における施

設充実が，移転を前提とするか，あるいは阿見地区で行うべきかという問

懸と甥り離せないことを改めて示したものであった、、この閣題に嬉して，

縷学部教授会は昭和37年（1962＞7月r現情勢に特別の変化のない限り当

地〔阿見地区）に留まること」を決驚した．そして翌年1月，農学部将来

計繭委員会は阿見地区を整備し，将来学部の学科を6学騨とする目標を立

てた。

　しかし茨城大学本部は，水芦地区移動を前提に農学部の整備拡充を進め

るべきであるという考えから，昭和38年（1％3）3月から5月にかけて，

農芸ぜヒ学科の建物要求と闘連して農学部に永芦移転の濁きかけを行った．

翌39年（196のには，都崎雅之助学長から農学部の移転先として水芦市若

富町の農業試験場などが示されたほか，昭湘40年（1965＞には岩上二郎知

事から水芦地区移転を謡提にして獣医学部設置の働きかけもなされた。

　このようななかで，農学部では教官連絡会が結成され，水戸地区移転問

題をめぐってひんぱんに意見交換を行った．また，農学部将来計画委員会

は昭漁41年（196の5月に，全教官・職員を対象に水芦地区移転に関する

アンケート調査を行った．その結果，教職員の意見は賛否両論に分かれ

た。移転賛成派の意見には，教育上からヂ厚生施設，その他各種施設（図

書館，講堂，体育館茨苑会館など）が充分に利罵できる」，r他学部の学生と

の接触により，学生の考え方の幡が広くなる」などの理由を挙げるものが

多かった，、また研究上ではr他学部の教官との接触，交流により相互研究

等研究的に総合大学としての機能発揮，研究面での他学部（文理）との交

流」などの理由を挙げるものが多かった。他方，移転反対派には教育hか

ら水戸に移った場合，「東京から遠くなり，また建設予定の学園都市に遠
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く，常勘スタッフの籍究上の不利，学生の見学夢実轡及び実習教育に不便

がある」，「水芦のマスプ綜教育，それに伴う集繊行動的ムードに蕉倒さ

れ，農学を学ぶ心得を忘れ，行方を失う」といった理由を挙げるものがあ

り，研究上では阿見の方がヂ東京に近く，将来は学園都市の計薩もあり，

文献調査，研究連絡面で便利」　「今後の研突は学内よりはむしろ全麟的連

携のもとに実施すべく，これには東京に近いのが便利」などの理嵐を挙げ

るものが多かった，、このアンケートの結果にみる隈り，移転賛成の立場に

は，他学部との学際的交流や施設の共縄利用を逸じて総合大学のメリット

を生かしてゆこうとする傾向が強いのに対し，反対派の意見には，学内の

学際的交流や大学の総合化には溝極的で，東窟地区との交琉に活路を見い

だそうとする傾向が強かった．しかし移転問題を日本の農業構造の転換期

・における大学の轟業教膏の問題とかかわらせる傾尚はほとんど見られず，

むしろ筑波研究学懸都市の建設が少なからぬ影響を与えていたと言えるの

ではなかろうか．そして賛否両論いずれにおいても，移転問題は外からも

ちこまれたものという受け取り方が強く，学部内部からの積擬的な移転の

動きは鶉かったと嘗えよう．他方，農学部薯務系職員の場合においては，

生活や通覇の点から移転には消趣的な傾晦が強く，移転に理解を示すとす

：れぱ，学部の還営や事務職員の入薯交流など大学全体のあり方に視点を移

す必要があった．

　こうしたなかで文部省からは昭和4X年G966）7月，蓑学部施設整備に

欄する長期計轟の作成遅延についての照会を受けるに至った．この文部省

からの照会に対して，茨城大学寮務局は運難の理由書を添えて「茨城大学

爆学部移転等計藤について（案）」を発表した．事務局はこの文書で，農学

部の旛設の老朽牝は極隈に達しており，近々ばく大な資金をいずれ投入し

なければならない時期に達しているとの判断に立って，施設を整備するな

らば大型研究設備の共醗利用，物品翻達の経済性等の点から水戸地区で整

備すべきであるとの：考えを打ち出した．さらにこの計画は当時3学科で

あった学部を7学科に充実し，畑作酪農爽験施設の充実，赦購線農学観究

所等の薪設も目標とするものであった．更に県北の水産業を考慮し，将来

鉱農水産学部の構想も検討しようというものであった．
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　一方，農学部のほうは同年8月以降，将来計薩委員会を中心に学部の移

転統合についての具体的な検討に入り，翌昭和42年（1967）5月31日には

農学部長から二方義学長にヂ農学部の施設長期計画について」という文書

が堤出されるに至った（通称「5．3a文謝）。これにはr〔移転〕実現につい

ての条件」として，⑦敷地面積を校舎地区10ha，農場地45haとする。

②校含地区の立地条件は本部から1～2km以内，農場地区は校舎地区か

ら2～8k熱以内とする，、⑧その他施設計画及び実施の条件，が付けられ

ていた。そして将来的には，①農業工学科，農業経済学科，生物工学科又

は園芸学科の3学科13学科目の増設，入学学生定員90名の増員，②大学院

研究科の薪設，⑧附属教育研究施設として④農揚の拡充，◎放射線農学研

究所，家畜飼育場，農薩擁工場の薪設などの要請を掲げていた。

　茨城大学本部はこれを受けて昭和42年（1％7）8月19日，農学部移転予

定地として水戸市長者山（校舎用地約1◎ha）と水戸市大塚地区（農場用地約

70hのを示した．農学部蒋来計薩委員会は9月に入って両地区の用水路，

土壌，環境などの調査を始め，10月25日にその報告をまとめた。それによ

れば両地区に大きな欠陥は見いだされなかったことがうかがえる。そして

11月24日には二方学長より農学部長あてに，大塚，長者山地区を移転候補

地として検討するよう公文書で申し入れがなされた．学長の示した長者山

地区は，大学本部から薩線涌離にして約1－2km，国道を経由して2～

3km，大塚地区は校舎地区である長者山地区から薩線距離にして約4～

5km，高野下経由で約5～6kmであり，その他の条件ともほぼ農学部が

付けた絡．31文書」の条件にそうものと考えられていた。しかし学長擬案

では一応長者出地区を校舎用地，大塚地区を農場用地としていたが，大塚

地区を校含用地としても併用する場合も検討すべきことが触れられてい

た＃瑠瀦43年（1％＄）1月22日の農学部将来計頭打合会では，この学長提一

案を受けるような形で，長者山地区は史跡があることや水道用水路などか

ら閣題があり，大塚地区にしぼって移転する方向に闘まった．また2月7

Hの蔑学部教官連絡会も，長庸出地区は校舎地区として適地でないことを

確認した、、

　ところが2月2⑪日蘭催された全職員連絡会では，学生もオブザーバーと
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して参加し，先の学長提案は受け入れられないことが確認された．それは

大塚地区が校舎用地と農場飛地として併用されるならば，r大塚地区は本

部地区と6k驚も離れる」こととなり，　r5。31文書」の主蜜とは大きくかけ

離れるという理由からであった。こうして3月25日には大嫁地区で整備す

るのか，岡見地区で整備するのかをめぐって，農学錦全教官による投票が

行われ，その結果阿見地区で整備すべきであるとの意見が多数を占めた．

しかし3月29日の教授会（助教授以上）においては，大塚地区の整備が決定

く通秘「3．29決定」）されるに至った。農学部長はこのド3．29決定」に基づ

き，4月10日学長あてに濃学部の施設長期計画について（回答）」を提出

し，教授会は水戸宙大塚地区に移転整備することにまとまった旨を伝え

た．しかし事態が一一一一t・ee混乱していたことは明らかであった．

　この時点においては，農学部の移転問題は一農学部の問題を超えて全学

鈎な問題となっていた．とりわけ訪年文理学部の改緯によって独立した理

学部は，理学部を農学部の移転に合わせ薪しい大きなキャンパスで充実し

たいとの希望を表明していた。理学部教授会は昭瀦43年（1968）3月8日

学長あての文書で，農学部移転はr単に一つの学部の考えによって決める

べきものではなく，然るべき全学的な審議機関で一映定されるべきも

の」と訴えていた．また詞年5月8日，茨城大学事務局で発表した「茨城

大学農・理学部移転等計颪について（案）」でも，大塚地区における農及び

理2学部の統合整備が構想されていた。

　ところでこの事務罵の文書は，奇妙なことに嚢学部の移転に関しては附

属農場を倉めて移転するか否かが最も重要な問題であり，場合によっては

「現在地に存置することも考えられる」と述べていた．これは用地買収と

いう困離な問題を考慮すれば，当然のことではあったが，事務：当局の方針

の一貫性に疑いを抱かせるものであったとも需える．このような問題は6

月5日の簑学部長あての学長の文書にも見られた．r貴学部の水芦地区移

転整備計薩の決定をみた場合においても，緊急の必要に応じ，現施設の整

備も引続き実旛する瑛存である。」これが農学部に大きな不安を抱かせた

ことは否めない事実であった．農学部の不安は6月2珊農学部で行われた

学長説明会において頂点に達したかの感があった，，学長の説明に満足しな
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かった教官，慕務職員，学生は6月25日に会合を持ち，学生から「3．29決

定」白紙撤圃の要求が出されるに至った。6月27日の教授会（助教授以上）

は白紙撤晦は行わないとの決定を一度は下したが，6月29日から7月4日

にかけて連翼教官，事務職員，学生による三者協議会が蘭かれ，ついに教

官会議は7月5日，44年度将来計霞に関する擬算要求は行わないとの決驚

を下さざるをえなくなった，、そして7月15日，久池井忠男農学部長は，二

方学長への文書でY将来の見通しの問題が多いため，教官ですらなかなか

全ぼうが完全には把握できず，まして事務系職員，学生の理解を～致させ

るためには時間的に不可能となりました．一一本教授会は昭和44年度機箕

要求に大塚地区±地購入費の計上を保留することに決定いたしました。」と

伝えた．

　農学部の大塚地区移転問題（第一次農学部移転問題）はこのような形で一

応決着をみることとなった。なるほど農学部は遅ればせながらも最後の段

階になって，ある意味で農学部のあり方に内在した積極的な移転理由を掲

げるに至ってはいた、、それは働えば，濃業構造改善嘉業等による基盤整

礒の進歩も著しく，その営喪規模は鉱大しつつある瑳況にある．よって本

県農業の将来を考慮すれば大型な大学襲場の建設は地域農業の発展にも益

するものが大であると信ずる」と指摘して，必要饅場面積45haを要求し

たことにも見られよう。しかし，農学部では移転問題は基本的には外から

の依頼事項といった受け止め方がなされていた．また移転を積極的に進め

た測も，日本爆業における大学の簑業教育のあり方といった問題とかかわ

らせるよりも，部局ごとの思惑がからんだりして移転に一貫性を欠く印象

を与えたきらいがあった．いずれにしても昭和36年当時茨城大学農学部と

同規模であった山形大学，薪：潟大学，信州大学，静岡大学，高知大学とい

ったところの農学部がいずれもこの間に5学科に拡充していったが，茨城

大学農学部は1学科も増えなかった。やっと44年に至って4学科となった

にすぎない．茨城大学の農学部移転が実環していれば，こうした事情は多

少変わっていたかもしれない、
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蔭　大学の自濤と艮主牝

　中数審の大学管理　大学の自漕をめぐる閣題は，昭和36・37年（／％1・

　選蛍方鉗との対決　62）にかけて大きく取り上げられ，戦後第3のピー

クをなすに至った．ところで第1灘は，昭和23年（桝8）の大学法試案要

綱，第2繊が昭和26年（19S1）の魍立大学管理法案をめぐるものであっ

た、，第3園目の波は，昭瀦36年（1鮒）7月玲臼，文部大臣が申央教畜審

議会にr火学の設置および組織，続成，管理，逓1蛍，入試鯛度についての

審議」を付託したことに始まっている，，その年の暮れ，国立大学協会第一

常置委員会はr大学の管理選鴬に関する国立大学協会第一常置委員会中間

報昏案」を発表した，，このr中闇報告案」は，④教貴の任堀に際し学長の

入箏権を強め，②学長は大学の管理運営の最高責任春であり，評議会は

「学長の諮闘機闘である」ことを萌確化し，⑧教授会を大学の霞治の基礎

単位とすることなく，r学部長の諮問機関」とすることを構想していた．

このY中聞報魯案」は，それまでの教授会を中心とする大学自治の観念を

変えるものであったばかりか，蟹大協第一常麗委員会のメンバーが中教審

の大学管理制度小委員会のメンバーと重なっていることもあって，餐方面

から潅目されたk菓京教育大学文学部教捜会は，その年の12月から翌年1

月にかけて全騒の大学の教擬会にド呼びかけ」を行い，問題の重要性を訴

えた．このr呼びかけ」には，東京大学教養学部を含む24大学42学部が支

持を表明した．

　茨城大学の文理学部教授会では，6月13日r鼠大協第一常置委員会の中

閥報制が討議され，教授会が学部の最高決定機蘭であるとの立場から，

評議会が学部教授会に優先することを規定したr中閥報皆」には蕾定的意

見が強かった．むしろ，5月1薦に日本学術会議が発表した勧昏案r大学

の管理麟度」に示されたヂ教授会を大学自治の蕃本単位とする」という考

え方に，圧倒的な支持が寄せられた．また教育学部でも陣闘報管」が教

官会議の討議に付され，東京教育大学文学部のr睡びかけ」を了承した．

こうした勲きに大きな役翻を果たしたのは，境に鹸年の昭和36年（196）

鷺月，文理学部の膚志教宮を中心に結成されたr大学閣題研究会」であっ
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た．この研究会は，過去の中教審答申をはじめ，大学問懸に闘する資料を

タイプ郵捌で作成したり，教授会に先立ってザ中間鞍皆」の検討を進めて

いた。

　更に畿学部教授会は6月12翼，学部の名においてギ羅大協第一常麗委貴

会中閥報魯案についての意見」をまとめ，大学の研究教育及び管理還営の

中心は学部教授会にあることを強講した．また農学部助手会は，大学の自

油においてはr教授会が最高の議決機関」であり，一般事務職員も自治携

成員に含めるという考え方を打ち畠したのであった．

　更に大学の管理問題の議論に大きな一石を投じたのは，中教審から昭魂

37奪（19鋤6月20Uに奨衷されたr大学の管理運営について（原案）」と

題する中閣報魯であった。これは，全体的に見れ1まザ全学の総括的な最高

責任者を学長，学部の責任者を学部長とし，評議会は全学の，教授会は学

部の重要事項を審議する機蘭とする」と述べ，教授会の意志決定機能を否

定するものであった、そればかりか，学部長及び教員の選考について文部

大臣の差戻し権を認めるなど，文部大臣に大学入事への介入旛限を大編に

認めるものであった。

　これに蛸して文理学部教授会は，7月7日の教授会で，中教審答申原案

が読み上げられ，礒ちに中教審にあててザ要望書」を提鐵することを決定

した。この腰望書」は7月20日付けで，中央教葺審議会の餐委員にあて

て送慰されることとなった．それによれば，およそ次の4点が聞懸点とし

て指摘されていた，，第1に，学長，学部侵，教貴の選任に閑して文部大翫の

拒否旛を容認するような規定があること．第2に，教授会の横成員が教授

のみに限定され，権限が著しく縮小されること．第3に，大学内の入事と

不利益処分に介入する中央機関の設麗は，大学の民主的管理運鴬を機本的

に脅かすこと、，第4に，中教審による大学の目的と種劉についての答申が

漂案の随所に生きており，大学跣大学と学部大学の差別を勘長すること．

これらの点が趣めて卒鷹な讐葉で逐べられていた。教育学部においても7

月17日の教官会議において，大学管理翻農改醤に騨する小委員会が設置さ

れ，7月23日の教授会はこの小委員会が趨草した「要墓書」を中教審及び

その委員にあてて送付することを決定した．教育学部の「要望書」は，次
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のような点を要望として掲げていた。第1に，管理運営上の重要事項を審

議決定する機関は，学部にあっては教授会，大学全般については評議会と

すること．第2に，学長，学部長は大学又は学部の代表者であって，それ

ぞれ評議会，教授会の審議決定事項の執行に責任を持つこと．第3に，学

長，学部長の選出は大学の自主的選嵐方法に任せ，ru－一的法剃化の必要は

ないこと．第4に，学長，学部長の任命及び教員の任用に文部大艶の一種

の拒否権，またそのための中央機関の設置は考えるべきではないこと、、第

5に，学長，学部長，教員の不利叢処分は文部大職に特殊の権隈を与える

べきではないこと．

　このような状況の中で，羅大協は7月31日「大学の管理逮営に関する申

欄報告」を発表した、、これは前年來，鍵大協が発蓑したY第一常麗委員会

串麗報碧案」に比べると，ヂ著しく民主的となった」ものであった．文理

学部薮捜会は，夏休み中であったが薩ちにザ中闇報管」の検講を行い，先

の日本学術会議の勧魯との此較検討を行った．教育学部においても，既に

設躍されていた大学鋼度研究委員会において検討作業を進めた．また工学

部・農学部においても，検討が進められた，，その結果，8月22臼に茨城大

学灘学部連絡会議の名において障騨立大学筋会　大学の管理運営に関す

る中間報告（案）』の検討」が作成され，この文書は鼠立大学協会に提出さ

れた．このr検討」はr中間報告（案）」が学長任命について文部大臣に侮

らかの拒否権限を認めているのを否定したこと，評議会と教授会をそれぞ

れ全学的な意志形成と，学部の意志形成の機関としたこと，文部大臣が大

学教員の人裏や不利益処分に介入することに反対の立場を打ち出したこと

を評傭した、，四学部のr検討」は共通してr中闘報告傑）」が前演の「第

一常麗委員会中間報魯案」より著しく民主的なものであるとはしながら

も，ギこれ以上一歩も譲ってはならないという意味で最小鰻の要望であ

る」という点で一致していた．しかし障長選挙における選挙入の範鵬」

と「教授会の構成」について，とりわけ農学部助手会から選挙人の範囲は

ザ教授，励教授，および常鋤講締に眼」らず，日本学術会議の鋤告に示さ

れたようにその範囲は「すべて大学の自主的決定にまつべきであって，薩

一的に規舗すべきでない」という強い主張が鐵された、、この点では，教育
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孝部教授会の主張も嗣じであった。またザ教授会の構成」についても，教

育学部は常鋤講緬以上と限定せず，学衛会議の勧皆のように，構成貴は

r大学の自主的決定や慣行によるべきであって，諏一的な限定を行うべき

ではない」と主張した．

　こうしてio月X5日に中央教育審議会が発表した答申「大学の管理運営に

ついて仲闇報魯）」は，6月20日のザ（原案）」に比べると各大学からの厳

しい批剥を考慮した跡がうかがえる、、10月の答申では，学部長及び教員の

選考に際しての文部大臣による差庚し権限という表現は姿を消していた，、

茨城大学文理学部教授会は直ちに誉申の検討を行い，10月24日には「中教

審の『大学の管理・運営について』の答申について」という文書を発表し

た．教育学部も同じくll月にr中教審のll大学の管理運営』に関する答申

龍ついて」という文書を，教育学部大学鋼度研究委賃会の見解として発表

した。両学部の見解は，ほとんどの点で共通していた。そこには，大学入

事に関する文部大臣のr拒否権」は答申の表面からは姿を消しているが，

輿質的には依然温存されていると考えられること，教捜会は騨大協案で示

されたようなr学部の意志形成の機関」ですらなくなリザ審議機関」にす

ぎなくなっていること，教授会の構成はド教授のみ」で構成されるべきも

のとしてfとくに必要がある場合に評議会にはかって」助教授・常勤講師

を煎えると述べていることは，園大協案よりはるかに鋼隈的な規定である

こと，答申では，教授会よりも評議会，評議会よりも学長というように，

より強い権隈を与えるrピラミッド型」の管理諏麟が強められているこ

と，そして最後に大学院大学の学侵を認証官制にするなど，大学闘の格差

を拡げる答申であること，などの点が指摘されていた．

　これらの点を見れば，茨城大学では大学の管理問題において教授会の自

治を守るという点では，概めて厳格な態度が貫かれたと言えるであろう．

茨城大学では，大学自治の基本的な機関は教授会であり，評議会は全学的

な統一的問題の処理に必要な事項を取り扱う議決機関とする，，学長及び学

都長などの選考は大学が自主的に定める方法による選挙に基づくべきであ

り，爾一的に規舗すべきではないということ，これらの点ではほとんど異

論を見なかったと書ってよい。したがってほとんどの学部においては，昭
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和37年（ig62）5月11日に発表された日本学術会議の勧告「大学の管理融

度について」で示された考え方が全欝的に支捲されていたと言えるであろ

う．

　　　　　　　　　　　ここで昭和33年（1％8）末に趨こった茨城大学学
　学長選脅規劉の改革
　　　　　　　　　　長の選考規刷の敢革運動について触れておかねば

ならない。学長選考規則は，饒章でみたように昭和28年（1％3）6月27日

旛行されたものであったが，学長候補者の選考などに学部の意向が牽分反

映されていないとの批響があり，更には選挙旛の範翻が狭すぎるなどの批

覇があった．しかしこうした批覇は，長い間表面化する機会がなかった．

ところが昭和33年（1％＄）8月28日，当時の東龍太郎学長は．評議会でヂ東

京都知喜の候補として繊馬するよう交渉を受けた場含，やむを得ず患馬せ

ざるをえないような状態にある」と述べ，辞任の意向を示した．東学長の

辞表は9月11日正式に擬出され，それを機に，学長選考規購の歌定の錨き

は急激に濡発となった．慶に9月4日には，文理学部と教育学部の教官懇

談会（2⑪名出腐）が開かれており，学長候補者推薦権を拡大する（学部教授

会の意向を認めさせる）ことについて一致していた．また，水戸地区の助手会

でも，工農両学部と連繋を強め，ド助手にも選挙資格を！」と要繋したほ

か，教育学部の小・中爾附属学絞教官も学校長を通じて，避挙資格付尊の

要望書を共擬で教育学部畏に捷出した．更に茨城大学教職員組合執貸部も

9月9H，各学部長，評議員及び各学部教授会にr学長候補者選考方法の

改善，選挙資格者の拡大を強く要墓」する旨の要望書を提出した．また翌

鐙日に鵬かれた事務職員の紐倉代議員会でも，　ヂ事務系全職員の意志が反

嫉するように」との要鯉書を餐闘係者に握鐵することを決めた．

　こうした全学の蘭きを受げて，文理学部，教畜学部，工学部及び農学部

の各教授会は，学長選考規期改蕉についての検討を始め，9月20日には評

議会で現行規則の改正問題を取り上げることを決定するに至ったts選考規

則の改正で最も問題とされたのは，選考規則第3条第1項であった．それ

はr脇議員は，大学の内外から学長躾補者として適任考2名を連記無記名

で投票する」とあり，学長候補者の選考に学部の意見が反映されない規定

であった、これは第1次繧補者を各学部から蔵接推薦する力向で改疋が検

66



第驚章　高度成長期の茨城大学

討された。第2の問題は助手及び工業短期大学部教官に選挙権を拡大すべ

きか否かであった。結賜，その年の11月13日の協議会において，第Xの問

題についてはY各学部教授会は，大学の内外から学長候補適任者となるべ

きもの3名を……推薦する」とし，それが5名を超えた場合は協議会がそ

のうち5名を選定することとした．この最後の協議会が5名に選定すると

いう規定は，後に昭和42年G％の9月21Hに改正され，選挙資整者が2

名連記の投票によって5名の学長候補適任者を決定することとなった。第

2の選挙資格者の拡大の問題については，結局，現行のとおり講師以上の

ままとし，茨城大学工業短期大学部の專任の教授，助教授，講師は，それ

ぞれ工学部の教員に準じて選挙資格を有するとされた，、ただしこの規定

も，昭和44年（aglig）10月9日から，助手をも含むよう改定されるに至っ

た。

　こうした学長選考規則の改蕉問懸は，地元薪聞では学部闘の紺立とか，

学閥闇の対立とかを絡めていろいろ取りざたされた（rいはらき』昭和33年xe

月鰯付）．しかし学長選考規期の敬蕉還動がかくも急速に盛り上がり，

かつ短獲閣に敬定されるに翌った背爆には，それまでの学長選挙のあり方

龍次のような事実があったと考えてよかろう．r錨りものの学長とかアル

バイト的学長の存在によってこの困難な薪設大学の閥題が解決できるよう

ななまやさしい事態にはおかれていない。学長選挙ということが直接自分

たちの問題として真飼に取りあげられなかったということである」（r茨大

薮職組新聞．91％8年9月15日付）。

　昭和33年（1958）X2月，｛新しい学長選考規則に基づいて，直ちに新学長

の選考が行われた．X2月18Hの投票結果では，都騎雅之助工学部長96票，

柴沼直原研理事58票，二方義教育学部長30票，以下，中原農学部長19票，

中村文理学部長16票となり，過半数の得票者がいなかったため，翌19日に

上位2名につき選挙が行われることとなった．その結果，都崎氏が122

票，柴沼氏が92票となり，都綺氏が第3代の学長に就任することとなっ

た．この選挙について地元紙は，文部省よりの「新統鋼派」と「官療体尉

をしかれては大変だ」という「アンチ統鋼派」の雌雄を決する決選投票で

あると報じ，ゼ薪劇大学もまた保守，革薪の力蘭係時代を迎えたようだ」
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灘難諜露蕪難き禾
1難灘難＄’　　　　　沼

難決両
灘1選氏
　　　投で

西
不

学長選を報じる『いはらき』新聞

　　　　（昭和33年12月19日付）

た。再選者の任期は2年との規定により，

長選挙が行われた。その結果，二方義教育学部長75票，都崎学長59票，大

場千秋文理学部長48票，広沢吉平農学部長36票，青山虎彦農学部評議員2

票となり，上位二者が学長候補者となった。11月20日の再投票の結果，二

方103票，都崎93票となり，二方義氏が第4代の学長に就任することとな

った。

との記事を載せた（rいはらき』昭

和33年12月19日付）。そして『茨大

教職組新聞」は，「これによって

鈴木京平，東龍太郎と創立以来輸

入学長だった茨大に，はじめて学

内から学長が選出された」（1958年

　12fi　22日付）と報じた。

　都崎雅之助学長は4年の任期の

後，昭和37年（1962）11刀26日の

選挙の結果100票を獲得し，大場

千秋文理学部長（58票）とともに

得票多数者となった。翌27日の再

投票の結果，117票対99票で都崎

氏が学長に再選されることとなっ

　昭和39年（1964）11刀19日，学

6学寮問題

　　　　　　　昭和33年（1958）当時，水戸地区には男子寮2棟と女子寮
　学寮の生活
　　　　　　　1棟があった。男子寮（愛宕寮，昭和33年水哉寮と名称変更）

には北寮と東寮があり，寮生は200名余であった。北寮には主として1・

2年生が入寮し，東寮には主に3・4年生が入寮していた。北寮・東寮と

も1部屋4人で，2段式のベッドが置かれていた。その他，机椅子，本

棚が備え付けてあり，部屋はすべて板の間なのでスリッパを使用してい

た。照明は40ワットの螢光灯で，その他は各自に1個のコンセントがあっ

た。寮の娯楽設備としては，卓球台やスポーッ用具のほかはレコード程度
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で十分と言えなかった。そのうえ何といっても浴室のないことが，寮生の

最大の不満であった。

　女子寮（うばら寮）も1部屋4入湖で，寮生約60名であった．暖募はU

月下旬に各部屋に1偶ずつ大きな火鉢が配布され，炭は各4俵ずつ配布さ

れていた．浴室の利用には問題が多く，寒い日でも歩いて15分ほどの所に

ある「みどり湯」まで出かけねばならなかった。

　　　　　　　　　　ところで昭和33年以来，学寮は学寮協議会の設麗を
　学寮協議会の設置
　　　　　　　　　　めぐって，大きく揺れることとなった。昭和33年

（1％8）4月「水戸地区学寮協議会規購」が翻定され，その目的として，

「学寮の管理運営の適正を図る，学寮自治の向上発展を助成する，大学と

学寮委員会との連絡を円滑にする」などの点があげられた、この規則は

「大学と学寮委員会との連絡を円滑にする」ことを翼的の～つとしながら

も，この協議会の構成員には寮生は含まれておらず，r必要のあるときは

構成員以外の教職員及び寮生の出席を求めて意見を聞くことができる」と

いう規定を掲げるにとどまっていた．そして6月には，石漂学生部長から

寮生に鰯議会設置の趣鷺，規財成立に至るまでの経過や内容についての説

明が行われた。

　これに紺し，寮委員会はkkZgk規即は寮生の自溶権を圧追するものである

から撤回されたい」との要求を握出した．蔓に寮生健は，その年の2月に

文部省から国立大学学生部長会議において示された「国立大学寄宿舎管理

運営要項（試案）」との関連で，「これは単に寮にのみかけられた攻撃では

なく，政府壷ぴに文部省による反勲文教政策の一環として学生及び大学全

体にかけられた攻撃」という考え方をしていたeそしてその年の12月の第

4園関東甲儒越寮連総会においても茨城大学の問題が討議され，全寮協を

中心に各地域の連常が強まるようになっていった．茨城大学では翌昭和34

年（1959）1月30日，うばら寮（女子寮）と水哉寮（男子寮）が，二寮合圃

寮生大会を開催し，学生部長あての公開質問状（翌3蝦提出）を採択した．

この質問状には，次の10項目の要求が盛り込まれていた．①学寮協規躍の

全面撤闘，②寄宿含管理規期の即蒔改正，③入退寮権を一切寮生に渡せ，

④入寮金の会計権を完全に寮生に返還せよ，⑤栄養士を与えよ，⑥使用人
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の公務員化を図れ，⑦施設改善計醸を明らかにし寮生の意見を入れよ，

⑧学校予算，学寮予算を公開せよ，⑨共通規財を改正すること，⑩関寮

連，全寮連への正式瀦盟を認めよ，である．更に寮生は2月4日学内抗畿

集会を閥き，学内デモ鴛進を行った，、デモには寮生約200名のほか，自治

会委員や纏大学生も参撫した．こうして学寮脇規羅撤画運動は，茨城大学

の枠を越えるものとなっていったca　2月5日には関東寮連より撒翻決議文

が提出され7日には農学部寮生より反対署名簿，16日には東北寮連より撤

翻要求の電報が届いた．翼に20日には横浜騒立大学学芸学部，2蝦秋田大

学学警学部，23日東北大学学生寮自治葱合，26日山梨大学，28日埼玉大

学，3月2日山形大学教育学部の自油会等らそれぞれ抗議文が届くに至っ

た．水芦地区補導連絡協議会は，こうした学内外からの航議の中で2月26

籔，学寮協議会規躍の全面撤園についてはできるだけ寮生の希望にそうよ

う努力することを確認した．しかし評議会では，撤圃闇題については否驚

納な見解が支配的で，学生部は寮生と再三折衝し俺らかの妥結点を見いだ

そうとしたが，完全な解決を見ないまま問題は長引くこととなった．

　　　　　　　学寮問題には食蛍の問題があった．男子寮（愛宕寮）には
　食蛍灘題
　　　　　　　既に昭瀦徴年くX9＄6），食堂が設麗（炊夫は公務員1名，学生

雇3名）されていた．しかし数の少ない女子寮生のためには特別の食堂は

設置されず，女子寮生，一般学生男女の別なく利用できる学生食堂（炊夫

は公務員1名，学生雇3名）が薪設され，嗣年12月にはド茨城大学学生食堂

管理蓮営要項」が設驚され，これに基づいて利用学生の自治懸捧Y共営

会」が威立していた．ところがこの学生食堂には栄養士が醒羅されておら

ず，先に示した寮生からの10項目要求にも鎌養士を与えよ」との要求が

盛り込まれていたわけである。そして学生たちは昭和35年G％の4月26

ff，安保条約改訂磁止還動の一環として総決起大会を闇いた際にも，学生

食堂への調理士補充要求を中心とした抗議文を学生部に提雌していた。学

生部は学生食堂への調理士の補充については一応学生の要望を了承した

が，水戸・日立・阿見の3地区を含む栄養士の麗謂については，定員，待

遇財源などの問題があり，結局は地区ごとに保健所に指導（月職）し

てもらうことに落ち着いた．しかし根本的魁策は引き続き検討されねばな
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らなかった．

　　　　　　　　　　　更に学寮問懸では，管理遣鴬に要する経費の負撮
　経費黄撫区分の問題
　　　　　　　　　　　区分が大きな問題であった、とりわけ学寮の炊事

夫の公務員化問題については，昭和38年G963）にうばら寮（女子）及び

共営会を中心に炊事夫公務員化還動が盛り上がり，学生部厚生課はついに

全蟹の魍立大学について，学寮の経費負担区分に蘭する調査を行うに至っ

た、その調査結果は，昭和38年（1963）7月7日ll全國函立大学学寮闘係

実態謁査（特に人員，経費の負担面における本学との比較）』としてまとめられ

た。この調査報告書によれば，炊事婦（夫）については全鼠学寮計542名の

うち，49％が園費で51％が学生負握となっており，茨城大学では学生の負

担率（茨城大学では当時国費42％，学生負担脇％）が全畿平均よりも高いこと

が明らかとなった。ところが昭和37年くX962）7月，学徒摩生審議会の答

申「大学における学寮の管理運営の改善とその整薦目標についての答申」

で，寮生が負担するのが適当と考えられる経費の中に歓事入の手間代」

が禽まれていたこともあり，茨城大学における炊事夫の公費雇い簡題は，

照和38年（ro　63）秋に雇用期隈の延長や負担区分をその都度交渉で決める

という不安定な形に落ち着くこととなった．

　更に女子寮に浴室を再設置する要求もこのとき嗣蒋に強まった．しかし

これもやはり燃料費，水道料の負擦をめぐって，水戸地区補導委員会及び

学生部と寮生測との交渉が難航した．学生部蝿は燃料費，水道料の全額を

寮生が負ぬするという線をくずさず，寮生がこれを了承した場合に隈り着

ユニするとの態度をとった。結局，うばら寮の浴室は学生部蝿の示した条件

の下に翌昭和39年（k964）3月16日に再設置されることとなった。

　学寮経費の負握区分問題は茨城大学ばかりでなく，全国各地で閣題とな

っていた．文部雀は遅ればせながら，昭和39年（M964）2月18日「学寮に

おける経費の負担区分について（通達）」（通称「2．18通達」）を灘した．これ

によれば，学校が負担すべきものとして，事務員，寮母，掃除人，火夫，

保健婦，栄養士などの給与，寮盆の居室以外の光熱水費，その他があげら

れており，寮生が負担すべきものには，炊事人の手闇代，居室並びに洗面

所，洗濯場及び浴室で使用される光熱水費その他が含まれるとされてい
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た，、これは，ほぼ昭和37年の学厚審の答申にのっとったものではあった

が，全国の学寮管理の実態と比較してみるならば，実状にそぐわない面が

あり，寮生の負担を一層増大させるものであったと言えよう。したがっ

て，この2．18通達の実施に際しては，当然寮生側の強い反対を予想しなけ

ればならず，後に昭和40年G96のの薪寮建設の際にも問題となった．

　　　　　　　　　この新寮建設の問題は昭和40年（196の2月16日，水
　薪寮の建設問題
　　　　　　　　　哉寮東寮192坪（633．6㎡）が全焼したことによって生

じてきた。この火災に伴い，民家7家屋も全焼し，2家屋が半焼した．罹

災した寮生の半数は卒業を撲えた4年生で，ちょうど試験中であったこと

から，追試や試験の延期という措置も執られた、また常陽銀行からは，当

日毛布100枚の寄贈があり，罹災者に1枚ずつ配布された。この火災の原

因は結局不明のままに終わったが，後に昭和42年（1967）2月16日の評議

会において，文部省から学長に対しf厳重注意」の通達があった旨，報魯

されている．

　東寮の焼失によって学生収容定員が激減したため，昭和41年度文教施設

整備概算要求として，新寮建設計画の申請が進められた．しかし寮生との

間で2．18通達の実施をめぐって話合いがこじれ，結局41年度概算要求とし

て提出することは断念せざるをえなくなった、翌42年度の概算要求におい

ても，新寮建設問題は，管理規則の問題で紛糾した。中央補導委員会は昭

和41年Gg66）5月，42年度は日立地区での新寮建設を優先させ，水戸地

区は学寮建設用の敷地購入の要求をするにとどめることを決め，管理規購

は文部省案に準じて3地区共同案の作成の作業を進めることとした，、かく

して6月9Hの中央補導委員会で「茨城大学学生寮規則（案）」が了承され

るに至った．この案は学生寮の管理責任者は水戸地区は学生部長，日立・

阿見両地区はそれぞれ工学部長・農学部長とする（第6条），経費の負撫区

分については寮生の私生浩に必要な経費は寮生負担とする（第8条），寮生

以外の考を宿泊させてはならない（剃G条）などの条項を含むものであっ

た．寮生鰯はこの案に強く反対し，とりわけ水戸地区の管理責任者を学生

部長とすることと経費の負担区分について絶対反対の態度を取り，寮生以

外の宿泊を自輿とすること，入退寮は自由とすることなどの要求を掲げ
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た。

　こうして昭和42年度の概算要求は，9月2日文部省から大蔵省へ提出さ

れた。ところが学生部関係の要求事項では水戸地区男子・女子新寮建設用

地買収費7，030万円が認められたが，工学部薪寮の建設に蘭しては薪寮の

管運運営態勢が整うまでは腺貿」するという扱いになった．そして概錦

要求に閥に合うためには工学部薪寮の管理規購の成立は，遅くとも11月を

期限とするということになった。しかし11月2狽の中央補導委員会では，

工学部からついに学生測と寮規則について了解に達することができなかウ

たので，寮規則は文部省に提出しない旨報告があった．

　こうした事椿において，さしあたり日立地区の薪寮建設は不可能となっ

た．しかし大学は水戸地区を含めた問鷺の緊急性を厳にして，管理規期案

の作成を含め学寮建設問題の基本方針を再検討する必要に迫られた．そし

て昭和42年（1967）2月には，各学部長を中心に構成される茨城大学新学

生寮建設委員会が設けられることとなった．

7　生協穀立問題と茨城大学学友会

　生協設立運　茨城大学において最初に生協設立要求が掲げられたのは，

　動の始まり　昭和29年（Xgll4）來から展開された「当面の要求」運動に

おいてであろう。その経済的要求の中に「学生協周組合によるホールの売

店・食堂の経営」が含まれていた（第X章37ページ参照）．その後，昭湘33

年（1％呂）には，学友会萩閣局がガ茨城大学薪聞』に生観の紹介や弛大学

の盤協資料を集め掲載していた。更に曙和35年（t96⑪）4月26日，学生が

安保条約改訂阻止逮動の一環として当時問題となっていた学生ホールの業

考委託経営反対，学生食堂への調理士補充要求を中心とした抗議文が提出

された．これはホール及び学生食堂を業者への委託経営に代えて，学生協

薩線合の経鴬としようとする動きであった。これに封し，中央補導委員会

では，経営撞当による勉学条件の悪化，学生運動への資金流入の可能性な

どを理由に，学生協同組合の設立は承認し難いとの意見が強かった。

　翌昭和36年（1961）9月には，学生ホール食堂の業者の値上げに反対す

る運動に端を発し，文理・教育両学部自治会に専門機閣としてザ生協対策

73



1　総 説

は，機関紙『生協を私達の手

で』を発行した。この年の4月

からは，「全学統一生協設立準

備委員会」の織を目指して，

　　　　　　学生ホール　　　　　　　「新入生，クラス，サークル，

寮，共営会」から準備委員の公募・選出作業が進められたほか，学生にア

ンケートが行われた。その結果は，700名回答中83％が「生協ができたら

加入する」との意向であったという。こうした運動を背景にして，5月30

日開催された昭和37年度学友会総会（学生1，560名，内委任状368名）では，

運営方針並びに事業計画案をめぐって，激論がたたかわされることとなっ

た。学友会役員会は，大学祭運営の改善，課外活動施設の整備拡充，学生

健康保険制度の確立などを主張したのに対し，主として社研，歴研，文芸

及び新聞局は，　「現下の内外政治情勢に対処する学生活動の運営方針中

に，憲法の改悪阻止，生活協同組合の成立促進，学友会と自治会との統

合，大学管理問題等の活動綱領を掲げるべし」と主張し，役員会と対立し

た。しかし，結局学友会として生協設立が認められなかったので生協設立

を目指す学生たちは6刀1日文理・教育両学部自治会から独立して生協設

立準備委員会を発足させ，6月19日学生部に委員会の成立事情などを申し

出て，正式な団体として認められるべく，協議を行っていった。彼らは8

月には生協定款案を作成し，9月には第1次事業計画書を作成するに至っ

た。

　学生部の生協　このような状勢の下で，同年6月12日には学生部と学友

　運動への対応　会全役員による大学協力会議が開かれ，「とくに学友会

総会の経過から今後における学生運動をどのようにリードするか」を検討

し，福利厚生面における現行制度の漸進的改善（特に学生ホール食堂の値上

げ問題の善処など），学生健康保険制度の早急実施などが話し合われた。生
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諺設立準備委員会の動きに対応するかのように，学友会も浩動方針として

学生の経済生活向上，福利厚生施設の充実整備という柱をたてY学生生活

敢善委資会」を設麗した．この委貴会は9月6・7・8ffの3日にわたり

～橋火学，宇都宮大学，福島大学，山形大学，東北大学，中央大学の各生

活協嗣組合の視察調査を行い，1◎月13日に報皆書も作成している。

　一方，生協設立準備委員会は，11月14警に藏体としての承認申請を蕉式

に行った。学生部はこの申請を，薩ちに受理することはしなかった。そし

て，中央補導委員会での審議の準備に12月13日までの期闘をかけた。この

ような学生部の対応については，一部の教官からY届出は本来事実に関す

る遡知であるから，届出を受ける機闘は，形式がととのっていれば必ず受

理しなければならない」との批判もあった。ところが盤脇設立準備委員会

は団体承認申請の翌日に，11月16・17・18Hの大学祭において，委員会主

催のバザーを学生ホールで鋸催したいとの申出を行った．学生部は醸捧届

提出の翌Hにバザー開催届を幽すことは非常識なので，バザー開催をしば

らく見合わせるよう伝えた．その結果，大学祭中におけるバザーの關催は

実際には行われず，展示のみが行われたが，生協準備委員会は学生部のバ

ザー開縷申止要請に抗議する署名（6⑪0名）を背景に，U月28日・29日の両：

ff，学生ホールでのバザー闘催を謙蕗した．そして28日朝には文理・教育

両学生自治会名で，即売展示会を行う旨届出が患され，学生ホールで会男

の準備が行われた．学生部及び中央補導委員会は生脇準備委員会の代表を

睡んで，学生部長名でザバザー閑催は許可しない，即刻中止せよ」と伝え

たが，翌29日もバザーは実施された．学生部長の中止命令は学生共通規購

第12条r集会，販売等が本学の目的に反し，藩しくは本学の秩解を乱すお

それがあると認めたときはそれらの行為を停止又は禁止することがある」

に基づく措置であった．

　中央補導委員会は，12月13日「学生部長の厳重なる車止の申渡しを無視

した」ことを理由に，文理・教育両学生自治会常任委員長，生協設立準備

委員会委員長，嗣委員等の謙5名をけん責処分に付すことを決定した．そ

して12月19日の文理・教育両学部教授会でも，いろいろな意見はあったが

この処罰を決定した。
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　　　　　　　しかし先の中央補導委員会では，　ザ生協設立準備委貴会」
　薪たな展瀾
　　　　　　　そのものの取扱いについて2つのことが決定された．第1

に，ギ生協設立準備委員会」の届禺は体学と同じ程度の規模をとった近

隣の蒼大学の生協還営の実状を調査するため，専門の教官3名を本年度に

派避しその報昏をまって歌めて審議する。」第2に，調査の結果生協成立

の買∫能性を立証する十分な資料が提供された場合は，「あらためて設立準

備に翼する全学的紐織（学友会，学生自治会，教職員）を検討する，この場

合いわゆるザ生協設立準備委員会」は調査研究の専門機蘭として学生自治

会のなかに位麗づけられる」，とした．第1項に述べられた専門の教官に

よる委員には，文理学部から藤村通，小林三衛，教育学部から林正郷の3

教官が選出された．

　また学友会も翌昭和38年（X963）1月30日の大学協力会議において，　Y生

活改善委員会内に調査研究部門を設け，学部自治会などの意見も入れて，

生協実現の可饒性について慎重に調査研究してゆきたい」との方釘を打ち

掲していた，，生協の講査研究は握否しないというこのような方針は，5月

29日の昭和38年度学友会総会においても貫かれたゆこの総会では議長は役

員会測から選出されたのに封し，醐議長は初めて生協促進サークルの一つ

であるモズ灘一ル（そのほかの生蕩促進サークルには歴研，心研，社研，新聞

局，児童文化研などがあった）から選出され，生協問題に対しても臨実の

基本的認識こそ重要であって理実の曲解は不可なりと断じ，（学生生活）

改蕩の基柱として④現状ホールの生協並み値下げ，◎大学生協，○学校消

費生協の3点の検討」（『学生部広蜘特集第4号1％3年6月15鋤を掲げた．

　ところで先の3教官による「焦協調査委員会」は，静岡大学，福島大

学，山形大学，薪潟大学，灘馬大学，宇都富大学の六つの生織を調査し，

6月に講査報告書及び意見書を中央補導委員会に提出した．その意見書の

内容は生協問題に一つの方向を与えるものであった。それは「運営よろし

きを得れば，赤宇を生ずるとはいえないから，本学においても生観の設立

億可能であると考えられる」と述べ，生協設立を苛能とする条件として厩

主的運鴬，政治的中立，大学との協調，学生の意見の統一，業者への適切

な措躍，全学生協設立準備会の形成などを示していたeqこれに魁して，茨
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城大学で営業する業者7店が，6月21日付で学長あてr現在の准り方をお

認め下さいますようお願い」する雷の陳情書を擬出した．しかし6月27

日，中央補導委員会は，生協調査委員会の意見書を考慮に入れてヂ生協設

立準備委員会」について，次のように了解した，、r①名称を茨城大学生活

協岡組合設立研劣会とする，，②目的を生協設立についての研突調査及び啓

蒙とする．⑧複数の顧問教官をつける。④邸体は有志鰯人の資格により構

成し，共通規躍第6条第1項による懸俸（会則・墨俸員名簿・3名以上の

責任者並びに顧聞教官を定めた団体〕として取り扱うこと。」この決定に対

して生協設立を目指す学生たちは不満を示したが，一応生協設立研究会と

して調査蘇究宣伝の活勲を続けることとなった．これによってr生協設立

準備会」の醐体承認問題は一・・El2落した。

　翌昭和39年（1964）1月22日，文理・教育両学部学生大会が開かれ，生

協設立の決議が満場一致で採釈されて，学生部あてにその決議文が擬出さ

れた。

　生協設立運動　嗣年秋には，翌年に完成が予定されていた学生会鑓（茨

　の盛り上が蓼　苑会館）の運営やあり方をめぐって，一部学生の闇には，

茨苑会館に生協を入れよとの要求を掲げるものがあった。この問題をめぐ

って生協設立選動は第2の高揚期を迎えることとなった。12月には学生た

ちは，3入の教官による生協調査委員会の答申で，Y全学生協準備会」と

いう文言が使われていたのに基づき，全学生協統一準備会を結成させるに

至った．これには教職員組合からもオブザーバーが参撫した．更に翌昭和

40年Ggas）5月19日の学友会総会では，生協設立問題をめぐって議論が

嶽熱化し，途中，役員会不信任の鋤議が提患される一幕さえあった．

　そして魂月19日に一部開館した茨苑会館は，6月には厨房などの厚生施

設も完成し，営業を閣始できるばかりになっており，学友会はこれを機会

に学生ホールにある現業看を移転させ，営業を開始するよう要墓した．こ

れに対し生協設立派の学生は，前年からの主張どおり茨苑会館に生協を入

れ，営業させることを要求した。一方中央補導委員会では，生協問題の解

決なくしては茨苑会館の全面開餓はありえないとする立霧と，当函生協問

題は不確定要困を含む全学的問遜であるから，まず全面囎館を主張する立
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場とが対立し，委員会としての結論を得ることができなくなっていた，、

　このような情況の中で，教職員組合はr生協のモデル作り」と称して，

定款や運営の組織彩態だけでなく，営業内客及び撫入春の拠資金，利罵者

数設備能力，入件費，物件費等r生號についての全般的モヂル」の権成

作業を独自に進めていた．これは総合の中に設置されたザ生簸麟策委員

会」が隅年9月から11月にかけて進めた作業で，Y食堂部O次案」と呼ば

れた、、それは毎日60⑪食出れば赤字にならないことを数宇でもって明らか

にしていた。

　こうして次第に時閣も経過し，大学当局も文部雀から学生会館の運営費

の醗付を受けるためには，生協問題に正面から取り線まざるをえなくなっ

ていた．そこで学畏は玲月2蝦，文理・教育爾学部蔓，学生部長，文理・

教育両学部中央補奪委貴を交じえた生協閣題懇談会を開き，惑護駁拾のた

めに4項目にわたる方鋭を提示した．それは①生繍閣題に大学として正式

に取り組みたい，⑧既に教職員組合でも検討し始めているが，大学として

どういう条件ならできるか，一つの組織を作ってこれを検討したい，③そ

の結果支障がなければ，はっきりした線を打ち出すべきだ，できるなら全

学一本になって生協を成功させるように持ってゆきたい，④とりあえず茨

苑会館について全面蘭館を実理したいが，生協問題も醜進させたい，の4

点であった．この学長提案によって，大学の生協閣題への態度は質的に変

牝したと言ってよかろう．

　この学長擬案は薩ちに10月27日の文理学部教授会でも了承され，10月29

臼には懇談会において蛋協閥題検討委員会の設置が了承された．この委員

会は学長，文理・教育両学部長，文理・教育両学部教宮各5名，事務局

長，庶務課長，学生部長，学生部次長の17名で構成され，後に工・農両学

部長及び両学部教官を撫え23名となった．更に中央捕導委貫会も12月9日

学長に蝉し，「茨苑会館を畢急に全面闘館するためには生協聞題をある程

度まで解決することが望ましいと思われるので，小規模でも生協を認めら

れるかどうか結論を出すよう」建議することに意見の～致を見たkこれは

裏実上，学長擬案を追認するものであった．
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　学友会の生協　一方生協問題検討委員会は12月18鼠教職員組合の代

　隠止の還動　表と会い，翌昭和41年（1966）1月13日には学友会，自

治会の代表3名ずつの意見を閣くなどして，数回の審議を重ねた．

　その結果，閥委員会は2月7日，9次の譜項に基いて運営される堤合は，

本学に生蕩を設立することは差し支えないとの結論を得た」として「学生

及び教職員が一体となった民主的運営，健全な経営，政治的中立」など6

項と二つの付帯事項を示した。この結論は学長に答申という形で報告され

た。ここに至って学友会は，既存の厚生事業の漸進的改革によって生協違

動に封抗しようとしてきた従来の態度を棄て，生協設立絶穀反薄の立場を

取るようになった．学友会役員会は早くも2恥4日，「管申をこう考え

る」というビラを配布し，岡じ日岱援毬，運動部など38認俸は生協反対の

ド声明文」を発表した。2月16日には彼らは生協反対集会を開き，「生協

はア丸安くならない，赤字がでる」などと叫んだ。しかし文理・工・農

の各学部教授会は2月16日この答申を了承し，教育学部教官会議も22日こ

れを了承した．これに基づき評議会は3月1鋸，この答申をもって大学の

基本方針とすることを決定したのである．こうして生協設立問題は大詰め

の段贈に入ることとなっfec　、、

　この段階では教官の有志が積極的な動きを見せるようになっfex　，，3月17

日教官が申心になって生協世話入会が結成された．教宮が中心になって動

いたのは学生闇の対立を緩和させるという理由であったと言われている．

生魏世話人会は教官の署名を集め，24日には文理学部教官105名中67名，

教育学部教官73名中51名の積趣的支持を集めた．更に世話人会は3月31日

彫生諸暑へ生協問題に闘する訴え」という文書を発表し，生協離入の呼

び掛けを行っている、，また翌4月1日には，文理・教育学部生協発趨入の

名で，薪入生にも「生協に加入しましょう」のパンフレットが送られ，発

起人は同日二方学長に対しバザーのために茨苑会館の借用願も提患した、、

　ところが一一rt，学友会役員会は4月2＃，薪入生とその父兄にあてて，

ザ茨城大学に合格された諸君へ」ギ御父兄の智様へ」という文書を癸送

し，生協設立準備会の動きは学盆の本分にもとる行為であり，生飽は政治

的中立を寒れないものであるなどと訴えた、そこで文理・教育両学部発趨
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入は，4月4日学亥会役貴会に鷲し，①学友会の文書には髭趨入の行勲に

ついて重大な誤認があるため，文書の全面的な撤圃と公開の謝罪文を発表

すること，②概に癸送した380箇所について上詑通知すること，③事実を

認識して協力してほしいこと，の3点を申し入れた、翌4月5日に開かれ

た臨時中央補導委員会では，学友会役員会の文書には裏実の誤認があるこ

とが認められ，誤認については学生部長名で380箇所にその旨伝える文書

を送付することが決まった，、そして翌日には学生部長，中央補導委員会，

文理・教育補導委貫会名で告示が患され，ヂ現在教官発起人によりすすめ

られている議醐は，すでに爾学部の多くの教官の賛驚をも得，教官として

の責任をもって健念な生協設立のために努力しているので学生諸君はその

目的・肖容を充分理解し，誤った行勲にでることのないよう慎重に覇断さ

れることを切望する」と訴えた．

　ここに至って，事態は一見教官楽趨入と学友会との対立の様相を欝ぴて

きたわけである．4月5日の臨時中央補導委員会は，4月1日付をもって

提拙されていたザバザー露催届」を了承し，翌6日から教官発趨人はバザ

ー を竹い出資金の預かり業務を開始した、この教官の動きに対し，学友会

役員は，教官あてに文書を発送し，教官発趨入がイニシアチヴをとって生

協運動を進める不当性を訴えた，，教官発起入は4月7日r学友会役員会か

らの質問に答える」という父書を発表し，学友会の満明文」に全面的な

反論を藤えた。教官発趨入の考えによれば，生協とは消費生活協岡組合法

に基づく自発的生活鰯嗣組織であって，300人以上の人たちが具体的なプ

ランの下に娯への申請を行い，かつ認可されれば設立できるものであるこ

と，Yそれ散，学生の一部によって生協の設立が申請される前に，教官が

すすんで正しい生協のあり方を示す」必要があるというものであった．

　学友会は4月11日畿表者会議を蘭き，学生を対象とするバザーが全く学

生を無視して教官によって行われていることを礫由に，学畏及び4学部長

あてにバザーの郎時串止，徽駁した設立出資金の返還，生協問題を白紙に

もどすことなどを要求した．これに贈し4月12日臨時評議会が闇かれ，教

官発趨入の代表が招かれた．評議会は，盤話入会が大鱗において健全な生

協設立の努力をしていると思われるので今までの準備活鋤を承認するが，

80



第2章　高度成長期の茨城大学

ノくザーについては場所を変えるような酎慮をしてほしいと要請した．そし

て学友会には「大学としてバザーは正式な手続をしているので即時中止は

できない」と伝え，生脇問魑の白紙此もできないと飯えた．更に学友会は

4月28臼醜時総会を開催し，「現在教官が進めている生協設立は認めな

1い」，バザーを中止し，出資金を返還し，生協問題を虞紙の状態にもどし

て話し合い，研究・討論してゆくことを決議した、

　　　　　　　　しかし，この間も生協設立運動は進み，設立総会に向け
　生協設立総会
　　　　　　　　て最終的段階に入ることとなった，、昭和41年4月29日に

臆，生協撫入申込者が1，029名となり，5月6日に学生，教職員の合岡発

起人会が結成され，設立総会は5月14日と決定された．これに対し学友会

慧5月11日還動部学生を申心に300名を集めて抗議集会を閉き，設立総会

縁ピケを張ってでも阻止すると宣書した。教官・学生発起人会も，生協は

個入加盟の団体であり，学友会という組織が反対を押し付けることは許さ

れないとの立場から，総会を予定どおり行うことを決めた．こうして事態

・は緊追した．

　5月M日，歴研はヂ本日は我が茨大が全國にもめずらしい生協のない大

学から生協のある大学へと飛躍できるかどうかの歴史的なffです」という

ビラを配ったほか，うばら寮もr本日の生協設立総会を成功させよう」と

のビラを患した。しかし学友会・応援団，運動部は挫協阻止鐡」と称し

て，総会会場に予定されていた講堂及び茨苑会餓を占拠する実力行使に鐵

た．発趨入はやむなく総会の延期を決定し，経過説明を特つた文書におい

て設立総会を5月21日に閥く審明らかにした．また学長は5月14日・16日

の阻窺逮動に見られた違法行為はr大学として容認できない」との告示を

韻した。

　しかしこの事件は教官の間に大きな衝撃を与えた。5月18日文理・教育

澗学部教授会は，5月2蝦に予定された設立総会の延期を要講した．この

塒，文理学部教授会では，発趨入を兼ねる学生補導委員が辞表を撰出した

り，有志教官名で「生協設立をめぐる一切の行動を当分の間停剥する

・ことを要請する文書が学長あてに出されるなど，教官内部での波紋が広が

・った。

8x



1　総　　　説

　このような事態に学生測は，学生発趨入独自の立場で6月1Hに設立稔

会を蘭く計藤を進め，5月27日に各教官あて腰望書」を握出した．これ

について文理・教育爾学部教授会はザ教官指導のもとに行うならば致し方

ない」との結論を下した．6月1日，学友会役員会と応援建は約15⑪名を

集めて生協隈止集会を蘭き，総会の会場に予定された講堂への入務を灘止

しようとした．こうして反対派学生は学内で予定された会場をことごとく

占拠し妨害してしまった，、このため発趨人は学内での総会をあきらめ，反

封派の浪求を巧みにかわし，学外の私立幼稚圏で総会を關くことにした．

学生たちは午後10時から72名の出庸（委任状出席娼⑪名）を簿て設立総会を

行い，翌輔4時に終了させた．こようにして成立したばかりの茨城大学生

漉協陶組合は6月8ff設立総会の報告集会を行い，大学当局に，④茨苑会

館の居舗使用を許可すること，②設備資金を援助すること，⑧婁務所及び

倉庫を保註すること，の3点を要求した．更に6月10日には，菓知薯に

ヂ消費生活脇醐組合設立認斑申請」を提出し，同時に認可条件として最も

重要な経営基盤の安定性を確保するために，とりあえず当時の5号館2階

で供給活動を罷始した，、

　　　　　　　こうした動きに対し大学当局は，6月2日の評議会におい
　最終的段階
　　　　　　　て学生だけの創立総会をどう考えるべきかを問題にし，こ

れらの問題に対処するため生協問題処理委員会を設置することとしたeそ

の構成は文理・教育濁学部の学部長，評議員，補導委員，その他の教官を

倉め計欝名であった．6月24日の生協問題処理委員会は5号館2階の売店

を認めるか否かをめぐり，長時闘の激論をたたかわせることとなった．

　このようにして7月6翼，学長と生協羅趨人代表林正邦教授あてに娯蝿．

生部から設立認可申請書を受理した旨通知があり，8月2ffには醐じく繋

民生部長から学喪及び炎趨入代表あて，店舗，資金援助，倉麟，事務霊，

電話等の援助可否とその条件についての闘い合わせがあった．そして夏休

み中，生餓蘭懸処珊委員会は8月18日以降麟月2日まで5麟，遙算12羅の

会議を蘭き，串閣処理案を柞成し学友会及び生協賛成学生に示したが，結

局結論を得ることができず，処理委員会の審議は全く行き詰濠ってしまっ

た、徳方，学及会は9月19日第17園代表者会議を開催し，生協の学内販売
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話動の即時中止，r茨大生協」の看板の取り外しなどを求める決議を採択

し，学長，文理・教育両学部長及び学生部長に提患した、そこで事態は再

び緊張状態となった．

　ここに至って学長は，今度は生協閣題処理委員会に代え，先の生協罵題

検討委員会に対して，生協発起人が県知事に提出した申請書が2月7日の

生協問題検討委員会の答申に合致するものか否かを検討するよう諮問し，

これによって県からの学長あて照会に管えようとした．生協問題検討委員

会はこの諮聞を受け，10月6日に審議を再瀾し，岡月3蝦陣請書は答申

の線においておおむね合致しているものと認められる」との誉申を学長に

擬出した．生協問題処理委員会は，このr答劇の検討を11月7日から行

い，再び審議を醐始した，，その後，2圃の審議を経て，11月21日競在要

講されている生活協嗣組合は下記の条件の下において設立を認める」との

答申を患した。その条件には，①従来の売店はそのままとする，②現時点

趨こおいては茨苑会館の使用は認めない，③施設・設跨の貸与については会

講法規に照らし妥当なもののみ認める，の三つが掲げられている．

　12月ほ日の評議会はこれらの答申を受け，ついに生協の設立を認める

r答申」を承認した．ちなみに票は賛成6，反対5，白票3であった，、翌

鋸和42年（1967）3月1日，学長は県に対し，選営基盤の問い合わせに穀

する圃箸を出し，岡年7月26日県知事より生協設立の認可が下りた．茨城

大学生活協陶紐合は，1⑪年以上の選勲の結果，ここに設立されることとな

った。これは茨城大学の歴史にとっても決して無視できない重要な出来薯

であった。

8　茨苑食館及び講蛍の建設と水芦地落の整備

　学生禽館（茨苑　昭和37年G962），鳥取大学及び岡山大学などに学生会

　会館）の建設館が建設され，にわかに茨城大学にも学生会館をとい

う気運が盛り上がってきた。翼年9月には昭和39年度の実現を目指して学

生会館建設促進委員会の設置が決められ，翌昭和38年G9窃3）4月1ff，

蕉式に学生会館建設準備委員会が発足することとなった、、その第1回の会

合は4月30日に持たれ，学生部長は「学生課外教育をより一層充実発展さ
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1　総 説

　　　　　　茨苑会館

5月30日の学館建設準備委員会にその原案が提出され可決されるに至っ

た。それによれば，学館建設の目的として「学生と教職員間，並びに学生

相互の人間関係を緊密にし，かつ学生の教養を高めるとともに豊かな人間

性と社会性を酒養し，あわせてその厚生福利に寄与する」ことが掲げられ

ていた。

　7月からは大学が一体となって文部省に働きかけを行った。7月23日，

24日の両日，文部省で昭和39年度の予算案の説明会が開かれた際学長及

び事務局長以下各課長が文部省学術局及び施設部などを訪れ陳情した。ま

た学生もこれと前後して，学友会会長や同建設促進委員が2回にわたって

陳情に努めた。学生部は8月に入って更に趣意書をまとめ，追加提出して

いる。こうして9月12日の学館建設準備委員会で，学生部長は翌年又は遅

くとも翌々年度の実現について見通しを得ることになったと報告した。

　そしてこの年の12月19日，学館建設準備委員会常任委員会が開かれ，予

算化された場合に備えて敷地問題構造，規模，管理運営上の問題及び建

設準備委員会の発展的構成などの具体的な検討作業が行われた。その結果

翌昭和39年（1964）3月2日及び14日の常任委員会において，鉄筋コンク

リートニ階建，総坪数550坪（1，815㎡）を目安とした設計図面も作成され

検討された。更に学生会館の名称については，7月に学内から一般募集す

ることとなり，12月，茨大会館，大学会館，水府会館などの名称の中か

ら，最も投票の多かった茨苑会館に決定することとなった。9A　11日には

起工式も行われた。

瀞芸藩奮警袴念難
　　ると報告し，　「全学が一一致協力

　　の体制で強力に推進すること」

　　が確認された。委員会の運営に

　　ついては常任委員が選出され，

1その後は，常任委員会を中心に

　　学生会館の規模や構造，管理運

　　営の基本的な形式が整えられ，
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第2章　高度成長期の茨城大学

　ところがこの学館の名称の公募とともにr学生会館を学生の手に委ねる

べし」との声が強まり，急にド学生会館」の管理運営閣題がク轟一ズアッ

プされてきた。9月には「茨城大学学生会館遇営脇議会規期（案）」及び

ド使用細則」の骨子が作成され，中央補導委貴会の検討に付された，、そし

てここでは運営協議会の構成員として学友会役員，文乾・学術・俸育の各

部会，工・喪地区各1名計6名が学生代表と考えられていたが，文理学部

教授会から学部学生自治会の代表を加えるようにとの意向が伝えられ，ど

のようにして学生代蓑を決めるかが問題となった。学生会館の建設運動を

進めてきたのは学友会であり，また学部学生自治会も正式に承認された難

体であり，学生会館の逮営にどう学生をかかわらせるかの問題は難航し

た．そして昭和40年（1965）3月下旬には茨苑会館が竣工し，4月19日に

は選営委員会規劉も決らないまま，事務室が蘭設され，21日から一部麗館

ということになった。

　こうして茨苑会館は未完成の厨努施設を除いて，一部のみを開館するこ

ととなった．鵬館弐は4月21日，学内関係者が多数参列するなかで，学憂

が紅白のテープをカットして入館し，盛大に行われた．そして4・5・6

月の茨苑会館の利用者は日ごとに増潴し，4月（8日問）は1，296人，5

月¢3日間）は2，990人，6月（2磯間）は3，769入の利用春があり，一日平

均では130～160名であった．そして6月28翼には娯楽窒も設置され，麻

雀卓（パイ付き）2台，照碁・将棋各5組，音楽室にはレ＝一ド31枚も罵

意され，乏しいながらも運営は順調に進んでいった．

　しかし，還営委員会の学生代蓑問題はなかなか決着を見なかった．6丹

に入ってから学生代表の選出母体については，学友会とする方式を改め，

各学部ごとに2名とするという学部単位の選出方法が提案されるに至ウ

た．そして7月一応学生委員の選出は学生の自主的選出に任せ，その配分

は原期として各学部均等という方向で妥結をみ，9月16日の評議会におい

てようやく茨苑会館遅憎委員会規則が正式決定を見ることとなった。しか

しこれで解決するかに見えた茨苑会館問題は，6月に完成した厨房施設を

利用する摩生事業の問題をめぐって再び暗礁に乗り。とげてしまった．学友

会は学生ホールにあった業者を早急に移転させ鴬業を開始するよう要望し
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たのに対し，学生自治会の学生は生協を設立し，茨苑会館に生協を入れ営

業させようとした。第7節で既に述べたように，当時生協設立問題は広範

な学内問題となっており，1，000名を超える署名も集まっていた。そして

中央補導委員会でも，生協問題の解決なくしては茨苑会館の全面開館はあ

りえないとする立場と，当面生協問題は不確定要因を含む全学的問題であ

るから，とりあえず全面開館すべきであるとする立場とが対立し，結論を

得ることができなかった。しかし，会館運営費の配付が全面開館を条件と

していたことや，学生側から全面開館に対する強い要望があったことか

ら，同年12月27日，学長以下70名の出席を得て再び開館式が行われ，よう

やく全面開館の運びとなった。そして食堂経営は委託経営方式により，財

団法人学校福祉協会に委託され，昭和41年（1966）1月4日より営業を開

始した。

　　　　　　　講堂の建設は，昭和35年（1960）3月茨城大学創立十周年
　講堂の建設
　　　　　　　記念事業の一つとして正式に具体化することとなった。既

に同年2．月26日学長が県知事に会見した結果，県は昭和35年度の予算とし

て150万円を計上してあるとの返答を得たが，更にこれを含めて3か年で

1，500万円を見込んでもらうよう依頼していた。そして茨城県文化振興協

会に講堂建設のための事業部を設け，これを中心に県内外から6，000万円

を目標に募金する計画も立てられた。これには知事がたまたま文化振興協

会の会長も兼ねていたことが幸いしたと言えよう。また3月3日茨城大学

の記念事業委員会は，昭和35年4月から新入生の父母にも1人当り2，000

講堂落成式

円をきょ出してもらうことを決

め，合格通知に趣意書を入れる

ことにした。5月12日には県信

連ホールにおいて講堂建設発起

人会が開催された。更に講堂建

設実行委員会も成立し，同委員

会は7月7日に，同窓会会員，

学内教職員からのきょ出金の具

体的方法について検討をしてい
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る＃こうした募金沼動の結果，曙和38年（1963）1月には4，75⑪万円余の

募金が集まった．そして更に募金の範麟を茨城県町村長会議にも広げ，こ

の年から3か年計画で分割寄附を曼けるという協力も得ることができた．

更に昭和40年4月からは薪入生の寄付金を2，000円から3，000円に引き上

げることが検討された．こうして同41年（ag66）3月講堂が竣工する運び

となり，この年の卒業式を初めて茨城大学の講堂で行うことができるよう

になった、そして同年10月BH講堂の落成記念式典が多数の来賓を交じえ

て行われた．

　水芦地区のキ　最後に永芦地区のキャンパスの鉱張について触れておこ

　ヤンパス拡張　う。昭和36年（1961）9月2X日の評議会において，茨城

大学のすぐ隣に在る国立水戸病院渡里分院くi1，788坪m38，9⑪O㎡）と東原に

在った教育学部の一部絞舎地⑲，3四無紹⑪，7S6㎡）を交換する案が出され

た．病院の土地に隣接して民有地約3，30◎坪も在ったので，これもこの時

買収できるよう文部省に予算要求することが検討されたeもしこの換地が

実現すれば，水戸地区は5万埣余りのキャンパスになることとなった，，こ

の換地要求は昭瀦37年くre　62）9月12日付けで，大蔵大臣の認可がおり，

大学当局は直ちに國立病院との裏務的な処理作業に入ったeI1月29日の評

議会では東漂からの移転を羅滑に実施するため，水戸地区整備委員会の1

部関として，専門委員会的な移転実旛計藤委員会の設置が了承され，翌38

年7月，教育学部（東原教場）は渡里（現文京地区）に移転することとなっ

た。

9　職員管理上の問題と教膿員麗禽の対慈

　　　　　　　昭和31年（1956），教育学部の職員が病気療養中に休職にさ
　組倉の結成
　　　　　　　れるという問題があった．当時，茨城大学には職員縄合が

なかったため，有志職員が茨城県高等学校教職員組合など，学外懸体の支

援を得て大学当局と交渉し，復職という形で問題を解決した、これを機に

昭和32年（ユ％7）1月26日，茨城大学教職貸組合復活準備委員会が作ら

れ，組合結成の準驚が進められた。復活と紘したのは，大学劇立当初，工

学部に教職員組合があったという婁情からであった，、嗣年4月2◎日に結成
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大会が行われ，問年8月15日付けで人事院に登録済みとなり，この日より

組合は公認団体となった．全図的に見れば当時72の国立大学のうち，62大

学で結成されており，関東甲信越ブ雛ック内では，茨城大学だけに組合が

なかったので，趨合結成は非常に遅いものであった．しかし，新生の組合

に寄せる職員の期待は極めて大きく，当時300人収容可能の唯一の大教室

（1⑪幡教室）で行われる大会は，いつも立席者があるほどの満員の状況で

あった．

　　　　　　　　昭和32年（W57）11月，図書飴職員が満65歳になったと
　退職勧奨問題
　　　　　　　　の理由で退職を勧奨された．当時，国家公務員法や入事

院規財には一定の年齢に達した職員を退職させるという規定はなかった。

しかしこの問題に関して茨城大学では，昭和27年（M952）1月X2日の課

長・事務長会議で決定した申合せ事項「退職勧奨年齢について」があっ

た、それによれば，（→　一般事務・技術・教務・技能・労務職員は満65

歳，⇔　巡視・農夫は満61歳，（⇒　上記年齢に達する一年前に退職を勧奨

する，㈱　なお本人の事情により本基準により難いと認めるときは本部で

協議する，となっていた，，先の図書館職員は，この申合せ事項によって大

学当局から勧奨されたわけである。これに対し組合内部の意見は統一を欠

いていた，、それは法理論から勧奨翻は廃止すべきだとする原則論と職場の

新陳代謝の必要と社会通念から勧奨はやむをえないとする意見とに二分さ

れていた．結局，この職員は在職期間を2か月延長して5月に病気退職と

いう形で決着を見た．

　その後，文部省から昭和34年G959）2月，　r文部省事務職員の進退取

扱い要項（案）」が出されたが，茨城大学では先のヂ申合せ事項」によって

退職勧奨が続けられた。ところが文部省は，第～次臨時行政調査会（X961

年）が「公務員の人員整理」を審議したのに伴い，昭和β7年（X962＞7月

30日付けでr事務系高齢職員に対する退職勧奨の暫定措置について」とい

う事務次官通知を出してきた、その内容は事務系60歳，労務系63歳の職員

を昭和40年度までに大学が計画的に整理せよというものであった、大学当

局は，この次官通知に墓ついて，昭和38年度より実施計醜を進めることに

なった、，これは昭和27年の「申合せ裏項」を赦棄することになる。このこ
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とは，職員本入の意志を尊重して退職を強要しないこと，昭和27年に決め

た学内の基準を維持することを立場とする組合とは大きく隔たり，大学本

部と組合の緑立を深めることとなった．

　　　　　　　　　　昭和31年（1956）からY物品管理法」などの施竹に
　超過勤務手当問題
　　　　　　　　　　伴い，薪しい業務が増大し，事務内容も複雑となっ

てきたが，特に年度末には事務局会計課の残業が増煎した．しかしその実

績に見合う超勤手当が支給されないため，職貫に不満があった、このこと

も組合結成に影響を与えた問題であった．

　もともと非現業官庁においては超過勤務時間の正確な認定には困難性が

あり，また部局ごとの職員定数は，事務量と闘連して合理的に定められる

べきものであるが，実際問題としては職員の偲人差あるいは入事異動とも

かかわって，科学的な超勤時間の認定や職員定数の算定はほとんど不可龍

に近い性格を欝っている．このような問魎の性格を考慮して，組合は超歎

問題の解決を，学内の入員の適正配麗と手当の適正配分という方向に求め

た。

　　　　　　　定員外職員は定員内職員と同様の仕事を行いながら，昭赫
　定員外職員
　　　　　　　38年（1963）ごろ窟では，給与も低く，諸手当も社会保障

の適用も受けられなかった、その上，雇用期間は6か月単位で勢り換えら

れ，しかも再麗用までの期闇を15日鷺いていたことに見るように，再雇屠

の鱗度も確定していなかった．

　定員外職員の待遇改善は，現在に続く問題であるが，昭和38年にはまず

再羅粥までの期間を短縮することで始められた，，紐合の要求に対し大学導

局は昭瀦39年（1964）3月末に，従来の15日から5ffに短縮し，昭和40年

には更に1日に短縮した。また同年度には「ボーナス」を支給することを

決定した。待遇駕題の一部は敢善されてきたが，昭秘2年（1％7）の文理

学部改組による人文・理両学部と教養部の設置で多数の定員外職員が採用

され，問題は拡大した，，更に昭和39年（ve　64）からの定員外職員の欠員不

楠充の方針と昭瀦44年（1969）からの定員遡減の実施及び組合が要求する

欠員不補充方針の撤廃：と定員外職員の定員化要求の問題などが絡まり，定

員外職員問題は今に続くのである．
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　　　　　　大学創立当時は，教授陣容整備の必要と第二次大戦後の住
　宿魯問題
　　　　　　宅事情とが重なり，宿舎に関する大学の方針は，教宮及び

異動を伴う本雀発令の婁務官のために住宅を確保することをN的としてい

允．したがって親地採用の事務職員は宿舎儲用の資格がなかった、昭和33

年（獅＄）に渡里地区に3芦の宿舎薪築の際に，この方針あるいは基準が

紐含によって閣題とされ，昭和37年（me　ce）にはr住宅改醤懇談会」が結

成された．大学は，この懇談会と紐合から宿含閥題の交渉を受けることに

なった．醐年秋には下級職員の往宅建築の慰陶が幽され，翌年度から実旛

されるに羅った，，その弛入居基藻や手続きの改鞍蘭題が残ったが，その解

訣は昭瀦43年（X968）農以降に持ち越さ＄xた、、
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　最近の絢10年闇における本学の歴史では，全騒の他大学と周様にいわゆ

る大学紛争のあらしの中で大きな試練を受けたことと，農学部の整備を中

心とする将来計爾の推進をめぐり全学を挙げて努力したことの二つが特

筆される出来事である，，大学紛争は大学人にとってかつて経験したことの

ない衝撃と混乱であり，封鎖とその解除過程は，学生の教育，教官の概

甕，職員の執務の面で相当大きな障害となった．しかし圃時に紛争をきっ

かけにして，大学横成員が大学の役罰及びrあり方」について深灘な反嘗

を迫られ，教育研究及び広く大学行政の面でいろいろな改革を実施するこ

とにもなった。学生参加をも含む大学の民主化及び大衆化された大学とし

ての機能の面で改善された点も多い．そのほか，この時期に大学に要講さ

れている現代的課魑にこたえるため学部・学料の敬総ど拡禿も行われ，水

戸・日立地区では，旛設の面でも薪設及び増設が行われた難

1農学部の移転計画と大学の将来計藏

　　d＞農学部の火塚地区移転誹画とその挫折

　タコ足大学解消の　茨城大学は・水戸地区に人文・理・教育の3学部及

　驚齢の移転講薗　び教養部があり（面積約⑳hの，日立地区に工学部（絢

16hの漏見地区に農学部（約35ha）があって，3箇勝のキャンパスで長らく

還営されてきたeいわゆるヂタ＝足大学」である，，このため一般教育（教

養課程）の逮営上でも早くから問題が生じ，学生の課外活動にも不便であ

り，翻務地区が異なる教官栢互間での共間研究も難しく，学生補導の面で

も意思の疎遇を欠くうらみがあった、特に農学部は陶見岡にあって，｛冒灘

軍麟甕琢の建物をなお使罵しているため，年とともに老朽牝が進み，教育

蘇究の上で不便が増している．けれども農学部では，昭翻27隼（1％の～

38年G963）の時期には阿見の現地で整舖するという意見が強かった。晒

和37年7月9日及び翌年1月9日の教授会も，阿見地区での現地整備を決
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定している．

　しかし，昭和35年（196⑪）以降，文部省はrタ＝足大学」の解消を図る

ため，唇大学にr長期計霞」を立てるよう要請した、本学でも昭和40年に

工学部長期計麟，翌年に水戸地区畏期計颪が決定され，それぞれ理キャン

パスでの整備をすることとした．このほか昭湘42年と同46年に本学に医学

部を設置することが検討され，特に県民からの要鋸が強かったが，学内で

の合意が得られず，概存学部を中心とする樗来計画が立案されることとな

った．ところが農学部では，なかなか長期計爾が決まらなかった．そこへ

昭瀦39年の都崎学長から43年のこ方義学長（昭和39年1朗就任）の時期にか

けて，学長及び事務局のイニシアティブによって水戸地区への移転による

農学部整備の計薩が推進された、その根拠は，筑波大学（蓑学系）との競

合を避けることと，農学部の拡充整備と施設設備の充実を麟るには，統合

移転が最も早道であり，かつ有利である，と考えられたからである．

　このような大学本部の動きに鮒応して，蓑学部でも昭瀦39年8月ごろか

ら移転整備についても検討が始められ，爾41年2月に爆学部懸来計顧婁員

会が設けられた．昭和42年（1967）11月に学長は農学部に対して水戸帯大

塚・長看識雨地区を移転挨補地として検討するよう文書で申し入れた．翌

43年3月29日に農学部教授会は，敷地面積70hkの確保，諸施設の整薦など

27項目の条件麺きで大塚地区観在の双葉台団地）への移転整備を決定し

た，，4月沁日付で農学部擾より二方学長あてに移転の条件についての照会

があり，6月5日付で学侵は罎答し，この条件にそって農学部教授会に移転

の最終決定が要請された，，この蘭，3月6ffに理学部教授会は突然農学部

とともに大塚地区へ移転する計顧を立て，昭和44年度概算要求として提出

しようと騒った．この勲きと闘連して全学的に整倉性のある施設整備の長

期計薩を審議する機闘として，6月3日に茨城大学将来計顧委員会が急き

ょ設麗されることとなった（水戸地区整簾委員会は廃比された）．これより先，

本学裏務局は昭和43年5月8ffに文部省の麟立学校施設整備連絡脇議会に

おいてギ茨城大学農・理学部移転計醐について（案）」を提示し，これに対

し文部省側はf大学測の提示した磯・理学部の移献用地瓢万埣は大きすぎ

るが，全学統合の将来計霞として了承」した．
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　大塚地区移転　この時点でも農学部の教官は移転賛成派と反対派の勢

　計画の挫折　力が伯仲し，激しく紺立していた。二方学長はじめ関係

者は昭和43年（1968）6月21日に農学部へ説得に赴いたが，6月25日には

移転問題について教官・事務職員・学生による農学部全学集会が開かれ，

3月29日教授会決定の白紙撤畷要墾を決議した。そして7月5日の教官会

議（助手玄でを含む）は，移転のための昭和44年度概算要求を提出しないこ

とを決定した。これを受けて7月5日に教授会は，大塚地区への移転につ

いて教官・職貫・学生の理解が深められないことを理由として，昭和44年

度概算要求に大塚地区土地購入費の計上を保留すると決定し，学長に報省

した。なお本部事務局は，従来の大学の慣行どおり3月29日の蓑学部教授

会の決定をもって農学部の最終決定となると判断し，文都省，茨城県，水

戸市，電力会社，ガス会社などと下交渉し，移転のための準傭を進めてい

たから，饅学部教授会の方針は寝耳に水の驚きであった。評議会もやむな

く7月11日に昭和44年度概算要求には農学部の水芦地区移転の経費は計上

しないことを決定した．このようにして農学部が畢期に水戸地区へ移転

し，整備するチャンスは去っていった、

　当時，農学部の態度決定後に学長又は評議会が農学部に封し，移転につ

いて積極的に説得した形跡は認められない。昭和43年4月io日に趨きた学

生諸団体闇の暴力事件の処理に，大学執行部が忙殺されていたためかと思

われる．ただし水戸毒長に嬉しては，8月12日付で大塚地区への農学部の

移転が保密になったことについて了解を求める文書が送付された．文部蜜

ぺは昭和44年11月15日になって徳江徳学長（昭和43年12月就任）より，高島

農学部疫の了解の上で，水芦毒による住宅団地計画と重合したため大塚地

返への概算要求の提出を保留したこと，現在，農学部の将来の位置につい

ては白紙の状態にあること，を回答している。

　昭和44年度は，大学紛争のため将来計薩闘係事項を厩算要求として擬出

できる状況ではなかった．紛争後の昭和45年になって，関誠一学長（昭和

騒年U月就任）は農学部整鮪の問題を採り上げたが，硯地整備をしたいと

する農学部の強い希望が学内において必ずしも広く支持されず，文部省も

受け入れないという事情のもとで苦慮していた、昭和45年くre　ro）6月か
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ら10月にかけて餐学部内で農学部霧来謙藤委員会設麗の準備が進められ，

6月8日に拡大教授会で教官6，職貴6，学生6の計18名による委員会の

設躍が承認された．筒年12月3＃に農学部蒋来計函委員会は陶見地区での

整備を決定した．関学長は農学部に紺し，陶見地区整備の教授会決驚を嬉

期してほしいと要請したが，農学部教授会は昭秘6年1月X3日に阿見地区

整備を決定し，学長に凝して昭和47年度に概算要求したいと申し入れた．

46年5月28日の評議会は次の条件付きで農学部の阿見地区整備の方向で曜

和47年夏概算要求を決定している，，その条件はα〉今後この方針は軽々しく

変更しない．②農学部は，催学部等に麟して予算醐孫について負担をかけ

ない．⑧この決定によつて趨こる問題については，農学部が責任を持つ，

との3点である．この概算要求に魁して文部雀では，襲学部の方針変翼の

事構，阻見地区整備の場合における教養部の教育欝磯問魎，硯地整備方針

に対する全学的支持の有無など納得し難い点が多いとして認めなかった。

しかし47年4月26日に罎学部教捜会は，昭撫48年度の概算要求も蒋度現地

整鮪で提出することを決定した．6月15轟の評議会は，農学部の概算要求

を現地整備で提出するのか又は保貿するのかについて討論し，評議会とし

ては異例の採決により吟年度概算要求を保留し，農学部整備問題の解決

を糧来計醐黍貴会で協議し，昭瀦49年度概算要求の準備に着手する」ことを

決楚した．

　ところが昭瀦47年6月26ffの評議会は，6月X5日の決定について，前繊

の決定事項はr3地区整備の方向で」の慧昧を含んだものと了解し，確認

した。そして7月20日の評議会は議嬢録の確認に際し，農学部評議貴の要

請によって6月15日評議会決定を次のように変更して確認した．r今年度

概算要求の挺崖を保留し，幾学部整備問題の解決を樗来講画委員会で協議

し，3地区整備の方向で，49年度概算要求の準備に着手する」

　　②　蒋来財繭と農学部移転閣題

　糞の総禽大学　閣学長は・病気のため昭舞47年G卯2）9，月に辞妊後聞

　を爵捲して　もなく死去し，同年10月に入文学部毒村正二教授が学長

（7代目）に就任した．市村学長は，老朽㍍が進み教育研究にも支瞳が出て

いる蓑学部の施設を整備すると隣時に，本学の将来計爾の中で襲学部聞懸

をも解決する薪しい構想を発表した．この構想を具体化するため，将来計
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薩の基本的な方針及び諸問題を審議する機闘として，覇たに茨城大学蒋来

計霞委員会規賜が昭和48年（IW3）6月28日に綱定された（旧規鋼は昭和43

年8月15日剃定）．この委員会のメンバーは，学長が委員長，委員は部局長

のほか学部等から推薦された教官餐2名（工業短期大学部，養護教諭養成所

は各2名）の計30名からなり，更に具体的な審議のため，（1ト般教育制度

専門部会，②研劣教育鋼度専滞部会，⑧キャンパス用地専門部会，（4＞幅利

摩生施設専門部会，㈲諸問題処理部会を設けた（後に企画調整専門部会を麗

いている）ew

　毒村学長が提囁し，全学的に承認されたヂ真の総合大学」という理念は

どういうものであったろうか。（1）3地区に在る各学部を1地賦に統合する

見通しの下に，まず畏学部を移転・整備する，、その際農学部を薪しい構

想の下に再編する。②既成の学部の粋組みを一応残しながら，従来の学問

体系に立獅した学部・学科等の粋を超えて，相互に有機的連関を保ちなが

ら総合的研究・学際的研究ができる研究添翻を作る。⑧大学の大衆化に鷲

応した薪しいカリキ轟ラムを作る。特に問煙の多い教養部のあり方，カリ

キュラムを検討する．したがってそれは昏学部を現状のまま，又はいくぷ

ん拡大して1地区に集めるという，いわゆる「水平移動」又は単なるドタ

＝足大学」解消という考え方とは全く異なる理念であった、

　このような毒村講想の背景としては，深刻な大学紛争により従来の大学

のあり方に反省を迫られたこと，しかも昭和48年に本県下に開学した筑波

大学と異なる方向で大学改革を行おうとしたこと，及びもはや猶予できな

い農学部老朽旛設の整備に対する緊急性などが挙げられよう、一雷でいえ

ば従来どおりの複合的大学としての茨城大学では，薪しい事態に紺応でき

ず，地方大学としての使命を果たせなくなるという危機感が底流になって

いたのである．

　こうして将来計画委員会を中心として，全学の教官及び事務職貴による

精力的な作業の結果，昭和50年度認査費要求のための説明資料「茨城大学

の改革整備について」を昭和49年8月3日に文部省に提出した．この資料

の中で，本学の改革が必要な理由として，下記の4点が挙げられている．

　①急激な学問の発達と社会一般の大学に封する要璽に÷分対応するた

％
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　　め，本学の研究教育体捌の改革を行うこと．

〈2＞教養部の諸問題を解決する必票があることe

　③　施設老朽化のため多年懸案となっている農学部を整鮪充実する必要

　　があること、

　《4）キャンパスが3地区（水戸・日立・附見）に分散していることによる

　　研究教育上及び管理運営上の改善を跳る必要があること、

　そして「大学の敬革にあたっては，本学では総合科学研突部の設量なら

びに学部，教養部の改革を筋提として検討している」と付言している．ま

た「特に近くに筑波大学が設躍されたことにより，学内的には勿論，地域

穀会的にも本学の懸案事項はますます深灘の度を煎え，本学の存姦意義す

ら問われると思われる」と危機感を率直に述べている．

　とりわけ総合科学研究部を中核にして，現産の研究教育体鯛を翼の総

合大学としての研鋸教育体剃に切り替えようとする」方針が承された．し

かしこの総合科学研究部は，専任薮官と各学部から選出された併任教官で

構成される研究組織であり，幾つかの薪炎部圏に分かれて総倉研究プ鷲ジ

轟クトに従事し，学生は所属させないこととした．したがって特定の研究

欝的を有する鮒鐙研突所とも牲格の異なるものである。この総合科学研究

部の構想については，教養部教官が熱心に検討し，幾つかの提案をした

が，既存学部を残しながらこのような組織を作ることは園難であって，こ

の研究部を中核とする研究教育体鯛の改革講想について，具体的なイメー

ジを全学的に定着させることはできなかった，、

　なお教養部については，現行の教養部は廃thし，その教育機能は餐学部

に分散することとした。したがって教養部の教官は各学部等に研属し，教

養課程の教育は各学部の責任において行うが，その企薩調整は全学的な委

員会で行うとした。困難な条件下で，高い理想を持って出発した本学の教

養部は「解体」するという基本方針が示されたわけである．

　将来欝薩の異　昭瀦5⑪年7月8日付で，文部雀より大学改革等調査経費

　体化の努力　としてl！OO万円が配付されたが，その調査慕項はr教養

部改組等の構想」であった．本学の将来計爾全体についての講査費ではな

く，当時，各大学で問題となっていた教養部改革についての調査費であっ

％
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た．ここにも本学の統合について楽観を許さぬ事情が規われているが，本

学としてはこの講査費による講査，検討を大学全俸の蒋来計画実理への第

一歩にしようとした．この調査費配分に封応する意昧もあって3月7日に

全学将来計醗委貴長（学長）のブレーンとして，学長の指示に基づき当藤

の将来計画の具体的課題の準備認査及び立案に当たる総務（各学部1名，計

6名）が指名された、，こうして昭和51年3月に『茨城大学改革構想につい

て一教養部改粗等の構想』と題する鯛査報皆書が文部省に提出された、

更に岡年10月12日に文部省より大学改革等講査費（U7万円）が配分され，

これに基づく調査報岱書『茨城大学改革構想について（その二）』を昭和52

年Ggw）3月に提出しているe

　この閥，市村学長はじめ事務局は，文部省と非公式の折衝を行ってきた

が，文部省の意向は，（1）水戸・H立爾地区では着々と本格的建築が行われ

ており，近い将来移転できる可能性がない．②蒋に昭和5⑪年代に入っての

低成長経済下の國家財敢事梼では巨額の鰯費を薪たに投じて統合移転する

計瞬など財政当局に認められないというものであった．予想されたことで

はあったが，これで全学部が近い霧来1地区に移転・貌合する罵能性がな

いことが明らかとなった．

　農学部の先　そこで将来計画委員会は，昭漁51年12月に「茨城大学将来

　行移転講薗　計画の現段階における具体化として，先行移転方式による

可能性を検討する」ことを決走して，そのための作業を始めた。委員会は

半年閥の検討の結果，翌年6月と7月に～部の学部による先行移転の方針

を確定し，7月28日の評議会でも承認された。r先行移転」というのは，

将来における全学統合の目標を堅持しながら，当面老朽化のひどい農学部

及びその他の薪設学部が新しいキャンパスにまず移転することを書う．薪

設学部としては，入文学部歓会科学科の拡充改組による社会科学部が候補

に挙げられた．なお将来計爾委員会では，全学統合が完成するまで教養部

は解俸しないことを確認した。

　ところで農学部が先行移転するとしても，従来の農学部がそのまま移転

するのでは，大学敬革の実が挙がらず，文部雀などの講意も得にくいとの

理由で，農学部の敬革案の作成が次の日程に上がった．簑学部歌革構想を
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まとめるため，昭和51年（re76＞12月から将来計画委員会の中に特溺委貴

会が設けられた．特溺委貴会は翌年5月9日に「他学部との関連を極力小

部分にとどめ，おおむね轟学部内の再編成によって，4学科より成る地域

総合科学部を翻設する」ことを答申した，，先行移転の具体化のため，新キ

ャンパスの位躍，面積などについて，キャンパス用地専門部会は昭和52年

8刀26日に箒申して水戸本部から10キesメートル圏内で約30万坪（X⑪Ohの

の薦地獲得を目指したのである．

　誰村学摂は全学を挙げて作られた改革構想を携えて，昭和52年1瑚1から

大蔵省，文部省を訪ねて本学の構想について説明し，協力を求めたcaそし

て昭和53年2月1日に本学事務局と文部省揖当局課との会合の結果縷栄

部の52年4月及び7月に示された地域総合科学部構想案は，薪キャンパス

へ移るための本学の改革構想の一環としての案であるが，それにしてはな

お問題が多いので更に詰めてほしい」（毒村学長の経過報告）という結果に

なった。この会合後，53年4月27口に学長は農学こ部と話し合ったが，　r農

学部としては，他の学部の協力がなければこれ以上の改革案は出せない」

との結論に達したk本学としては先行移転という路線の変更が必要になっ

たわけである．

　農学部の巣独移転　昭和53年（1978）5月6日，毒村学長は農学部教授

　講繭への路線変更　会にG）将来詩轟のうち農学部の老朽施設翻題を最優

先で擦り上げ，解決すること，②そのため先行移転の構想を改め，水芦地

区縄辺への爆学部単独移転の運能性を追求すること，などを審議するよう

依頼した．6月7fiに農学部教授会は，学長から審議を依頼された将来謙

磯に関する事項を承認した。

　市村学長は，任期6年間をかけて農学部移転を中核とする大学改革のた

め献身的努力を重ね，将来計画のための大きな礎石を概いたが，昭和53年

10月に任期満了により大学を去った．その後継には10月99に元理学蔀長

秋田康一が8代目の学長に就任した．秋田学長も，就任蔵後から畏学部単

独移転のための候補地選驚について奔走した．たまたま茨城県が郷珂地区

（水戸市と那珂町）に大規模な瀾発構想（約3紬hのを持っており，この講想

の中に農学部の移転を検討してみてはどうかとの打診が本学に寄せられ
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た．秋田学長は昭和53年1瑚陶めから，県関係者と会談したところ，蘭発

蘭姶後5年で農学部の水芦市上岡井地区への移転が可能になることが㎎ら

かになった、そこで学長は，1瑚2鰯に農学部へ灘き教授会及び職貴へ事

梼を説明し，早急に畏学部の意志を決定し，移駄する場合の希望条件があ

れば提示するよう要請した、

　そこで昭湘54年（1979＞7月25日に農学部教授会は，上騨井地区への移

藪について「教官系」の意志決定をするため蓑決した。その結果，移転賛

或33，反対28，白票1，棄権2（教官総数縫名）で，教官系としては移転

することに決定した。その際，移転に痒って充足さるべき条件として，（D

縷学部用地最低35haを含む総面積5⑪捻以。と，②年限は5年，｛3）学科数は

5学科（現在の4学科に1学科増）などを鍵示した。この条件については，

12月11日の評議員と将来計画委員会との合同会議で，この条件を充足する

ために最大眼の努力をすること，全学ではそれを支持することを定めた．

　農学部では，その後，職員系及び学生系の賛成を取り付けるため，しば

しば会議を行い，ようやく12月5日の教授会でザ7環25日の教官系決定を

教授会として決定する」ことにつき採決し，賛成33，反対13，白票4，棄

。権5で，上畿井地区に移薫・整備することを教授会として決定した．

2　茨城大学における「大学紛争」と寮問趨

　　〈1）茨苑会餓の封鎖

　茨燕会餓が　茨苑会館（学生会館）の食堂部分は業者が経営していた

　封鎖される　が，生協は会館内のそのほかの福利厚生施設の利用を強く

要求しており，大学測は生協と協議して利用のための条件が整った簡所か

ら生協に使用を認めることとした。これは昭瀦42年3月3臼の学長告示で

公表され，昭和44年2月26日に大学側は生期に対して4月1日から理髪室

の使用を認めるとの方針を発表した。

　ところが学友会に結集した学生は生協設立そのものに反薄して，種々の

劾害行為を重ね，生蕩は一部の学生・教職員の組織であるから，全学的旛

1設である会館の使用を認めるべきではないと主張してきた。したがって上

寵の大学の方針にも反対して，学友会は紹和44年2月27日の午後に会館を
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一時的に封鎖した，、

　一方，昭和44年3月3XHの午前2時ごろ，反戦学評の学生約10名が会館

をバリケード封鎖した．釣鎖に当たった学生は学館閣争委員会準備会を結

成し，大学当局に対し，（V学館の自主管理一学生教職貫の比例代表翻に

よる学館管理運鴬委員会の設立，②生協を会館へ入れること，⑧会館の24時

閥蘭放，（4）福祉施設の増築など11項目を要求した．この封鎖があってから

rその後かなり多数の岡調者を獲得していった」（r学館改革轟識一ス許号）。

　この封鎖に穀して，大学測では4月2日付の学長告示をもって，会館の

占拠は違法行為であり，薩ちに封鎖を解除し，立ち去るよう要講した．し

かし封鎖学生はこの要請を聞き入れず，大学飼に団交を強要して，5月1

日には学生部長を，5月2Hから6日まで中央補導委負（以下申補という〉

の山本英十教官を会館内に軟禁した．

　4月8日学友会系の学生は反戦学評の封鎖に反対して，大学本部前で集

会を蘭き（約60入集会），学生部長と交渉した■学友会は，〈1）大学は学戴の

封鎖を責任をもって解除せよ，②生協の学錨使絹を再検討せよ，と要求し

た。学生部長は第2の要求については，生協の学館使用は中補の箒申（昭

秘3年1明3ff付）によったものと答えている．

　4月9ffには教養・教育・入文・理学部自治会は連名のパンフレットで

大学に対し，（1）学館規約の再検討，（2＞llg館封鎖解除，⑧機動隊導入反対，

（4＞大学当局の一寿的運営委員選鵡の再検討，⑥学館の増築を要求した．

　反戦学評翻では4　M6日に学生部長，学部長と懸交を行い，11項目要求

申の8項目について大学側と合意し，学長は学館の使罵管理権・運営権を

学生にゆだねることを認めた，というパンフレットを発行した．

　この間，評議会は学外でしばしば行われ，大学の方針として4月9Mの

学長告示において，会餓の現行選鴬規期に遜執せず，学生の意向を反鋏し

た薪規購を作り，罵主的に運営する意思のあることを衷朋した．そして

5月初めに，徳江学長は学内問題に射する所信表明のための全学集会を計

醐した，，

　この大学測の爵薩に反対し反戦学評学生約30名は全学集会の粉砕と，大

学権カへの全衝的対決を目指すと称して，5月X4日午前3蒔10分ごろ大学
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本部の2階部分を占拠して封鎖

した。その後本部前で全学総決

起集会を開いた。このときのス

ローガンの中にも，学館の管理

運営権の獲得が掲げられてい

る。運動部系学生と事務職員ら

は本部封鎖解除に向かい，封鎖

学生と小競り合いになり，午後

2時ごろに封鎖は解かれた。

繋灘難懸灘蟹灘羅
蟹蟹欝難灘灘離繋繋難

麟
華嚢覇1

転

　　　　　　　　　　　　　　　　新寮（手前が女子寮，後ろが男子寮）

　全学集会が予定された5．月21日午後1時ごろには，約2，　000人の学生・

教職員が講堂前に集まった。そこへ反戦学評学生約70名がジグザクデモで

乗り込み，運動部系学生と衝突して，会場は混乱に陥り，学長の所信表明

は中止された。

　　（2）水哉寮のピケッティングと実力解除

　ピケッティン　男子学生寮（水哉寮）及び女子寮（うばら寮）は共に木造

　グに至る経過　で老朽化がひどく，建て替える必要に迫られていた。大

学は新寮建設の第1期工事として男子寮の建設に取りかかり，昭和44年4

月に5階建，3，036m2，定員186名収容の新寮が竣工した。

　寮の管理運営について，文部省は寮の管理権は大学にあり，入寮者を選

考，決定するのは大学であり，大学の許可した者を入寮させるよう通達し

ていた。寮生側では，寮の入退寮に関する実質的な決定権は慣行として寮

自治会が有しているから，入退寮については学生部に届け出ればよいとし

ていた。さらに文部省は昭和39年2刀18日の通達で新寮の舎費は刀額300

円（旧寮では100円）とし，水道料・光熱費のうち寮生の個人生活に要する

部分は寮生の負担とすることを要請していた。これが2・18文部省通達で

いう「負担区分」である。寮生は文部省の通達に対し，寮の自治権の侵害

であり，寮生の生活を圧迫する負担増加になるとの理由で反対し，大学予

算の公開を要求し，大学予算の総枠の中で自分たちが納得のいく負担なら

応じるという態度をとった。（1）舎費300円の負担，（2）寮経費の一部負担，

（3）寮生名簿の提出など，入寮のための条件について，大学と寮生とは度々
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交渉していたが，完全な合意に達しないうちに，新寮の鍵が寮生に引き渡

された．鍵の携き渡しをもって，寮生翻は薪寮への入厨を認められたもの

と￥」断した．

　学友会系学生は寮自治会とも対立しており，大学当局の寮生に対する対

誌，特に薪寮入寮考は繊寮生優先という大学の方針に強い不満を持ち，入

寮希繋者は平等に取り扱うべきであると主張していた。そして茨城大学正

常化委員会と名乗り，寮をr自主管理」すると称して，昭和44年5月26日

に大学のテントを寮玄関離に捺ち鐙してピケットを張り，寮の事務窯・娯

楽室を占挺した．大学測は6月10日に学長管示を患し，疋鴬化委員会に対

し，ピケッティングは違法行為であるから，速やかにテントを撤去し，原

状に復して立ち玄るよう要講した．しかしピケッティングは継続された．

　　　　　　　　　　　このような学内状勢のなかで，麟会ではr大学の
　寮生による案力解除
　　　　　　　　　　　逮営に関する臨時措躍法」案の審議が進められて

いたが，教授会及び学生諾購俸も立法反対を表明した，、そして6壕7翼に

は教畜学部学生大会が10年ぶりに成立し，大学臨時措躍法反対が決議され

た．この大会の議題のうちに会館・寮の封鎖解除の方法などもあったが，

立法反封のみが決議された．

　その翌日の6月18鷺午謡4時ごろ，十数名の正常化婁貫会学生がピケッ

トを張っている薪寮に対して，寮自治会学生約120名が襲いかかり，実力

でピケットを解除した．このとき鱗除翻の学生は寮跨に泊っていた封鎖学

生12名の手足を縛って寮内に監禁し，謝罪文への署名を強要して暴行を燦

え，全治3Hないし2週間の傷を負わせる凄件が発生した。大学側では午

葡10時過ぎ，学生部長と串央補導委員4－5名がザ監禁を解き釈放するよ

う」との文書をもって寮に鐵向いて交渉し，その結果午後2時ごろ監禁さ

れていた全員が寮から撫された。これが「6．X8事件」である。

　薪寮に入った寮生は，玄蘭・潤を封鎖し，1階の窓を机や綺子でふさ

ぎ，賠段もバリケードでふさいで，約50人が立てこもった、この寮生によ

る逆封鎖は6月22日まで続けられた．

　大学測は6月19日に学長告示により，撰寮生の実力緋除は違法，入寮方

針は近日中に示すと発表した．更に6月21日には評議会の名で，入寮は欝
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寮生を優先するが，そのためには大学・寮自治会の合意書の確認，寮生名

簿の提出が蔚提であると膏示した、、この大学の方針に正常化委員会系の学

生は不満であり，学内で自治会系学生に暴力を撫えたり，爾派の小競り合

いが続発するなど，緊迫した状況が続いた。翌6月22日に学長・学生部長

らは水哉寮代表と交渉し，（k）学寮予算の全面的公開，②学寮協議会の発

髭，⑧寮生の還営費（含費）300円の納入，（4療生による光熱費の一部負

担など，8項目について合意した。この合意書調郎と並行して，薪寮を封

鎖していた寮自治会の学生はバリケードを撤去して全員が寮から出た。

　警察による寮　薪寮をめぐる暴行事件を捜糞していた水戸警察署と県警

　の強劉捜査本部は，6月24日午前6時10分ごろから9時45分ごろに

かけて，機動隊240名を動員して新寮を強制捜査した。捜査の結果，暴

行，傷害に使われたと思われる証拠物件として角材2本，竹ざお3本，タ

オル9本麻塗わ3本針金5本を押収した。

　この強剃捜査に先だち23日午後6蒔ごろ，学長と学生部長は県警本部長

を訪ねて「寮問題はほぼ解決の目途がついているので……慎重にしてほし

い」と申し入れていた。ところが24日午酋2時半ごろ，警察官3名が捜査

令状を携えて学生部長宅を訪れ，捜査臨力を申し入れたが，学生部長は撲

査の立ち合いを拒否した。更に学生部長は警察の公用車に同乗して水交荘

（備前町）に至り，そこで捜査係長らに大学の意向を説明したが，警察鰯で

は捜査実旛の意海が強く，午前4時30分ごろ一行は寮に向かった、囑に午

議3時40分ごろには機鑑隊は寮繭に集結していた．結局，警察醐は立合入

に水戸消防署員を立てて強制捜査を行ったのである。

　機動隊の出動による学凶の強覇捜査は，事鹸に大学測と協議することな

く行われたため，大学濁係者には大学自治の侵害と受け取られ，これに反

発する空気がキャンパス内にみなぎった．24Hの始業時から寮生は大学本

部購で機動隊侵入抗議集会を麗き，多くのクラスでも討論集会が特われ

た．特に周日午後1蒔から瀾かれた教養部定期学生大会には，官憲の弾圧

に抗議する学生が駆けつけ，初めて定足数に達し，講堂は約1，400人の学

生で超溝員となった。発言する学生はいずれも機動隊の介入を非難し，学
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瞬一一鴨際幣罐層た発壁諜窪窪毒
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　及した。この日の集会では，日鞭

勲鴨一’脚一慧禦欄喫熱，　　　　　　　’　　ごろ反目している自治会執行部

　　　　　　　教養部封鎖

　警察の強制捜査は再度行われることが予想されていたので，大学は学生

部長を通じて，下記の申入れを口頭で行った。（1）大学として基本的には，

この暴力事件に関する限り警察の捜査を拒否することはしない。（2）学生を

調べる場合は任意出頭の形で調査していただきたい。大学はこれに応ずる

よう指導する。（3）警察官の立入捜査は事前通告してほしい。（4）捜査は今回

の刑事事件に限り，思想調査になるようなことは極力避けてほしい。この

趣旨にそって6月25日に学長告示として，大学は捜査の立ち合いを拒否し

たが，事件の性質上現場検証を回避できない立場にあった。警察官による

捜査は，場合によっては大学の自治を侵す恐れがあるので，今後再びこの

ような事件を絶対に起こさないようにしてほしい，と学生に要望した。な

お9月になってから，評議会に諮らずに学長が6月に寮生名簿を警察に提

出し，7月に差押状により学生累加記録を警察に提出したことが判明し，

学内で種々論議された。

　その後，9月7日に寮生5名が寮外で逮捕され，更に9月22日午前4時

15分に県警機動隊150人，私服刑事50人が再び寮を強制捜査して，寮生6

名を逮捕した。逮捕学生11名のうち5名が起訴され，執行猶予付きの有罪

判決があった。

　　（3）教養部と農学部の封鎖

　　　　　　　　　　　昭和44年6刀24日の教養部学生大会で大学運営臨
　教養部が封鎖される
　　　　　　　　　　　時措置法に反対して，スト権が確立されたが，ス

ト権が発動されないのを不満として反戦学評を中心とするC共闘（教養部

と反戦学評（社学同系），及びノ

ンセクトの学生らも一致して，

機動隊侵入糾弾や大学立法反対

を決議し，立法反対のスト権を

確立した。

104



第3章　転換期の茨城大学

共闘会議）の学生が，6月27日に教養部

を封鎖した。同日午前3時ごろからC共

闘の学生約50人が，教養部の教室，研究

室，事務室の在る建物（現在の教養部1号

館，4階建）に押しかけ，2階，3階へ

の階段に机や椅子でバリケードを築き，

封鎖するとともに，午前10時過ぎには正

面入口などにも鍵をかけた。内部には約

30人のヘルメット姿の学生が立てこもっ

た。封鎖の目的は機動隊侵入，大学臨時

措置法，中教審答申などに反対のためで

あった。

　教養部では，封鎖は違法，直ちに封鎖

戦 暴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　封鎖中の教室

を解くようにと，部長名で告示を掲示するとともに，登校してきた学生の

集会場所として講堂を開放し，教官・職員にも控室を用意した。講堂に集

合した学生たちは，教養部自治会の呼びかけで午前中から緊急学生大会を

開き，封鎖学生たちと約7時間にわたる論戦を行った。この論戦の後で，

封鎖解除を求める決議が可決された（賛成817，反対106，保留76，棄権10）。

しかし直ちに実力で封鎖を解除するとの決議案は否決された。そして封鎖

解除の具体的方法をめぐって，午後5時近くまで論議が続いた。ところ

が，いったん否決された「匝ちに実力で封鎖を解除する」ことが緊急提案

され，採決されることとなった。票決の結果は賛成326，反対258，保留

162，棄権8であったが，提案が可決されたものとして，直ちに実力行動

隊が組織された。実力行動隊の百数十人が，頭上にベニヤ板や折畳み椅子

をかざして，封鎖校舎に向かった。封鎖学生は屋上から投石したり，放水

して抵抗したので，若干の負傷者が出た。このような実力行使に対して，

緊急提案の採決に異議を持ったり，流血の惨事を防こうとする学生たち

は，スクラムを組んで阻止しようと努めた。

　封鎖解除に対す　教養部教授会は6月30日に封鎖に対する基本方針とし

　る大学の方針　て4点を決定した。（1）教養部封鎖を全学的な問題とし
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て解決を図る．②封鎖学生に自主解除させるよう努力する．⑧機動隊の導

スによる封鎖解除は行わない。（4）機動隊の立ち入りを招くような実力解除

は避けたい．つまり本学では封鎖学生との話し合いにより封鎖を解除する

ことが，研究と教育の場としての大学の執るべき道だという点を確認し，

この努力を放棄して安易に実力解除，又は機動隊導入による解除の道を選

ぱなかったのである．この方針には一部の教官，職員及び学生の聞から，

強い批料もあったが，大学全体としては偲とかこの方針を押し通した。8

月23日に学長が楽表したr茨城大学学生諸君へ」という告示でも，前詑の

教養部の封鎖解除の4原購を全学的に支持する旨が述べられている．

　　　　　　　　水戸地区で，寮・学館・教養部をめぐる緊追した事態が
　農学廓の封鎖
　　　　　　　　相次いで発生しているのと聞じころ，昭和44年6月26日

午前0時ごろに農学部共閥会議の学生が大学立法粉砕をス雛一ガンに掲

げ，教室（1号館）を封鎖したが，このときの封鎖は同月28日に解除され

た。更に昭和45年6月19日から7月3日にかけて，研究棟の申心である本

館が農学部共灘会議の学生により再び封鎖，占拠された．彼等の要求は，

《D安保体制下の教授会・教官の管理的役割についての自己批判，②補導組

織の廃止，⑧学生共通規則の廃止，（4）学館，研修所の学生による管理運

営，⑤学内経理の公開などであった、

　　（4＞穴学蕊時措罐法反対の行動

　「大学の運営に関する臨時措麗法」案は，昭和44年5月24日に国会に提

出され，7月29日に衆議院で強行採決された後，参議院に送られたが，8

月2日の文教委員会でも3Hの本会議でも審議なしで，それぞれ強行採決

された．これは濁会審議のうえで，全く異例のことであった、こうして大

学臨時立法は8月17Bから施行されることとなった、、この法案に対する反

対運動は，5月23日から8月5日ごろまで，全国で連日のように行われ，

社共共闘の形やヂ代々木系」，r反代々木系」，　r翻価学会系」又はノンセ

クyの学生たちのデモ集会が精力的に行われていた、、

　本学でも各学部の学生大会，討論集会で法案反対の決議が出され，前述

のとおり6月17Hに10年ぶりに成立した教育学部学生大会，24欝には教養

部学生大会が立法反対を決議している、、各学部教授会も立法反対の声明を
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発表した．一例を上げれば教養部教授会は6月19日に立法化反対の決議文

を発表し，8月13日には措置法の成立に抗議する叢明文を発表している．

7月15臼には水声地区の有志教官が立法反麟の署名を集めて，国会請願を

行った。評議会でも7月25日に法案強行採決反対の声明を出し，法の成立

後の8月12日の声明文では，この法はr学問の自由と大学の自治に重大な

影響を及ぼし，大学紛争の自主的解決をさまたげるもの」と考えるから，

「その施特については協力し難い」と述べている，、なお「本学は今後とも

自主的解決の努力を続けてゆくことを決意している」と基本的態度を明ら

かにした。

　この闇の特に目だった動きとしては，いわゆるノンセクト学生・教官に

よる千人デモがある。大学臨時措躍法に反藩する学生と教官有志約千人

が，6月21日午後に立法反対を叫んで，水芦毒内をデモ行進した。1年次

学生を中心とするノンセクト学生がr6．21デモ実行委員会」を灘織して呼

びかけ，教育学部自治会や教官が合流したもので，千人を超えるデモは玲

年前の安保条約反対のデモ以来の萬来事であった．実行委貴会のス舞一ガ

ンが「大学立法反対」だけであったため，自治会系，学友会系，ノンセク

ト学生が続々と参茄し，大デモとなったのである。デモの途中から赤ヘル

メットの探戦学評がジグザクヂモで一時隊列に煎わったが，整然としたヂ

モは崩れなかった。これと醐じ趣旨のデモは，7月9日にも行われた，、

　　⑮　教養部と茨苑会館の封鎖解除

　交渉による封前述のとおり，封鎖に対して本学では学生との話し合い

　鎖鯉除の努力　により，機動隊の導入によらない解決を騒るという基本

方針を評議会・教授会で決定していた。しかし封鎖霞後には，学長・評議

会・中補はいわゆる団交の形式では封鎖学生と話し合わない態変を取って

いたが，評議会・中補・教授会など大学偲の会議に各派の学生が押しか

け，又は蹴入する事態がしばしば発生した。このため，事実上の「団交」

が行われていた．そうした状況のなかで評議会も封鎖解除のため，7月業

ばからは学生と積極的に交渉，話し合っていく方針に変璽した．

　教養部の授業は封鎖直後の昭和44年6月30日から休講になっていたが，

夏休み明けの9月8日から他学部の教室などを硬用して授業は再開されで
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いた．しかし学生の成績漂簿が封鎖によって利用できないため，2年次生

の1⑪月からの専開学部への移行を決定する覇定は不可能となった．そのた

め9月3日に特別猶罎として全員の移行を認め，試験も中止した。しかも

大学臨時措置法旛行により，鷲月ごろまでに封鎖が解除されなければ翌年

の入学試験の実施は危ぶまれていた。そこで大学側は，9月9Hにド当面

の大学問題に闘する評議会の基本的見解」を発表するとともに，全共闘学

生との団交に踏み切り，自主解除を図ることとなった。学長・評議員と全

共闘学生との「灘交」は，9月5口，9日，13日，18H，23日，25日の6

側にも及んだ，、この闘，評議会は正常化委員会，自治会とも懸交を行って

いる．羅交はしばしば徹夜で特われた．各学部でも夏休み中，ほとんど毎

週教授会を開き，水戸地区教官の会議及び大学改革のための各委員会も精

力的に行われ，教宮と薯務職貴の会合も行われた．警察力に依存せず，実

力を行便せずに麟主的に」封鎖を解除し，大学を改革するために大学闘

係者は精一杯努力したと醤えよう。

　9月25日の学長・評議会と全共閥学生との団交において「確約書」が作

られた。その内審は，ω大学立法に協力しない，②学生部は補導的役割を

やめ，学生に対するサービス機関に改める，⑧中補も学生の主体的人格を

認め，学生の補導はしないで学生の諸要求に対応するための機関とする，

1〈4＞部局長会議は今後単なる事務連絡の会合に改める，15）学盤共通規期を廃

止する，㈲学生会餓の管理運営に閑し，学生の自治瀬動を灘隈する行為が

あったことを自己挑覇する，となっている．こうした大学の姿勢に封し，

一部の教官・職員から機勲隊導入による解決をすべきだとのかなり強い批

判があり，正常化委員会系の学生，自治会系の学生からも反発する意見が

出された．しかし大学健としては全共闘学生との確約書という形式は採っ

ていたが，このことにより当面の大学改革についての基本方針を明らかに

したことになる．10月初旬，各学部教授会も確約書の内窓，考え方，方向

姓について支持する決定をした．これ以来，本学における盗種の教革はほ

・ぼこの基本方釘にそって実現していった，と書えよう．

　　　　　　　　　　　全共闘学生の掲げる要求が一応達成されたのと，
　韓鎖解除に驚る経過
　　　　　　　　　　　一方彼等のXスカレートした翻象翼標である伏
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学解体」に対して一般学生が支持せず，全共閣学生の勢力が弱まってきk

ため，戦線を縮小する意昧もあって，封鎖学生は9月29日午離3時ごろか

ら教養部校舎のバリケードを自主解除し，封鎖中の茨苑会館へ入った，，

　茨苑会鍍の封鎖はその後も翌年1月28日まで続いたが，校舎と違って食

堂及び課外酒動のための部歴の封鎖にすぎなかったため，一般学生に及ぼ

す影響はあまり大きくなかった、，したがって一般学生の封鎖に対する関心

も小さくなり，大学健による会館選営改革の鋤きが始まっても，その穀応

は鈍かった。そのうえ，昭和44年10月19日と11月9日に県警機動琢が，封

鎖中の一部学生（赤軍派）が学外での過激な行動を行う目的で会館から火

炎びんを運び出したとの容疑により，会館を強翻捜査した。これら二度に

わたる強翻撲査は，学外での荊事事件のための学内捜査であったためか，

学内では大きな問題とならなかった。封鎖解除前の昭和45年1月17日午後

に，評議会は全共闘学生と大学改革について団交したが，このときの参加

学生数はわずか二十数名にすぎなかった．全共蘭学生が学内で孤立化して

いた事輿を示している。このようにして全共闘学生は1月28日朝，学館闘

争はまだ終わっていないが力蘭係において嶽退を余儀なくされたと宣書し

て，封鎖を解除した。大学測は会館の再閥の諸沸備が整うまで会館を舞ッ

クアウトする処麗を執った。こうして昭和44年3月から10か月近くの間，

学内を吹き荒れた封鎖と紛争のあらしはともかくも終息した．

　　（6）紛争をめぐる大学改革

　茨艶会館選蛍の改善と　大学紛象中又はその後に，本学でもいろいろの

　学生補導組織の改革　改革が行われたが，ここでは学生に関係のある

諸改革について述べておこう、昭和44年G969）10月25日の評議会で，大

学改革の一環として学生会館改革委員会及び学生厚生補導組織改革委員会

の設躍が提案され，各教授会での審議を経て，11月20日の評議会で決定さ

れた．

　学生会館改革委員会の任務は，学生と協議して学生の手による自主的会

館選営のため，学生会館規期を歌正することである．各学部からそれぞれ

2名の教官が委員に選出され，12月12Hから活動を魏始した．しかし委貴

会の睡びかけにもかかわらず，各学部を代表する学生の趨草委員（2略）
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は，なかなか選出されなかった．翌年9月17日になって，教養部，教育学

部，理学部の3自治会連名で，会館の即時修理，即時利用のため教官5，

学生19（各学蔀学生X5⑪人につきX人），職員2による運営委員会の設鍛及び

暫定規約（申し合せ）による運営が提唱された。10月工7Hに歌革委貴会と

麟台会の閣で，自油会擬案どおりの申し合せ事項が合意され，10月末に運

鴬委貫会が成立し，11月1詔に茨苑会館は再び醐館されたca

　学生犀生補導組織改革委員会は，蛋学部選出による6名（のちme名）の

教官で構成された．この委員会は従来の「補導」の概念について反雀する

という原点に立ちもどって，そこから厚生補導組織を改革しようとした．

従来，大学が行ってきた論導が被教育者としての学生及び学生羅俸に蛸す

る取り締まり的，規翻的機能を果たしてきた事実を率薩に認め，このよ

うな文部雀・中教審のいう「補導」は今後特わないという基本的態度を曝

らかにした．そして闇委員会は昭和47年〈2972＞2月に『摩生補導組織改

革について2の答申を行った．この答申では学生の諸活動について可能な

隈り自由を認め，学生共通規剛の改正を前提として当面必要な条項のみを

残し，他は康結し，残した部分についても弾力的に運用すべきことを提案

している。その主な点は，ω部室等の大学施設を使用する学生団体は，会

名・代荻春名・撫入入員を学生部長に登録する。②学生が集会，行慕等の

ため施設を利罵する場合，前Rまでに管理責任者に申し込む，、（3）掲示等は

所驚の場所に行い，責任者名と掲示期間を明示する．（4＞境行共通規購の残

された条項の運用に閣する異議は，学生委員会又は施設管理考に申し立て

ることができる，とした．しかし学生の自主的活動と学内秩序の薪しい関

係，とりわけ規興違反の学生の処分については，具添的な取り決めが特わ

れず，告学部教授会でも共逓規劉についての議論は行われたが，全学的立

場からの改革はついに実旛されなかった．なお昭利45年α97の9月から

は水芦地区学生委員会が鑓昆し，各学部の補導委員会と協力して，学生の

自浩瀬動，課外活動，摩生面の諸問題について，学生に助欝と指導を行っ

て今日に至っている。

　寮問題の解決　寮の運鴬についても大学測と学生閥で協議決驚すべき

　へ向かって　多くの事項が残っていた．大学測と寮自治会との交渉は，
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昭和44年（X969）5月26日の合意書に基づいて開始された、寮の入寮選考

権，倉費（寄宿料），負握区分などについて両者の合意ができるまでには，多

くの協議が必要であったから，大学側では水芦地区学寮問題特別委員会を

翌年3月に設けた．この委員会は寮生代表と交渉の後12月15欝に翌って，

水芦地区学寮協議会（学寮協）の設置を提案した．学寮協は教官と学生が

同数で構成し，寮に関するすべての問題を協議して合意を形成する組織で

ある．この合意嘉項は爾者の各機闘において最大限に尊重さるべきものと

取り決められた。当時の学寮問題のうち最大の懸案は舎費を倉む寮遜営費

の問題であった。この問題を解決するためには，大学予算の学内への公囎

が酋提であったので，全学予算委員会が作られることとなった。学寮協メ

ンバーの努力により，入寮選考及び寮費負撫の諸問題は次第に解決に向か

い，女子薪寮建設捉進のための条件も整備されていった．

　　　　　　　　　　　大学紛争のあらしが収まって学園が平和になった
　非暴力5原則の確立
　　　　　　　　　　　昭和51年6月11日午後2時30分ごろに，教養部旧

館3階31番教室で薪聞局学生らが談颪会の準儀中，突然ヘルメットをかぶ

り覆薗をした12～13名の者が鉄パイプを持って襲撃し，教室薩の学生を殴

り，5名の学生を負傷させるという事件が起こった（うちX名は国立水戸病

院へ入院），，翌12日娯警本部と水芦警察署の捜査員がキャンパス内と31番

教室の現場検証を行った．

　この事件の後，6月お臼に学長は膏示でこの種暴力事樽の不法性を非難

し，水芦地区の評議貫は，いわゆる罪暴力5原則を決定し，水芦地区各学

部教授会もこの原則を承認した（工・農学部教授会も7月KN，2旧にそれぞ

れ承認した）．その原財とは，ID学内に凶器の持ち込み，保待を認めない，

②テ山リンチ等の暴力行為を認めない，⑧教窒・部室等の場所・空間の

不法不当な占拠，封鎖を認めない，（4）教育研究並びに事務に関する正当な

活動の妨害を認めない，⑤不法不当な身柄の拘束・強翻・脅追等の行為を

認めない．というものである．

　ところが大学紛争後もサークル塞の一部は大学の規躍に従わない学生グ

ループによる占拠状態が続いたが，6月23日午後0時10分ごろ，白亜3暑

館の一部を封鎖占拠していたr白亜館サークル連合」の16名の学生が，赤
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や黒のヘルメットを着け，タオルで覆面し，学畏岱示及び非暴力5原躍の

紛砕を瞬んでヂモ行進を始めた．これに封して，生協売唐前に集っていた

40～50名の学生はr帰れ，帰れ」のシ譲プレヒ罰一ルをしながら，詰め寄っ

ていった、このヂモに反対する学生は100名ぐらいに増え，スクラムを組

みながらヘルメット集懸を追い詰めていき，教職員数名の制止にもかかわ

らず，簡集醐は小競り合いとなったcaこのため双方に数名の負蕩者が発生

し，うち1名は醐立永戸病院へ運ばれた．救急車からの通報で多数の警宮

が本部煎に鷹動した．午後7蒔3⑪分から9時25分にかけて学生課長立ち合

いの下に警察の現場検証が行われ，白亜3号館と同1号館の一部から竹竿

19本，鉄パイプ24本が押収され，同館内にいた学生15名が凶器準備集合雛

容疑で逮捕された、、この後白亜館の一部は大学側によって・・ックアウトさ

れたが，学生懸俸との譜し合いでほどなく正鴬な使用に供されている．

　その後，昭和53年乳月貿日来関から早覇にかけて革労協と報道されてい

るグループ（事実不詳）により，水芦憲及び勝鎖蜜の4箇所で学生の下猪

が同蒋に襲撃される箏件が趨こった．人文学部学生3名，工学部学生1

名，理学部学生1名，教育学部学生1名の計6名が襲われた．うち3名は

殺害され，2名は重蕩，2名は軽傷を負った。被害学生は革マル派に属す

る学生であり，いわφる内ゲバ事件とみられている。このように一時に多

数の学生が殺蕩されるという擁は本学の歴史にはかつてなく，非常に衝撃

的な突発喜件であった．しかしながら昭和51年の6．23事件，53年の1．27

事件をもって，本学にかかわる紛争の後遺症はようやく跡を絶つに釜った

とみてよいであろう。

3　大学の畏童北と鉱完

　　⑱　大学陶の跳鼠牝と孜藁

　　　　　　　　　本学発足当時からしばらくの間は，各学部とも教授
　教官総織の饒憲化
　　　　　　　　　会は教授のみで構成されていた、例えば文理学部で

は，昭和25年（xgse）5月1Hから同32年G957）5月31日までは，教授

だけの教授会であったが，昭和32年6月1日から助教授・講締もメンバー

となり，6隠1躍からは助手も教授会に出席するに至った．しかし教官の
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入箏に蘭する事項は教授のみの教授会（入事教授会という）で決していた．

この当時でも，教官の採罵，昇任などは各教室及び学斜で助教授，講締，

助手も参撫して審査し，実質上は決定していた。したがって教官入事を入

事教授会で決定する鯛度は，入事審査の実態と合わなくなり，人文学部で

は教官入事のみを審義する人慕教授会は昭和44年（ag69）7月16日に廃止

された、これと時を岡じくして，助手も学長選挙権を有するようになっ

た．学部によって多少の違いはあるが，助手であっても研窒教育藏で講舗

以上の教官とほぼ圃等の職務を損当している場合には，教宮一般の権利を

有するのが当然と考えられるようになった．

　　　　　　　　　大学紛象に至るまでは，学友会は，鉢育・文此系諾サ
　学生國奉の動き
　　　　　　　　　一クルの連合俸にとどまらず，学生自治会的な機能を

も果たしていた。大学当局と学友会はほぼ建期的に大学期力会議を行い，

学生の摩生補導に闘する裏項について大学｛当局・学生部と櫨議していた．

しかも学友会は学生全員藻入の建鹸をとり，名誉会長には学長，賛助会員

には教官がなっていて，学丙で非常に大きなカを持ち，大学観力会議など

を通じて学生部と窃接な麗係を課っていた。これに薄して，学内の昆主化

を璽む声が，自治会及び生協に結集する学生の中から起こり，一部の教官

にも支持されて次第にそのカを増していた．昭湘43年（1％8）4月の入学

式前の数日，学友会と寮委員会双方の学生が瓢入生の瀦入をめぐって連日

争っていたが，ついに4爆⑪日に暴力事件が発生した．暴力裏件という貯

ましくない事態ではあるが，この事件の発生は学友会と学寮・自油会系の

勢力がほぼ鶴仲し，反自治会系の勢力（いわゆる三派系）及びノンポリ学生

が増燦する状溌になった婁実を示している．

　中央補導委員会はこのような婁態の再発を紡ぐため，学生諸鐡鉢に潟す

る大学のY根本的解決策」を昭禾嘱3年10月に定めた．〈y学友会について

は，名誉会長劇の魔止，賛助会貴翻の廃th，大学協力会議の魔止，任意撫

入綱とする。②自治会任意撫入翻，③大学協力会議の廃止後は水戸地区補

導（学生）委員会が協議に応じる，と決定した。その主胃は，学友会が自

治会及びサークル連合の爾面の機能を持ち大学測と学生偲の中闘に立つ緯

織という，あいまいな状溌を正常化し，他大学と尚じように学生の俸育・
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文鵜鶴俸やサークルの連合鉢とすることにあった．この中補による敗革案

は，同年12月に省学部教授会で相当の議論の後承認された．しかし学友会

測は既得権の侵害と受け取り，昭瀦44年2月2⑪日～21日に評議会と徹夜の

醸交を行い，中補の根本的解決策を再検討するように迫り，これについて

徳江学長・評議員との闘で確認書に調印した．中補の教官はこれを不満と

して2蝦に全員辞意を表明した．こうした状況の中で，岡月22日～23口に

は自治会代表が部局長会議に鷲して徹夜で団交し，前記の学友会との確認

書の撤回を求めた。学長・評議員・部局長は，自治会との闘にも先の確認

書撤羅の確認書を取り交わした．

　この矛盾した学長・評議員の態度には，蜘判の声が強かった．昭和44年

慧月27日の評議会は，21日の学友会との確認書はillEIII常な状態のTで調郎し

たのではないとの理由で，撤翻することとした．つまり中補の決定を再確

認することで，中補教官を慰審した．またこの評議会で，学長は1遍間以

内に学友会名誉会畏を自発的に辞退することを決定し，学友会に通告し

た。この後も数年閥，入学式前後に学友会と自治会の間に小競り合いが続

いたが，次第に中補の基本方針の方向で正常化が進んでいった。特に昭和

48年の茨苑祭（大学祭）から，学友会と自治会が共閥で主催するようにな

り，両醐諏がかつて暴力事件を引き起こしたことなど想像もできない平翻

な状況になっている、

　学生自治会は，学生の教膏・摩生藤での諾要求を集約し，教捜会と交渉

してきたが，教養部をはじめとして，人文学部を除く告学部で規約が承認

され，いわゆる公認鐡体として活覇している．特に工学部自治会は大学紛

争後の昭和45年に大学蓮鴬への学生参燦の一つの形態として，工学部教授

会との申し合せに基づき工学部長選挙に当たって，第1次候補者（5名）

に婦する癒否権を獲得した（昭和5碑にこの申し合せは破棄された）．

　本学の生協（設立の経緯は第2章に詳述）も学生・職貴・教官の任意加入

によって組織され，単なる学生団体ではないが，学生を中心として設立以

来の多くの困難を切り抜けて発展してきた．特に大学紛象・オイルシ嚢ッ

クの囲難な時期にも，大学人の生活を守るため地道な努力を重ね，大学当

局の貯意的配慮もあって次第に施設を充実してきた．最近の学生の生櫨舶
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入率は90％謡後にも達し，名実共に全学的厚生組織になっている．

　　　　　　　　　　大学紛争の癬決及び紛争後の歌革を目的とする，茨
　各種委員禽の活動
　　　　　　　　　　苑会館・学生寮の運営のための委員会及び学生委員

会などの活動については，先に述べた．また本学の将来計顧の椎進を目的

とする将来計爾委貸会についても既述してある．ここではそれ以外の委員

会の活鋤について触れておく。

　大学に配分される予算のうち校費は，主として教官当たりの積算と学生

当たりの積算から成っており，それから事務局，國書館，寮など共通の経

費を差し引いた額が，各学部に配分される。このような漂則のもとで，寮

経費を大学側と寮生側とでいかに負担するかという予算問題が，寮問題の

主要なものの一つとなっていた．昭湘44年（1969）5月に寮をめぐる状勢

が厳しくなる以前においては，本学での予算蘭分は協議会で決定されて，

教授会では簡単な報告が行われるにすぎなかった．したがって教官も大学

予算の配分がどうなっているか，大学財政の問題点がどこにあるかについ

て，具俸的に知るところは少なかった．昭瀦44年5月23翼に人文学部教授

会は，学畏に対して43年度の予算・決算及び44年度予算を公鯛してほしい

との要望書を提幽した。この要望書では，大学経理の公開は，大学の現実

を正確に認識し，研：究教育を充実させるための不可欠の条件であって，特

に薪寮問題・学館閣題を癬決するためにも必要であると述べている．こう

した教官・学生の要墓を受けて，昭和46年（1971）5月に茨城大学予算委

員会が発足しk．これ以後，本学の校費の予算は縄委員会の審議を経て，

評議会が承認することとなり，財政諏での公正な選用，民主化が達成され

た。

　このほか，学部・学科等の増設，及び教育実轡参撫学生の増加にともな

い，各学部間で協議すべき教務関係凄項も増えてきた。そこで各学部闇の

教務闘係の事項を審議・調整するため，昭和52年（19η）8．月に中央教務

委員会が設けられた。この委員会では，年問の教育日程（学年暦），非常！勤

講師の各学部閥の調整教育学部以外の学生の教育実習などについて協議

している。
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　広輻活動が　大衆化された大学において，学生・職貫・教官が大学の理

　盛んになる　状及び課題について理解を深めることは，大学の教育研劣

活動を進める上で欠くことのできない要件である。大学紛争誘には，大学

側の広報活動はまことに貧弱であって，毎年『われらの学園』と題する学

生向けの欝子を配付して，本学施設，授業科目，教職員氏名などを知らせ

るにすぎなかった。紛象中に中補は経過報告のため『中央補導委員会速報』

を10号も発行した．さらに火学紛争後には，各種の改革委員会は自らの課

題，審議経過及び提案を広報紙の形で灘表した．これは大学の構成員金体

で改革に取り組むために必要な推置であって，大学民主紘の表れである．

　学生会館敬革萎員会は『学戴藪革二識一ス』を昭和45年1月20日から発

行し，紛争潮の会館避営の闘題点と欠点を反省し，薪しい選鴬規則を作る

ための運蛍委員会に学生，教職員が結集するよう精力的に呼びかけた．学

館運憎委員会が成立した後同年Xk月18日に第15号を刊行して解散した，，

　水戸地区学寮閥題特甥委員会も『水戸『地区学寮問題特剛委員会広報』を

2号刊行している（昭和os年10月％日と1明25日）。この広報では，学寮を厚

生施設の面と，集鐡生酒を通して自主的入間形成の場となる教育的な鰯面

を持つものとして規定し，その目的達成のための予算が極めて乏しいこと

を指摘している．このような劣悪な寮をめぐる状況を打蘭するため，寮生

と教官の蕩議機関として学寮協議会の設麗を提案した．また摩生補導組織

教革委員会は，糞にも述べたとおbの審議を行い，挺案しているが，その

経過の詳細は『摩生舖導紐織教革委員会中閥報魯』として昭和45年3月3

日から刊行され，翌年7月1Hの第5号に及んでいる。そして昭瓢47年

（ro　72）2月に『摩生補導総織教革について（答申）』を擬出している．こ

のほか『水芦地区学生委員会レポート』が昭和46年から翌年にかけて2号

発行され，その時々の学生委員会の審議状況を知らせていた，，また生協と

業者売店（いわゆる吉田売店）の問題のような特殊ケースについても『水芦

地区厚生福利施設臨時委員会広報』が鐵されている（2号，昭和4S年4　rs　22

Nと＄月鮮鋤、、従来ならば，簡単な掲示又は教授会への報告で済ませてい

た事柄も，パンフレットで全学に広く発表するように変わっていった。

　k記のように一時的な数革委員会の嵐報のほか，全学に紺して本学の競
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第3章　転換期の茨城大学

状及び方針を広報するために，昭和44年α9鋤4月から『学圏だより』

が刊行されるようになった。年4回以上の刊行で，各学部教官から選、出さ

れた広報誌編集委員会が編集し，学生部が発行している．大学の方針，行

事，施設の説明のほか，教官・事務局の提欝，随想などが載せられてい

る．また学生数が多く，しかも1～2年次の大学生活に慣れない学生を対

象とする教養部では，昭和44年2月から教養部学生向けに『茨城大学教養

部鞍』を発行している。その内餐は『学園だより』の教養部版と書ってよ

いであろう。また全学的合意を必要とする将来計颪については，特に広報

活動の重要性が大きいため，将来計麟委員会は昭和49年5月から『将来：計

画広報2を発行，将来計画に関する審議経過，提案及び報魯など実に詳細

な報道を行っている（現在，第12号まで刊行）。

　宿日直間魑の　昭和24年に薪鋼大学として発足以来，水戸地区では摂兵

　改革への努力　禽を改造した建物内に事務局・学生部・附属図書館・各

学部が雑居しており，各部局の庁禽管理区域も不賜確であったため，事務

局庁舎の一箇所で宿日直勤務が行われ誓事務局長が水戸地区事務職員に宿

ff直勤務の害駒当てを命じていた．つまり本学では他大学と異なり，宿騒

薩の集中管理体制が取られてきた。そして文理学部の改組以後も，その方

式を継続していた。

　昭和47年（X972）ごろから，①校舎・事務局庁含の整傭が進むととも

に，宿日鷹は，水戸地区全体のものではなく，事務局庁食のためのものと

の誤解が生じ，また宿日趨勤務の意義についても疑問をもつ者が増えてき

た．②更に宿日薩鋤務翻り当ての“一テシ灘ンの乱れ，及び宿ff　9手当額

の低さなどについても職員間で不満が増大してきた。そして小・中・高等

学校では，教職貴による宿日直の廃止が次第に実旛されるという全国的な

風潮のなかで，本学教職員組合は宿日葺の廃止又は大幅の軟善について，

大学嶺局と交渉を行ってきた（なお工学部・農学部は学部独自で職員による宿

日痘が行われている）。これを受けて大学側でも部局長会議などでこの問題

を検討していた．

　昭和48年11月30日に，学長の諮問に応じ宿日薩問題について全学的に検

討するため，部島長をメンバーとするr宿日直問題検討委員会」が発足し
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玉　総 説

た、この検討委員は発足と岡時にr茨城大学水戸地区キャンパス賓日藏実

施暫定要項」を発表した．これによると12月1日以降，①宿日直勤務命令

は学長が幽す，②宿日薩覇務は事務系職員に隈らず，定員内男子職員をも

って充てる，こととなった、，なお教育学部附属学校の宿日庖は速やかに廃

止し，警備は臨時罵務員（巡視）によって行うことを，12月11日に決定し，

49年4月より事務宮による宿直も廃比されている．

　宿日盧問題検討委員会は，昭和49年3月27日に「宿日直欄度に関する第

1次敢革案」を学長に答申した，，この蕃申は，①上詑の暫驚要項による宿

臼薩鉢鋼を霧確認し，②穿衛を中心とする薪たな宿日薩体鯛を確立すべき

こと，を述べている．翼に昭和50年3月22日に「讐申書（第2次）」を学擬に

提出した，，これでは，①宿日鷹は増貴する4名の轡衛によって行う，②暫

定案として守衛2名（se年度に1名，51年度以降に1名）を増員し，教職賛

とともに宿日薩勤務に当たることとしている、、この検討委貴会の案は，大

学の学部は鮒属学校と異なり，休日・夜間にも教育・研究・課外活動など

で教官・学生がキャンパス酌で諸施設を利用しており，建物・施設の管理

及び不測の事態に対応するためには宿日直が必要であるという基本的立場

に立つものであった．

　本学では昭利50年戚月に事務局の負撰で守衛X名を増員したが，もう1

名の水戸地区学部負担による守衛増員は実現できなかった。そのかわり臨

時警務員2名を採罵し，この増貴と教職員とで宿臼薩を行った、昭和5⑪年

度以降も，検討委員会と教職員総合との交渉は続けられ，大学測は宿日薩廃

止の可能性とその条件を検討する必要性を認めたが，蕃本的には大学の粒

会的責続上，宿日颪を廃正することは函難であるという態度を取ってい

た．昭魂5薫年秋からは，教育・欝究等での構内利薦者が極度に少ない年

宋・年始の宿日直廃止について集申的な検討が進められた．その結果，昭

和53年（2978）9月7日に「年末年始の宿日薩廃止について」の検討委員

会案を決驚した．①年宋・年始は教職員・学生とも大学構内に立ち入らな

いx②やむをえず入構する者は覇前に部局長の認可を得る，⑥校舎・庁舎

など建物には鍵をかけ，その鍵は守衛断に頚ける，という内容であった．

この決定は昭和53年末から実施され，詞年12月29日～翌年1月3日の6日
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第3章　転換期の茨城大学

闘はこの方式で宿鰻幽が行われず，昭和54年12月3蝦～翌年1月3日の4

日闘も宿日臨は廃止された（12月28日から建物に施錠するが，もちろん緊急の

用事があれば教職員及び学生は所定の手続により入構できる）。

　昭和54年2月15日に秋田学長はr宿日薩問題」について，宿日砲の全廃

は樋めて困難であるから，その条件の改善に努めるという方向で5項目の

提案を行った。この提案はそのままの形では全学的に受け入れられなかっ

たが，守衛及び臨時警務員によって宿日鷹勤務を行う体制の渓弔が実現さ

れる見込みである。

　　②　学部・学科の拡充と施設の整備

　　　　　　　　　　最近の約10年間に本学では2学部・2学科，大学院
　学部・学科の拡完
　　　　　　　　　　の2研究科，附属学校などが増設された．また短期

大学部でも1学科が増設されている、その詳細は各学部史に記されている

が，ごく概略だけを述べておく。

　高度成長の時期が一段落した後でも，理工系，人文系諸学部の整備が続

き，局時に一般教育課程の改善のため，昭和42年（1967）6月に文理学部

が理学部・入文学部・教養部に分離され，専門教育の充実と一般教育の改

善を躍ることとなった。しかし本学では教養部に十分な入員，施設，予算

を付けなかったため，一般教膏の問題点は解決せず，将来計霞の中で帳本

的歌蓄が検認されている魏状である。

　昭和44年〈X969）4月に農学部に農業工学科，鰐47年（rem＞4月に工

学部に情報工学科が設けられ，それぞれの分野での近代化に対応する教育

研究が行われることとなった。昭和44年4月に短期大学部に電子二〔学科が

設置されたのも，醐様な趣旨からである．農学及び理学系の学部・学科

の整備が進んだので，昭和45年（1970）4月に大学院農学研究科，54年

（ig79）4月に理学研究科が発足し，一一pa高度の研究教育が行われてい

る。一方，教育学部関係での拡充も行われ，昭和42年6月に附属幼稚園，

及び大学附置施設として養護教諭養成所が鼠かれ，52年4月と53年4月に

附属養護学校（小・申・高等部）の開設並びに拡充が行われ，障害児教育の

充実が図られた。昭和42年6月に澗沼臨湖実験所が理学部の酎属施設とな

り，澗沼を中心とする自然科学的研究を一層充実させた（騨年5月に北浦へ
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1　総 説

移転した），、また昭秘4年2月には学内措麗として，茨城県地域を主な対

象とする総合的研究のため，地域総合研劣所が設鍛された．

　このような学部・学科の増設により，学生入学定員は昭和40年度の815

名から54年度には1，350名となり，教官定員は374名から536名，職員定

員は386名から387名となっている．

　なお，教養部設麗と同時に，一般教育について所定の授業科目と単位を

履修しない学生は，専門課程へ進ませない翻度を作ったが，キャソパスが

3地区に分かれていることも～因となり，実施鷹後から選用が愚難となっ

た。このため昭和47年（1972）から「移行基準」を撤騰し，従来の横割り

型の一一ge教育体綱に改善を却えた．このほか，教育学部以外の学蔀学生が

教員免許状を取得するための科翼であるヂ教育実習」についても，受講希

墓者の増趨につれて，教育学部で，実習の実務を推巌するのが困難となっ

てきた．各学部の教膏実轡闘係者の長期にわたる検討の結果，昭和53年農

（1968）から教育実轡実務はそれぞれの学部で握当することとなった，，

　また同53年9月から水芦・H立地区の本学附属鐵書館の夜間開館が，教

官，学生の要望にこたえて閣始された。更に昭和54年1月には大学入試制

度改善のため，国立・公立大学の共通第一次学力試験が実施され，従来まで

の国立大学の1期校，2期校の区別がなくなり，本学餐学部でも共通第～

次試験のほか第二次試験を独自に行うこととなって，今日に至っている．

　　　　　　　　学部・学科の鉱充に伴い，薪しい建物・施設が必要とな
　諸旛設の整鮪
　　　　　　　　る．昭和42年3月に工学部機械工学科棟，8月に教育学

部校舎，翌年7月に人文学部校舎が竣工した。既述のとおり農学部教授会

が昭和44年度に大塚地区移転のための概算要求提患を見送ったため，水芦

地区将来計画委員会は昭和43年10月29日に，年度別の整備予定を定めた．

これによると，44年度は理学部と教養部の増築，45年度は図書館と本部の

薪営，46年度は理学部と教養部の増築を予定していた、その後，大学紛争

のため予定どおりの建築は行われなかったが，昭湘45年3月に工学部電気

工学科棟及び講義棟の薪設，理学部校禽の増築が行われた．醗年12月には

工学部管理横と共逓学科棟が建築され，昭湘47年3月には精窃工学科棟，

翌年2月には工業短期大学部絞含，1⑪月には情報工学科棟が建築された．
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第3章　転換期の茨城大学

昭和52年から53年にかけて教育学部校舎も増築された．

　全学共通の施設も昭和44年3月大子合宿研修所，46年3月に待墓の附属

隅書館が本建築で作られ，47年3月に事務局管理棟，50年12月に保健管理

センター（業務は昭和48年4月開始）が竣工した。大学の研究教育上，事務

管理上，また厚盈面や課外活動面でも，これらの施設は大いに貢献してい

るQ水戸地区と日立地区では，昭和30年代までの旧施設を利用していた状

況と姥べると，今日では隔糧の感がある．

　これにひきかえて，農学部は応急の補修とプレハブ建物の設置によっ

て，老朽施設をやっと維持している状況がずっと続いている。農学部の施

設整備は金学の緊急課題である。水戸地区でも薪しい学部用地及びグラウ

ンドなど添育施設用地は不足しており，大学の設麗基準による必要薦穣の

半分しかないのが理状である．本学が炎展するためには，蒋来計爵で定め

られた基本方針をどう具体化するのかを決定すべき段階にきている。

　劇立三ナ周　昭和54年5月31日，初夏らしい貯天に恵まれた日に，本学

　隼詑念弐典　翻立三十周年を詑念する式典が講堂において執り行われ

た。秋田学長はじめ教員，職員，学生が多数参列し，歴代学長，名誉教授

も多く姿を見せ，漿知事，水戸市長の祝辞があり，三十年勤続者表彰も行

われた．3代学長都崎雅之助が，Y茨城大学開学に当たっての模索と苦

悩」と題する記念講演を行い，本学蘭学事情及び醐学の理念について述べ

られ，聴衆は敗めて建学精禅を想趨し，薪しい時代に向かう決意を置め

た。武典後，体育館において祝宴が開かれ，回顧談に花が咲いた．
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第1章文理学部（旧）

第1章文理学部G日）

はじめに

　文理学部は，昭和24年（M949）5月の茨城大学謝立当初から，昭和42隼

（X967）6月の文理改組に至るまでの18年間存荘した学部である。したが

って現在は存樫しない学部であるから，文理敢組により文理学部の申から

発展的に分離独立して誕生した現存の各学部（人文学部・理学部・教養部）の

離史として扱うことも考えられる、しかし，茨城大学認十年の歩みを記述

する場合，統合的な1学部として18年間も独自の歴史的役翻と機能を果た

してきた文理学部を，断片に分翻して蕊史に位麗健けるよりは，その設立

の経緯や研究教育俸鱗等の誰移，改組に釜らしめた問題点など，学部とし

ての歴史の概略を認す方が，むしろ真の姿を伝えるのではないかと思う。

　このような観点から敢て文理学部の章を設けたことを予めことわってお

きたい。

第1節　文理学部の歴史的概要

1　箭愛と設立の経緯

　　〈1）交理学部の離史

　文理学部の母体は，摂湖水戸高等学校である。同校が纒土出身の実業家

（鉄道大臣も経験）内田信也の寄鮒（百万円）により，東茨城郡常磐村（現水

戸市東原）の地に翻立されたのは，大正9年（192⑪）9月1日のことであっ

た．それは，大蕉7年鋼定のr大学令」との濁連で大正8年に策定された

「高等諸学校幽設及鉱張計霞」により，全國に相次いで設立された高等学

校の中でも初期のものであった．関東の地方部では浦和高校とともにわず

か2校という存在で，由緒ある水鷹の文化的風±に立つ水高は，大正から

昭和にかけてのエリート教育に貢献すること大なるものがあり，幾多有能

高名な入材をはぐくんだ、学科は文科甲類・乙類，理科甲類・乙類に分か
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　　　　　　　　　　　　　　旧制水戸高等学校

れ，俊秀な教授陣の下に全国の英才が集まり，学園のシンボルとしての大

講堂（内田講堂）や大規模な寮（7寮あり暁鐘寮と称す）を擁して，豪気堅実

なる「水高健児」の令名を天下にはせていた（遠く沖縄等からも，そのバン

カラな伝統的気風を慕って入学してくる者がいた）。またスポーツにおける大行

事として，東北の雄たる二高（現東北大学）との間に毎年行われた定期戦

は，寮祭などとともに若き日の情熱を燃焼させる恰好の場であった。

　しかし，このような輝かしい高等教育の学府たる水高も，戦災と戦後の

教育制度改革により大きくその命運を変えることとなった。すなわち，昭

和20年（1945）8月の戦災によって校舎の大部分を焼失した水高は，その

後転々と仮住まいを続けた後，昭和24年5月新発足の茨城大学文理学部へ

と発展的解消を遂げたのであった。その間の経過を略記すれば次のとおり

である。

昭和20年8月2日：戦災により焼失（残存部は生徒控室・化学教室・実験室・図

　　　　　　　　書館書庫・暁鐘寮・訓務課分室・雨天体操場）

昭和21年2月16日：失火により暁鐘寮焼失（残存は第6・7寮のみ）
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ガ西茨城郡宍芦町（環友部町）旧筑波海軍航空隊跡に移転

8月8日：前記施設のうち寮に転用していた旧士官宿舎を焼失

昭和23年9月 ：水戸毒外渡里村（現水声市文京）旧東部37部隊（元歩兵第2

連隊）跡に移転，授業は3年生のみ37部隊跡で野1e2年生

は東原残存建物にて行う．

　昭和鈎年5月3蝦：茨城大学文理学部の申に発展的解消

　　（2）文理学部設立の経緯

　戦後の教育制度改革の動きの中で，薪制大学の設躍基準設定をめぐって

文部省が協議会など設けて検討を続けていた昭和22年（1947）の夏ごろ，茨

城県内の高専校はそれぞれ独立昇格の志晦が強く，その中で水高は8月23

ffに水戸大学建設発趨人会（会ff　：徳規宗敬，醐会長：亀山甚・関泰祐，会員

約Xl⑪⑪名）を蘭き，具体的方針の検討を行っていた．その翌年出された試

案の大綱は，文（100名）・理（10⑪名）・政経（30⑪名）の3学科で，教官95

名，敷地5万坪（旧37部隊跡と旧水高跡），建坪8，250坪，建築費7，740万跨

というものであった。しかし，翌年県に設けられた薪制大学設立委員会

（委員長糞二川源重県議）・政府測・発趨人会の閥のその後の折衝の結果，

資金謹等の理由でr総合大学」の方向に変わってきた、総合大学案におい

ても，最初は文政学部（哲・史・文・政・経），理農学部，（数・物・化・

生・農・畜：），工学部，教育学部という4学部案（23，3，U）であったもの

が，入文学部（哲・史・文・法経・理），学芸学部，実業教育学部，工学部

のように内容を変え（23，5，1の，更に学芸学部（入文・教育・実業教育を統

合），工学都の2学部案（23S，7）というように修正を重ねて，昭和23年

7月3口この2学部案で文部蜜に正式申請を行った、ところが文部省との

折衝の過程で璽に変更を余儀なくされ，文理学部（文・理・政経）と教育学

部・工学部の3学部案を最終的な成案として申請（24，1，1の，昭和24年

（撫の3月18目ようやく認可されるに至ったのであった、このような経

過でもわかるように，文理学部は水高を母俸としており，その教授陣も水

高時代の教官がほとんどそのままスライドした陣容であったが，政経学科

をはじめ若干の教宮補充を配置換等によって行う必要があった．なお，当

時全岡の国立新翻大学の中で文理学部設立はxxを数えたが，政経学科のよ

うな粒会科学系の独立学科を有するものは本学のみで，その規模の大きさ
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を誇りとしていた。ところが，校舎は「つわものどもが夢の跡」といった

感じの旧37部隊の兵舎を改造して間にあわせることとなった。当然ながら

水高校長関泰祐が初代の文理学部長に就任し，昭和24年5、月31日茨城大学

の開学とともに，文理学部が発足したのである。

2　設立初期の文理学部

　設立当初から完成年度の昭和27年度まで，つまり第1回の入学生が卒業

に至るまでの期間を学部の基盤整備の時代と考えることができよう。事実

この時期に学部の管理運営の機構や教育研究の体制は，不十分ながらもお

おむねその基礎を確立することができた。

　まず当初の文理学部の学科構成と学生定員は次のようであった。

　　学科　　　　専攻　　　　　　　　　　　　　　　　　学生定員

　　文学科　　哲学，史学，国文，漢文，英文，独文　40名

　　理学科　　　数学，物理，化学，生物，　（地学）　　　40名

　　政経学科　　法律，政治，経済，商，社会　　　　　80名

　ところで7月初旬実施の第1回入学試験の合格者数は，文学科42名，理

学科69名，政経学科99名，計210名であったが，これは志願者数が定員よ

りかなり下回った教育・工両学部に比べて上々の滑り出しと言えよう。し

関初代学部長（屋口正一氏提供）

かし7月20日の入学式を経ての入学者数は

153名（文：34，理：35，政経：84）であっ

た。ちなみに学生の出身地別を見ると，地

元茨城県内が103名で84％を占め，県外か

らは東京・神奈川・福島が各5名，千葉・

栃木・群馬が各2名となっている（昭和24

年12月補導課アンケートの結果，回答124）。

　学部の運営面においては，文理学部教授

会規程が昭和25年（1950）5月に設けら

れ，その下部組織として教務委員会，補導

委員会，一般教育運営委員会，紀要委員

会，就職委員会などが整備されていった。
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各委員は教室主任の雄薦により3学科からほぼ圃数が選出され，任期は1

年であった。当時教授会の構成員は教授に限られていた．また，教育活動

について暑えば，文理学部のそれは複雑多鼓を極め，実に西重の任務を欝

びていた．すなわち，①入文・自然・証会の諸科学に閣する文理学部本来

の専網教育，②教育学部の5教科（国・英・数・理・数）の専門教育（教育

学部は教職科目と音・美・体・家政・職業を担当），③高校教員免許状取得の

ための教育，④全学の一般教育がそれである．特に一般教育は，薪測大学

の根甕をなす科目として重視されていたから，専門教育との爾立は，壷た

いていのことではなかった。その上一般教育を挺当する濁係で，文理学部

は入学試験についても主導的役翻を果たすことになっていた．

　さて，翻立当初の一般教育のみの授業から，年次進行とともに専門教育

の体髄も逐年整備され，一応の完成年度である昭和27年度G952）において

は，次のような講座組織を持つようになっf：　，、

　文学科（16講座）

國文学；

英文学：

独文学：

第1（国文学），第2（国語学），第3（申国文学）

第1（英文学），第2（英文学）

学）

第1（独文学），第2（独語学）

第3（英文学），第4（英語

　奮語学及びフランス語

　哲学　；　第1（哲学），第2（倫理学）

　心理学

　史学　：　第1（日本史），第2（東洋史），第3（西洋史）

理学科（13講座）

数学　：

物理学：

化学

生物学；

地学

第1（解析），第2（函数），第3（代数），第4（幾侮）

第1（力学），第2（物理実験），第3（電気）

第1（無機），第2（有機），第3（物理化学）

第1（麺物），第2（動物）

政経学科（7講座）

　第1（経済原論）， 第2（経済政策），第3（財政），第4（簿詑），第5
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（行政法），第6（民法），第7（社会学）

　当時の乏しい教官定員（教授

37，助教授43，講師11，助手14）

でこれだけの講座をカバーする

ことは，教育学部の専門教育の

暫部搬鞘の担当も考えると

　　　　文理学部校舎（4号館）

般教育科目単位未修者のために，日立や阿見まで出張講義に出向いていた

ことが挙げられよう。

　研究室や教室の建物もほとんどが旧兵舎の古い木造建造物の内部を改造

したもので，事務部，他学部に至るまで同じ建物の中に同居している状態で

あった。学部関係の新営建物は，経済研究室（昭和27年1月）と自然科学

研究室（昭和27年3月）だけで，兵舎生活の時代が長く続いた。しかし，こ

うした条件の中でも教官の研究教育活動は着実に進められ，昭和26年には

『文理学部紀要』が創刊され，昭和28年3月には第1回の文理学部卒業生

95名を世に送り出した。

　この時期の文理学部に総じて言えることは，教官も学生もまだまだ水高

時代の特色や名残を多分にとどめていたこと，施設・設備は不備ながらも

師弟間に親密な人間的接触があり，新興創造の気慨に燃えていたこと，初

代学生部長（沼尻源一郎）や初代図書館長（小川泰）を出している学部とし

て，新生茨城大学の中枢主導的役割を果たすべき使命を自負していたこ

と，しかしながら他面では，大学の学部として最低限の条件を整えようと

努力し模索した時期でもあったということであろう。

、哨 容易ならぬことで，文理学部の

　教官は過重な負担を背負ってい

・たわけである。その1例とし

　て，工・農学部2年次以上の一

3　文理学部の整備・充実期

　草創の時代をひとまず経過した文理学部は，一応の基盤の上に拡充・整

備の時期を迎えることになる。こうして「文理改組」が話題に上るように
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なった昭和34年（X959）ごろまでの期闇を整備充実期とすることができよ

う．わけても学部運営の根幹をなす教授会の拡大・畏主化は，この時期で

の特筆されてよいことであろう．これは当時の茨城大学が翻成期にありが

ちな傾向として，侮事によらず事務局中心・事務系優先の官僚的風潮が根

強かったことに反擾し，学困の罠主化を標ぼうして結束した助手会（文理

学部助手有志の会）の輪が，更に広がって助講会（文理学部助教授・講師・助

手有志の会）に発農したことによって実硯するに至ったものであった．昭

和27年ごろに蠕を発したこのような還動の流れが，ついに文理学部教授会

のあり方を変え，従来の教授のみによる教授会から助教授・講師までも構

成貴とする鉱大された教授会へと閥かれた融度となった．しかし人事権だ

けは，まだ教授のみの教授会が掌握していた（これは文理学部の終わりまで続

いた）．その画期的な改正は，昭和32年（X957）6月のことであった．こ

の薪生教授会に伴って，従来の餐種委員会のほか薪たに常設委員会（人

事，予算施設，選挙管理など）が設けられ，選挙により委員が選出されるよ

うになった。このほか教授会選趨になる文理学部趨織委員会なるものが設

けられたが，これは文理学部のもつ性格の三つの測面一学閣研究，一般教

育及び教職教育一に由来する組織上の問題を検討する必要に迫られたか

らであった．これらすべての翻颪を全うさせることは困難で，ましてや当

鷲の不十分なスタッフと錯雑した研究教育体制の中で，二者択一（学芸学

部論など）か整合性の追求かといった問題があったのである。ここにも複

雑な径務を背負っていた文理学部の苦悩の姿を見ることができよう．

　また，この時期には，専攻生鋼度（昭和29年），入試運営委員会規程（昭

秘9年），一般教育委員会規購（昭和3⑪年）が設けられたり，専攻決定時期

を従前の3年次始めから2年次始めに改正する（昭和32年）など，さまざ

まな教務関係の制度的整備が見られる。そのころまで学生部と学部の間で

未分化な状態にあった教務補導の業務が，学部独自の責任体舗に分離され

たのも注目すべきことであろう。補導については，文理学部の場合，一般

教育との関係で工農爾学部の1年次生や水戸地区残貿学生をも含めた対処

が要求されており，その方法として，当初の助書教宮鋼からやがて外國語

のクラス別による学級主任制が実施された、けれどもこれらは必ずしも期
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待されたような成果はkげ得なかった．そして当時の補導婁員会の主たる

業務は，育英会奨学生の選考と誰薦で，その半掟規準をどうするかが閥鷺

になったりした．

　学生運動の薦では，当時全園的に注欝を浴びた茨城大学学生のr選挙権

闘争」裁判α総説第m章に詳述）が昭和29年10月に勝訴したことで自信を

得て，その年の12月学友会が大学当局に提起したf当面の要求」運動は，

開学以来の大規模かつ組織約なものであった．この運動の中で常に主導的

役割を果たしたのは文理学部の学生で，行き過ぎもあったが，学園の民主

化にその一役を撞ったことも蕃めないであろう．こうしてようやく活発化

してきた学生の自漕活動の堤として，文斑学部学生自治会が発是したのは

昭和33年（l！g58）4月であったが，それはその後34年にかけての警職法・

幾評・安傑敬訂に封する一連の反対還動や学寮臨規羅撤灘運動などにつな

がっていくものであった．

　一方この間に，政経学科が経済学科と名称を改め（昭和38年），理学科

も澗沼臨湖実験所を新設する（昭和3簿）など，着々と拡充の成果を上げ

つつある申で，文学科は溢に学生定員削減（昭和34年）ということにな

り，従来の40名から35名となった．国の経済成長政策の推進により，理工

系の教育研究に重点を躍く文教政策の現実的な表れが賜白になりつつあっ

たのである．

4　文理学部孜維への移行期

　　紛　改総の必璽性

　文理学部発足後の約10年闇は内部整備・充実の時代，換醤すれば基礎確

立の時代と言える。そして昭和30年代の半ばには第二段階，いわば発展期

に入るべきであるという意識がかなり明確な形を取るようになってきた，，

それというのも日本の新制大学は終戦直後の混乱の中で，とりあえず大学

としての最小隈の条件の中で発足させられていたからである。この事実の

中にその後発生する諸問題のほとんどすべての芽一康馨が丙蔵されてい

たと醤っても過書ではあるまい．すなわち文理学部の鉱充改組といった問

懸はいずれは発生してくる問題であった．教官数の不足，挺当する教育分
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野の狭さ，校舎をはじめとする

各種施設・設備の貧困等々が，

ようやくほうっておけない問

題として意識されるようにな

ってきていた。ところが困った

ことに文理学部を取り巻く客

観状勢はむしろ悪化してきて

おり，拡充改組どころか昭和34

年（1959）ごろから翌35年ごろ

第1章文理学部（旧）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文理学部校舎（2号館）

にかけて，縮小再編成という問題が起きていたのである。その主な理由は

卒業生の就職不振という形で端的に示された，文理学部に対する社会の期

待の減退であった。こうして昭和33年ごろから翌年にかけて，学長会議あ

るいは文理学部長会議などで，文部省から縮小の方向での再編成について

問題提起がなされた。そして我が茨城大学の場合，専攻の整理は主として

文学科と理学科に向けられ，政経学科は事実上対象外であった。これはゆ

くゆく経済学部として分離独立させようという考えが，大学，文部省の双

方にあったからである。ところで文学科の場合について考えてみると，当

時存在していた国文，英文，独文，言語学，哲学，心理学，史学の7教室

6専攻（言語学には専攻なし）を，国文，英文，史学，心理学の4専攻に縮

小しようという案が最も有力であった。当然のことながら縮小削減の対象

となった3教室からは激しい抵抗があり，けっきょく実現しなかったもの

の，後々まで感情的しこりとなって残った。

　このような厳しい客観状勢の中にありながらも，なお改組への強い志向

があったのは，文理学部が茨城大学の中で人文・社会科学系及び自然科学

系の中心となって機能していくのは当然であり，またそのためには上述の

ような基本的部分における不十分さのほかに，更に文・理・経の3分野が

このまま1学部に収められた状態を続けていいのかという疑問，またよう

やく明確になりつつあった国の理工系重視政策との関係，更には専門教育

と一般教育の二つを1学部で担当することの妥当性，といった複雑多岐に

わたる問題が存在し，こうした問題を改善することなしには，十分な大学
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教膏を行えないという共適の認識が学部内に潜在していたからである．昭

湘30年代中ごろの文理学部は，おおよそこのような状況にあったと書って

よいであろう。

　　②　改総の経過

　以上のような主として外部事梼のために低迷していた文理学部充実に闘

する検討は，昭和38年（tw　63＞1⑪月になって，一藤して弾みがつくことと

なった．というのはこの年の10月出形大学で蘭羅された文理学部長会議に

おいて，文部省側から出席した村山大学課長：から文理学翻拡充改組の具体

的意向のあること，また改組は昭和40年度から3年間のうちに実施したい

ことが示され，あわせて文部省測の考えている教懇の規模，内容などの大

粋について示されたからであった．ちなみに文部雀の態度急変の理由は，

一つには，昭和22年から24年にかけてのベビー・ブームの結果，18年後の

昭和40年から42年にかけて大学生急増という形になって現れてくることが

予想されるため，その一部を文理学部の拡充改組によって分撞させようと

したことと，もう一つは中教審管申との麗連にあったと思われる．中教審

は昭和38年1月28β付けのヂ大学教育の改善について（答申）」の中で，

特に文理学部を名指して，その教員組織及び施設設備の不十分であること

を指摘し，敬紐の必要の緊急であることを答申していたからである，，

　この報魯を受けて，茨城大学文理学部としても当然ながら魯めき立ち，

文・理・経餐学科から選出された諏5名（X学科5名）からなるr紐織委員

会」と称する検討委員会を急きょ発足させ，鋭意この問題に取り組むこと

となった。

　ところで蚤初文理学都内には，この問題に対して大製二つの態度があっ

た．一つは3学科がそれぞれ独立して3学部になるという考え方であり，

もう一つは文理学部という枠はそのまま残し，3学科をそれぞれ充実さ

せ，三者が一一Ptとなって有機的に機能する方が新蒔代の教育にふさわしい

体綱ではないか，という考え方であった．後者はかなり有力であった。そ

の論撚は，鰻綱大学の欠点は狭い専門分野に詳しくはなっても隣接・蘭違

領域にうとい学生を育てやすいことであり，また歴史が叢いだけに鯛度上

上詑のような問題点を簡単には改善し難く患来上ってしまっているから，
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それを打破して新時代に適した制度を作れるのは，むしろ籍しく出来たば

かりで充実改善を必要としている薪制大学の方ではないか，というもので

あった。これは薪制大学らしい斬新な特色を持った学部を作りたいと希鶉

する入々に強く支持された．

　しかし他方，大学というものの仕組みや，鋼疫といった灘から考えると

Y学科」では入員の面からも，雄設設鐘の藤からも拡大充実に隈度がある

ので，一定以上の拡充を期するにはどうしてもヂ学部」になる必要があっ

た．とりわけそれは理学科において強く要請された．またもう一つの裏情

として，従来文理学部は専門教育と全学の一般教育を1学部で担当してき

たが，この二つの教育は相互に深い関連を持ちながらも本質的には別個の

薔も少なからずあり，それぞれ独自の教育原理・方法に基づいて，それぞ

れの専任教官を中心に行うべきだという考えがあったこと，その他二，三

の附随的事情もあって，結局は3学部独立案で行かざるをえないであろう

という方晦へ大方の考えが傾いて行ったのであった．

　以上のような事情を背景として昭和39年α鰻）の議半は3学部（教養学

部，理学部，経済学部）案の作成がなされ，圏年7月の教授会で概算要求案

として提出することが了承された。ところがこの案は膨大すぎるという理

懲で文部省と合意に達することができず，もっと圧縮してコンパクトな案

にする必要性が明白になった、したがって翌昭和40年の前半は，規模の縮

小された案が鋭意検討された結果，結局2学部（人文学部，理学部），1教

養部という案に落ち着き，同年7月の教授会で，概算要求案として提出す

ることが了承された。この年は同案を提幽するに当たって，事前にjl方学

長，大場千秋学部長ほか大学関係者と文部省健（大学局長以下十数名）との

閥で話し合いが行われ，それに基づいての機算要求であっただけに期待も

大きかったが，その年は儒州，佐賀，山口，島機の4大学の文理改組が採

り上げられたにとどまり，我々の改紐は，またもや見送られることとなっ

たe主たる理由はやはり規模が大き過ぎたためであったと考えられる。

　さて，翌昭和41年5月28日の教授会で酋年度案を，大粋は変えなかった

もののかなりの手直しをして提出することが了承された．この年は前年度

来の折衝で明確になった文部省側の考えを考慮し，学科霞，学生定員など
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の面でかなり圧縮しており，その結果両者の距離は大きく縮まったものと

考えられた．更に6月中にも大場学部長は度々文部雀に足を選んで細部の

詰めを行った結集，ついに通過の見通しがほぼ確実という感触が得られる

に至ったのであった．しかしながら大学測の圧縮作業が簡車に進行したわ

けでないことはいうまでもない。改組問題はほとんど毎圃教授会の主要議

題であったのみならず，昭和Ut年に入ると，以前にもまして議論は白熱化

し，長時間にわたる熱心な議論が繰り返された．殊に概算要求案を最終的

に決定する6月15日と29日の両教授会での議論は沸騰し，侮度かの採決の

結果ようやく最終案の決建を見るというありさまであった．岡案の文部蜜

通過は9月2R各薪聞紙上に発表された、，引き続き人文学部・理学部の設

鍛準備委員会を学部内に設置することが10月の教授会で決定され，12月に

は教養部設置準備委員会の発足が決定されている．またそのころまでには

上記案の大蔵省通過もほぼ確実視されるに至っていた，、こうして文理学部

は翌昭和42年（ag67）5月31日をもって，その20年になんなんとする歴史

的使命を一応終え，人文学部，理学部及び教養部として再出発すべく，輝

やかしい発展的解消を遂げたのである、、

　搬り返ってみると文理学部改親には，おおよそXO年迂い歳月が必要とさ

れ，また膨火なエネルギーがこのために費やされている．関係者一同は当

時を圃想して感概深いものがあるのではなかろうか、

第2節　文理学部の組織と運営

1　教嘗線織等

　文理学部は当初，文学科，理学科，政経：学科で構成されていたが，各学

科に配綴された教官の規員数は，昭瀦31年G鰯）当時で文学科45，理学

科40，政経学科21であった．学生数はそれぞれ40，40，80で，昭和34年度

から文学科の学生定数が35に改正された以外は学部蘭設から文理改組まで

変化がなかった．しかし，教官数は一般教育（三系列と外国語）も担当して

いたので微増していった，、この教官増は主として政経学科の整備に当てら

れた．学部全体で，昭和31年から41年までのU年閥に6名の増があり，羅
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学科に1名の転用減があって，そのうちの4名が政経学科に醗当された。

残りの3名は，文理改組，教養部設置を目礎の麗に控えた昭湘40年（1名），

41年（2名）に一般教育等撫当として張り付いたものである。文理学部で

は専門教育と一般教膏の撫当を区溺していなかった。この3名は敢組の財

源として空席のまま貿探された。

　政経学科の増強に執着したのは，文理学部が旧舗水戸高等学校を母俸と

していたため，政治，法穣，経済関係の教官が設置当初僅少であったからで

ある．創設当時の大学設麗認可申請書によると，完成年度において文学科

13講座，理学科9講座に薄して，政経学科は3講盛とされている，，この申

請書の内客は後に変更されるが，当時では申請春が教官増を見込んでも政

経学科については文学斜の4分の1程度の教官陣客を墓み得るにすぎない

実情であったことがわかる。その後10年目には24名の陣容となったが，こ

の教官増は経済学科に著しく偏ったものであった．学科におかれた3教室

の教宮配麗を見ると，昭和35年度においては経済学14名，法学5名，穀会

学2名である。この比率は文理改組まで変わっていない。このような学科

応教官硯員配分は政経学科という名称の学科にはそぐわないものである．

このため学科名を経済学科に変更することを申請し，昭和38年獲より政経

学耕を経済学耕に敬めることが認められた．この措麗に痒い，学士暑も挺

会耕学士から経済学士に敗められた．この学士号の敬正は学生の就職に有

利であると貯感をもって迎えられた．

　文学科は，一般教育の外麟語を握当していた蘭係から，外國語，外翻文

学の教官が多かった。昭和35年の各教室の現員配遣は次のようである。哲

学4，心理学4（助手1を含む），史学6，醸文学7，災文学12，独文学＆

書語学（仏文学を含む）3．この規員魂置の比率は旧麟水戸高等学校の定

員配置の影を色濃く反眺している．なお言語学は，専攻学生をとらなかっ

た。

　これに反し，理学科では各教室教官現員数が比較的均衡のとれたもので

あった。昭和35年度を見ると，数学9，物理学8，化学9，生物学7，地

学3となっている。専攻学生をとらない地学を刷として，この比率は更に

各教室筒数の方向に謁整され，昭和41年には数学10，物理学9，牝学9，
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生物学9，地学3となっている，、

　薯務部には庶務係，会講係，教務係，一般教育係の4係が置かれてい

た．定員は昭和35年度では行←）事務官・技官10，圃事務員・技能員2，行

⇔技官・技能員3，嗣事務官・用務員2であった。昭和40年度に行⇔事務

官・用務貴が3と改正された以外には増減なく文理改紐を迎えた、、

2　管理運営

　　〈1＞教　授　会

　文理学部教授会は当靭文理学部に塀属する教捜によって構成されていた

が，この規程（昭和25年5月ll．臼翻定）は昭和32年（1鮒）6月1日に廃止

され，薪規財が発足した．この規財によると，教授会は専任の教授，助教

授，講齢で組織されるが，必要に応じて構成貴以外の教職員を出席させる

ことができた．助手についてはこの条項を適絹するが，綴鷹を認めない場

合には，あらかじめ掲示することが申し合わされた（昭和3簿明12日教授

会）．ただし，教官の人審についての審議決定は，専任の教授をもって組

織する会議一教授会（教授のみ）と辱称一で行うとされた．なお，文

理学部教授会規罵の全文は次のとおりである、、

　　　　　　　　　　　茨城大学文理学部教授会規購

　　（設鐙）

　第1条　本学部に教授会を置く、，

　　（組織）

　ee　2条　教授会は，専任の教授，助教授および講師をもって組織する、，

　第3条教授会は，必要に応じて構成員以外の教職員を出席させることができ

　　る。

　　（旛限）

　第4条教授会は，次の事項を審議し，本学部の方針を決定する，，ただし，第1

　　号および第欝号に掲げる事項については，専任の教授をもって組織する会議で

　　審議決定する．

　　ω　教授，助教授，講師および助手の採胤昇任および異動に関する事項

　　鋤　学部長，教授，助教授，講締および勘手の意に反する免職，転任および降

　　　任に関する事項

　　㈹　本学部の諸規剛の髄定改廃に関する事項

　　〈4＞学部長候補者の選定
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　　㈲講座，学科ならびに教育および研究に関する施設の設置および改廃に関す

　　　る事項

　　㈲　学科目の種類および編哉，専攻科目，教授方法に関する事項

　　（η　学生の入学および卒業の認定に関する事項

　　（8）学生の試験に麗する事項

　　⑨　学生の賞罰に関する事項

　　ω　学生団体・学生活動および学生生活に関する事項

　　鋤　本学部の予算に関する事項

　　ω　その他重要な事項

　　　（運営）

　第5条　学部長は，教授会を招集し，その議長となる．

　2　学部長事故あるときは，学部長が委嘱した教授がこれを代行する．

　第6条教授会は，月2回定期的に開くものとし，緊急の必要あるときは，臨時

　　に開くことがある。

　第7条　教授会は，その構成員の五分の三以上が出席しなければ議事を開き議決

　　する二とができない。ただし，第4条ただし書の会議は，その構成員の三分の

　　二以上が壌席しなければ，議事を開き議決することができない．

　第8条　教授会の議決は，出席者の過半数による．可否同数のときは議長の決す

　　るところによる。

　第9条　この規則に定めるものの外，教授会の運営その他に関する細則は，別に

　　定める．

　　（改正）

　第10条　この規則の改正は，教授会の議決による，，ただし，第4条ただし書の改

　　正については事前に専任の教授によって組織される会議の承認を経ることを必

　　要とする．

　　（記録）

　第U条　教授会に書記2名を置き，事務長その他の事務職員をもってこれにあて

　　る，

　2　書記は，教授会に関する記録をつかさどる．

　　　　付　刷

　1　この規刷は，昭和32年6月1日から施行する．

　2　茨城大学文理学部教授会規則（昭和25年5月1翼瀧定）は廃止する．

　また，教授会の運営を円滑にするため，常設委員会と特刷委員会が概か

れた。常設委員会としては，人事委員会，予算施設委員会及び選挙管理委

員会があった。人事委員会は学部長と各学科の教援各3名，予算施設委員

会は学部長と各学科の講節以上の教官盗2名で構成され，教授会で行う選
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蟻によって選嵩された（文理学部教授会規則，昭和32年6月1ff施行）．予算

施設委員はma　一一教室から岡時に2名委員となることはできず，また，予算

案は教塞主任会議の議を経なければならなかった（文理学部教授会運営細

則，昭和鎗年6月1臼施行）、，教室主任は教室の推薦に基づいて教授の中か

ら学部長が任命した，，教室主任が主掌した事項は次のとおりであった．予

算，設備・器材，授業計闘，教科書，学生の就職，履習補導，所属教官の

学衛研究，所属教官の旛張，所属教官に対する須知箏項の徹残，地教室と

の連絡調整，その地の重要裏項（文理学部教室主任内規，昭和28年5月x臼施

行）。更に，人蘂委員会は学部長が議長となり，委貴会に付議する議案は

学部長が提出することとされていた（文理学部人事委員会規則，昭和32年6月

i田施行）。

　この昭和32年の敬正で，教授会に置くことができるとされた特劉委員会

としては，同年6月X2日の教授会において教官の定員配置に関する原案を

作成する特刷委員会を設置することが決せられ，各学科より各3名の黍員

が選出された。この委員会は総織委員会と略称されて，文理改組の動きが

嵐てくると，敬組案の作成にも従事した。委員の選出は当初選挙によった

が，教授会規難で常設委員会とされた3委員会以外の委員会委員の選轟方

法にならい，教室主任の推薦に基づき学部長が指名する方式に変更され

た．教授会規難に明示されず，従来から存続していた学部の委員会として

慧次のものがあった。教務委員会（各学科2名），補導委員会（文学科3名，

理学科・政経学科各2名），一般教育選鴬委員会（文学科，理学科各2名，政経

学科x名，教育学部2名），紀要委員会（各学科各2名），就職委員会（教室

主任計15名，「学校」関係X名，「経済」関係9名），レクリエーシ嚢ン委員

（教官1名，事務官1名）．また，全学ないし他学部の委員会に学部から委

貴を出していた委員会としては次のようなものがあった．教育実習運営委

貴会（学部で1名），現職教育運営櫨議会（各学科l！名計3名），中央補導委

員会（学部で2名），一般教育委員会（1名），鐵書館逮営委員会（2名），

鐵書委貴会（4名），入試企顧委員会（1名），入試麓営委員会ce名）．な

お，その後で，大学管理問題委員会，水芦地区整備委員会，生協調査委員

会，生協問題検討委員会，生餓問懸処理委貴会，教養部設鐙準備婁員会な
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どが鐙かれた。

　評議貫の選出については従来規則がないまま行われていたが，昭和36年

（1961）の選挙に当たって規則を作ることになり，文理学部評議員候補看

選定規則が昭和37年3月7日より施行された．この規財では，教授会の構

域貫ではない助手にも選挙資格を認めている．選出方法は各学科の教授の

中から各1名を選んで教授会の席上連詑無記名で投票し，学群ごとに集計

して最多数を得たもの3名を当選者とする，となっている。ちなみに，学

部長の選挙資格者には昭瀦33年より助手が撫えられている（文理学部長選

考規則細則，昭和33年4月烹欝施行）．

　　②　一般教育の運営等

　文理学部が抱え込んでいた教育上の責任・役割はきわめて大きなもので

あった．自学部の専門教育のほかに教育学部の学生に対する専門教育をも

撞当していたし，更に通信教育の責任も分担し，現職教員の研修にもたず

さわった．瀦えて全学の一般教育（三系列と外国語）をほぼ全面的に引き受

けていた．この一般教育の負担は大きかったので，文部省が文理学部設置

10年に当たって中教審の意向を汲み，文理学部見直しを検討することとな

った時，茨城大学文理学部が教養部設麗へ傾いたのは，一つにはこの負撮

の倉理化を図ったからであった。そして，このような重層的負担の下では

一般教育軽視の危険があるとの認識から，一般教育の理念を実現する専門

機関とするに足る教養部の具体化が追求されるべきだと判断されたからで

ある、しかしながら旧制水戸高等学校の校風は，文理学部に編成替えとな

ってもなお遺風として残ったのであり，文理学部が大きな負麺を背負いな

がらも，進んで一般教育に当たったのは，恐らくこの風土によるものであ

ったろう。発足18年にして文理学部は改組されるが，これはこの遣風が消

滅した故ではなく，少なくとも当事者の過半は，この遺風の薪たな展蘭と

してのrリペラル・アーツ」の理念を追ったのである．

　ところで文理学部の担当した一般教育の運営は，実務的には学部内に麗

かれた一般教育運営委員会が行った。この委員会は，文理学部長，学部長

より椎薦された一般教育委員（一般教育委員会は学長の諮問機関・学部閥の調

整を図る。各学部長と各学部長の推薦した教授各1名より成る．幹事は事務局長。
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昭和30年12月15日施行）及び一般教育担当の教官のうち文理学部長の委嘱し

たもの若干名で構成されていた。委員長は文理学部長である（昭和31年1月

18欝剃定，一般教育運営委員会規則）。

　学生が履修すべき科目と単位には学部間で多少の相違があり，昭和26年

以謡の入学者と以後の入学者との問でも相違があった．その後昭瀦32年と

34年に若干の改正が行われた．昭和34年4月1目施行の履修規購は次のよ

うに述べている．三系列（人文科学，社会科学，自然科学）については各系

列3科目12単位以上必修，ただし工学部の学生はこれに爆えて数学演響2

単位が必修，，英語は8単位以上，文理学部のみ憩単位以上必修、，独又は仏

語は工・縷学蔀の学生では6単位，教育学部の学生では4単位，文珊学部

の学生は8単位以上必修．ただし2年聞の継続履修が必要．体育は実披，

麗論各2単位、再試験は認めず，やむをえない事轄があったと認められる

場合には，原購として科躍修了の後1回だけ行う追試験が認められた．し

かし，その評点は成績の8捌とされた．単位の評緬は試験の評点に平常点

を加味して行うこととされていた．この規購は文理学部改組に至るまで続

いた。

　なお一般教育の還営上大きな聞題の一つに移行規準の問題があるが，こ

れについては別稿の教養部史に記述されているので省略する，、また，環職

教育の運営には現職教育運営協議会（同規則は昭和28年7月i日施行）が当

たっていた．この環職教育では文理学部教官が大いに活躍した。しかし，

教育学部が充実するに葎い，次第に関与変が低くなって行った，、このこと

については刷稿の教育学部史の紀述に譲りたい。

第3節　文理学部の研究・教育活動

箋　教嘗の概究溝翻

　　（響）餐学科の碍甕状溌

　　　1＞紀要に見られる研究状況

　文理学部教官の研究成果を発表する場としての紀要は，昭和26年くaos1），

27年には入文科学分野と社会科学分野を合わせたものとしての紋理学部
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紀要（人文科学）』と自然科学分野に関する『文理学部紀要（自然科学）』と

の二本立てで発行され，昭湘28年（1％3）から人文科学分野と挫会科学分

野を分けて『文理学部紀要（社会科学）』を加え，それぞれ各学科ごとに

昭和42年（1966）まで！7号を発行し，盗国立大学及び研究所などに送村し

相互に交換を行ってきた．発行部数は人文科学編と証会科学編は350部，自

然科学編は400部であった．学部に紀要委員会を設けて省学科ごとに編集

するという形を取ったが，毎号入文科学編では1⑪編欝後，機会科学編では

6～7編自然科学編では12～13編からなり，それぞれの分野の多方面にわ

たっており，文理学部に所属する教官のほぼ全員の威果が収められ，大い

に学界に貢獣してきた、，

　　　2）　博士号が授与された研究

　文理学部時代，その専門分野の研究業績に対して学位を授与された教宮

及びその論文題目は衷1のとおりである。

表1

氏　　　名 隔文題目 陵与年月日 陵駄学
粟　野　　　保 負エネルギー光蚤子仮説 昭卸％年4月2日 東京大学

について

石　原　道　博 日明交渉史の薪研究 33年12月護欝 東京教育大学

星川　清孝 楚辞の研究 3壌年3月6欝 九彊大学
斉藤登志雄 茨城県及び福島県に分布 ％年1⑪月1嘱 東北大学

する上部白亜系について

木芦田　四　郎 維薪黎明期の農業構造 鐙年3月5日 東北大学
井　口　昌一郎 酵母細胞に及ぼす単色紫 37年3月19日 東北大学

外線の作用

小林三衛 林野所有の形成 37年3月3蝦 東北大学
野　本　宣　夫 P業i驚鍵y脚d瞭i轍yGf 3鼎年3月1蠣 東京大学

b細hf。欝磯i簸坤錨

祷見守助 有限リー㌣ソ面に対する 瓠年1月2頒 バークレイ大

不変部分空闇の定理 学

超函数の研究 41年6月13日 東京大学
東　　　敏　雄 19世紀ドイツ農業労働者 護黛年3月2日 東北大学

の研究
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　瓢　部局史〔1〕一各学部史

　　（2＞科学研究費による研究

　文理学部時代に文部省科学研甕費の交付を受けた研究は以下のとおりで

ある、なお，『茨城大学十年史』掲載の昭和34年度までのものについては

豊愛する．

昭和35年度　なし

昭和36年度

　相良　亨　わが国における徳目の歴史的研究　60万円

　幽本正秀　醤文一致運動史年表資料の作成　1⑪万跨

　佐々木専三郎　ラテン・アメリカの労働逮動10万円

　佐藤正已　日本産地衣類の分痛域の研究　14万円

昭湘37年度

　相良　亨　わが国における徳目の歴史的研究　90万円

　富田俊彦　歴代宝案の研究　1⑪万羅

　小林三衛　国有地入会権の研究　10万円

　佑藤正己　9本灌地衣類の分講域の研究　13万円

　大山年次　茨城，福島における中生代・薪生代の屡位学的古植の研究

　　　　　　8万円

　山本正秀　『近代文体発生の史的研究』（山海堂）

曙和38年度

　中田易痘　長崎貿易史の研究　10万円

　木戸田四郊　罠権激鵜地欝における地主経営の誰移（茨城県西部）　9万

　　　　　　　円

　盤藤正己　地衣類の化学的種の分葎と生態　16万円

紹瀦39年度

　絹良　亨　近代日本の倫理思憩　90万円

　島田雄次郊　欧来大学史　10万円

　保坂宗重　トーマス・マンの作品の文体論的研究その1．B磁d磯旗◎◎ks

　　　　　　について　5万円

　今村泰二　本邦産水生ダニ類の分布とその生態　10万円

　斉藤登志雄　東嚢本白亜系の堆穣学的研究　6万醤

　x4婆
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囎湘40年度

　相良　亨　近代日本の倫理思想　108万円

　依田　修有機配貌子を倉む金属錯捧の構造と反応性に関する蘇究

　　　　　　195万円

　大場千秋農柑社会における文牝変容と適応のパターンについて　13．5

　　　　　　万円

　三浦一郎ギリシャのタイラント　9万再
　木戸田四郎　幕末維新期における在纒商人層台頭の歴史的意義1とっいて

　　　　　　　9万円

　今村泰二　本邦産水生ダ轟類の布分とその生態　16．2万円

　大山年次　茨城，橿島における中生代薪生代の潜位学的古植物の研究

　　　　　　7．2万円

媚和41年度

　依田　修　膚機配位子を含む金属錯体の構造と反応性に濁する研究

　　　　　　100万円

　大場千秋農村鮭会における文化変容と適応のパターソについて一2－

　　　　　　12万円

　佑藤守弘　労磯力移勲の娃会的要困に蘭する研究　7万躍

　佐々木銀弥　中世における貨幣流通の研究　10万円

　石原道博　異様欝本伝の頚書続編の研究　12万円

　島田良二　三十六人家集本文とその成立　8万円

　小林三衛　日本林業と山林の所膚　12万N

　山本勝巳　膚機金属錯体の無機分析化学的研究　11万円

　今村泰二　本邦産水性ダニ類の分霜とその生態　X8万円

　大山年次　茨城，福島における中世代新生代の屡位学的吉植物の研究

　　　　　　12万円

　桜井瞬俊　台地農業の構造変化について　17万円

　小林三衛　『騒有地入会権の研究』　（文人書房）

　　（3）政経学会

　茨城大学政経学会は，法偉，政治，経済，商業に関する理論歴史，実

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　X45
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際などを研究しその成果を発表し，普及を図ることを目的として，文理学

部政経学科の教宮を中心に，目的に賛成する本学学生及び卒業生をも撫え

て，昭湘30年〈W％5＞4月1濤に発星し，機閣誌『茨城大学政経学会雑誌』；

を発刊．間機関誌は毎年1号ないし2号発行され，昭和41年（1966＞まで

に19号が霧行された．ここには主として敷経学科及び経済学科（昭和3S年

以後）教官の研究成果が各号に5編前後収められている．

　　㊧　茨域大学霞ヶ浦・誌浦壊域総禽薪究会

　茨城大学が倉泣十周年を迎えたことを機に，文理学蔀教宮の中から地元

に直結した地域的総合調査研究が必要であるという声が趨こり，昭和32年

（1％の文理学部の教官有志が中心になり，茨城県の援助を得て，茨城大

学霞ヶ浦・北浦地域総合研究会を設立した。同研究会は，佐藤ma己教授を

代表とし，18名の教宮で横成，地学，生物学，歴史学，地理，蓑業経済，

工業，心理学，法学，観光の9部門に分かれ，5か年謝薩で霞ヶ浦，北浦

における総合的調査研劣を行い，その成果は1霞ヶ浦・北浦地域総合研究．

報魯書』（1号～4号，昭和鍍年一昭和37年）に収められている、、

2教畜漫翻
　　（1＞カリキュラム

　　　1）　卒業資格及び学士号資絡の最低単位

　卒業資格及び学ま号資櫓の最低単位を，文理学部発足直後の紹和27年

度（1952）と，宋期の昭和41年鹿（1966＞についてあげると，表2－A～・

Bのとお参である．

　　　　　　　　　　　装2－A（昭和27年nc）

科　　　　目 陣位酬 備

1　一般教育科目 36 9科目
（人文科学） （1の （人文，祉

（社会科学） qの
（自然科学） （X2）

慧　外　闘　語 16 慧ケ羅語以

3　専攻科目 3⑪～魂⑪ 専攻課程の

護　関連科目 18 関連科目申

自然各3科翼）

2ケ羅語以上（英語必修）

専攻課程の科翼中より選択する

関連科目申より選択する

考
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5　自由選択科目 1⑪酎2⑪ 専攻及関連科翼に直接関係のない科目を選択

6　体育科目 （必修）4 する

爵 鴛4 （卒業研究6単位を含む）

表2－B（昭和41年度）

文　　学　　士＼糊目別＼＼

哲心漢国史理文文

学学学学学

外文

国学

経

済

学

士

理

学

士

備　　　　　　考

訓羅
ll1黛 諺鴛 ll12 捲篇 ll12

各系列3科目

教

育目 計1難曝13賎13蔭国36陣目

外　　国　　語 18 1魯 18 18 18
英語1⑪単位独仏語のう
ち1科目＆単位

保麟司4 44μ1雑義及実技各2戦
計　い8158158158158｛

専　攻科　目 36 48 5⑪ 50 嵯⑪

欝騨（卒業研究6単位を含む）

関　連科　目
自由選択科目

3慧 2⑪ 18 1魯 器

計　　　　　絡 容＄ 68 β書 6＄

関連科目は各専攻課程に
定められた関連科目申よ
り選択する
自由選択科目は専攻及関
連外の科目を選捉する

合　計1％11％｛12611％112窃｛

　　　2）講義題目

　各学科の講義題目の昭和27年度α％のと昭秘1年度G％6）分を，文

学科については国文学専攻の，経済学科については経済学専攻の，理学科

については数学専攻のもので擁示するとそれぞれ表3－A～B，表4－A

～ B，衷5－A～Bのとおりである。

　文学科婁国文学専攻の暢合
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X　部局史〔1〕一各学部史

　　　　文理学部授業風景（昭和27年頃）

表3－A（昭和27年度）〔文学課程A（国文学専攻）〕

　（講義題目）

国文学史
国文学特講1
〃　　　　　　2

〃　　　　　　3

〃　　　　　　4

国文学演習1（古代）

〃　　　　2（中世）

〃　　　　3（近世）

国語学

単位

8

4

4

4

4

2

2

2

史（国語学概説）4

国語学特講
国語学演習
中国文学史
中国文学特講

日本漢文学史

中国文学演習1

〃　　演習2

卒業研究

4

2

8

4

4

2

2

6

　（関連科目）

英文学史
独文学史
仏文学史
言　語　学
日本史概説
東洋史概説
西洋史概説
日本倫理思想史

哲　　　　学

心理学概説
社　会　学
美学（美術史）

表3－B（昭和41年度）

専攻科目靴陣攻科則靴｛関連科目
国　文　学

国文学特講

国文学特講

国文学特講

148

史

I

ll

皿

4

4

4

4

国文学特講　W
国文学演習　1

国文学演習　ll

国文学演習　皿

4

4

4

4

英文学史　　学
独文学倫理学
仏文学哲　　学
言語学心理学
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国文学演習　W 4 申　国文学史 4 社会　学
国語学概説（国語 4 中国文学特講　1 4 美学美術史
学史）

申国文学特講　∬ 4 宗　教学
国語学特講　x 魂

中国文学濱習　x 4 入文地理学
国語学特講　璽 壌

中国文学演習　∬ 4 法　　　学
国語学特講　皿 4

卒　業　研　究 6 政　治　学
国語学演習　1 4

経　済　学
国語学演習　難 婆

経済学科二経：済学専攻の場合

表4－A（昭和27年度）〔敷経学科1経済学法学課程（経済学専攻））

（講義題目）

経済原論
経済学史
欧頻経済史
絞　計　学
国際経済学

経済政策
農業政策
娃会政策
財　政　学
金　融　論
商　業　学
商　晶　学

商業数学
経済地理学
簿　記　学
会　謙　学
経　営　学
原価計算
生産管理
憲　　法
政　治　学
行　政　法
民　　法
商　　法
演　　習
卒業研究

単位

4

2

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

礁

4

4

4

2

4

4

6

6

6

2

6

（関連科目）

数　　学
史　　学
哲　　学

地理学
社会学
物理学
心理学
法　　学

x4ge



甑　部局史（1〕一各学部史

　　　　　　　　　　　衷4－B（昭和41年度）

専攻科目1難博攻科目瞳陣連科目
経済原論
経済学史
欧彊経済史
日本経済史
日本経済論
経済政策
農業政策
社会政策
購政学総論
金　融　論
国際経済論
商業学概論
商業学特講
統　謙　学
経済地理学
商　晶　学
簿　詑　学
会　計　学
原価計算
会計監査
経　営　学
経営学特講
財務管理
外国書講読
経済学特講

4

壌

壌

4

護

盛

4

護

魂

4

畷

4

護

蟻

護

4

畷

嬢

4

纏

魂

4

遷

濃

4

憲　　　法
政　治　学
政　治　史
刑　事　法
罠　　法笈
民　　法∬
民　　法皿
民法特講
商　　法1
商　　法∬
商法特講
労　働　法
労使関係論
労鋤法特講
晟事誹訟法
社会学概論
社会学特講
鮭会学演習
社会調査
入文地理学
入文地理学演習
地誌学　E（日本）

地誌学　驚（外国）

地誌学演習
卒業研究

4

魂

4

4

壌

4

4

4

4

4

4

4

4

4

壌

4

魂

4

4

4

壕

4

4

4

6

数　　　学
史　　　学
哲　　　学
物　理　学
心　理　学

理学科二数学専攻の擾合

　　　　　表5－A（昭和27年度）〔数学物理諜程（数学専攻））

（講義題目）　　　　　　　単位　　　　　　（関連科目）

微分積分学　　　　6　　　　物理実験学
実函数論　　　　　4　　　　　力学（第二）
解析学特講　　　　　灘　　　　　力学（第一）演習

微分方程式　　　　4　　　　化学実験

運50



　　ss演　習

微分方程式論

集　合　論
複素函数論
　　fS　演　習

解析幾何学
　　Sf　演　習

微分幾何学
幾飼学特講
代　数　学
　　se演　習

代数学特講
確率論及統計学

力学（第一）

物理実験（第一）

卒業概究

2

4

2

壌

2

復

2

4

4

6

3

4

2

4

2

6

第1章文理学部（旧）

天文気象学
計測・灘量
電気磁気学光学

表5－B（昭肺41年度）

専攻科則難専攻科目戦1関連科目
数学通論
解析学（微分積分学）

，解析学演習

実解析学
微分方程式
微分方程式聴講

集　合　論
函　数　論
函数論特講
積分方程式及変分学

函数解析学
代　数　学
代数学演習
数　　　論

4

6

2

魂

4

魂

羅

壌

4

4

4

6

2

4

近代代数学
幾　何　学
幾何学演習
幾何学特講
確率及統計学
統計学聴講
応用数学
旛用数学特講

数値解析
計灘及濁量
力　　　　学

卒業研究

4

6

2

畷

雌

魂

4

2

2

躍

4

6

物理数学1，m

電磁気特論
量子力学
理論物理学序論

天文気象学概論

　　⑦　卒業生の就職状況

文理学部は翻設以来2563名の卒業生を送り出したが，これら卒業生は，

東京，茨城を中心として，いずれも堅い地盤を築きつつあり，その就職状

r5if



　皿　部局史〔S）一各学部史

溌は表6のとおりである．

表　6

年

度

31

鎗

33

34

35

36

37

3呂

39

婆⑪

41

媛2

婆3

44

農　鉱
林

水

産　　業

建

設

1

3

2

2

1

1

1

11

1

1

6

2

3

7

6

礁

5

1

3

製

造

業

31

35

13

39

33

48

39

魂7

57

36

31

墨8

3⑪

27

禦

兜

葱

究

13

9

13

8

8

1⑪

叢3

16

爆

u
6

22

24

19

金不
融
・動

保
険産

16

20

％

32

騒

35

鍛

33

3⑪

37

32

26

28

26

逮公
撃益

通事

信業

4

3

6

6

4

6

2

5

襲

灘

6

7

5

3

教

育

％

19

25

33

31

27

38

礁3

鑑騒

51

35

2⑪

19

3

gy公障
勢華陰毯

1

3

1

1

2

4

6

凄

3

3

7

18

6

5

7

6

騒

5

5

8

3

7

14

9

U
X7

13

2

1

弱

鴛

4

1硲

6

5

魂

1⑪

購

1爆

1蔭

黛⑪

40

計

1⑪0

14囁

1⑪1

x28

欝3

149

14⑪

M66

w8
欝6

147

i5δ

147

128

計い同鐙1瓢痩岡41囁1嚇＄國6al　1　xx2　1　21⑪12⑪1s

第4節施設・設備・予算

　　　　　　　　　　　　　1　建物・設備

　薪翻大学の発驚に当たり，文理学部の敷地，建物は大学事務局及び教育

学部とともに，糠東部第37部隊跡に置かれることになった．当時ここには

水声市内の戦災を受けた学校はすべて集申していたばかりでなく，日本赤

十字駄茨城県支部や工場，戦災引揚者も収容していたから，文理学部の発

足はこのような戦後処理から繊発したのであるe

　このためザ茨城大学設立期成会」が中心となって敷勉，建物の整備が進

められ，その後も文部蜜閣係予算や地元からの寄付によって漸次建物等の

　Z52



第1章文理学部（擬〉

整備が行われてきた．昭和42年6月薪しく人文学部，理学部が設置される

までの主な建物工事及び設備の充実は表8，9のとおりである．

　　　　　　　　　　　　表7　主な建物等工事

年劇事
昭秘拗膿験鍬築
　　　1化学実験室改築

27

29

鍵

32

33

34

37

39

如

実験研究室敬築

理科教塗改築

経済研究室薪営（寄付）

自然科学実験研究室新営

第1，第2文科研究室改築（寄付）

文理・教育研究室として旧兵舎模様替

薬品庫改修

自然科学研究室新営

実験研究室ガス水道整備

水力実験窒模様替

澗沼購湖実験所（寄付）

自然科学研究室新営

経済研究窒増築

一般教育合併教室新営

文理・教育研究室模様替

生物飼育室新営

自然科学実験研究室薪営（RC－3）

自然科学研魔室薪営（RC－3）

経済研究蜜増築（W－1）

経済研究室劉館新営（RC－3）（寄付）

一般教育校舎新営（RC－4）

灘難蔚営了ンクリー防ッ

　330nf

　743

　99⑪

1，901

　158

　726

x，32⑪延

1，518延

　1e2

　492

　魂1

　634

　x75

　ig8

　950

　12
1，3⑪4

2，5w

　33
　gew

4，372

　20

教育学部共通

教育学部共通

教育学部共通

衷8　主な設備

年度1 設 備 名 金 額（千円）

昭和3勲

　　40

　　41

マイクesフィルム現像器

脳波計

電子管刺戟装置

　65⑪

1，54⑪

525｝
　　　　　　　　　　　

x53，



皿　部局史〔1〕一各学部史

（注）購入緬絡5⑪万円以上のもの

2　学部予算

　文理学部は全学の一般教薄及び語学教育を握当するとともに，文税理

科，政経学科（のち経済学科）それぞれにおける専圏教育を行ってきたが，

予算の面では極めて脆弱な状態におかれていた．昭和35年度以降の校費の

学部配分額及び教蜜配分額を掲げると表9のとおりである，，

　　　　　　　表9　予算配分額の変遷（文理学部）　（校費）

教官1人当り配分単価
年度 学部配分額 教室配分額 備　　　考

鍍馴準実副実 験

35
1　　　　千円
　　　8，49遵

　千円
6，5⑪o

　　円
44講oo

　　円
9δβO⑪

　　円
14β，β⑪⑪ 講師以上

36 9β73 7β80 53β⑪o 115，600 1ηβ⑪⑪

37 1島葡臼o 沁ゆ⑪⑪ 碑，⑪oo 験3β⑪o 蔦7夢謄oo

3＄ 1も33δ lL⑪填⑪ ⑳ゆ⑪o 11島⑪⑪⑪ 17馬⑪o⑪

3融 17，⑪51 欝，13⑪ 8も⑪OO 13も4⑪⑪ 瓢⑪ゆo⑪

40 1　　　18β8⑪ 13，25◎ 85♪⑪⑪o 13も0⑪⑪ 21⑪ゆ⑪⑪

41 21タ612 工も582 9島⑪oo 147，20⑪ 窯3⑪藷⑪o⑪ 1：Lβ瑠。欝

議騒



第2章人文学部

第2章人文学部

第1節　人文学部の歴史的概要

1　文理学部から人文学部へ

　　（1）人文学部の発足

　昭和39年度（1964）以来学部

をあげて審議してきた文理学部

改組が実現し，昭和42年（1967）

6月新しく文学科，経済学科の

2学科構成による人文学部が発

足した。4月発足はなく年度途

中の発足となったのは国会の予

算審議が遅れたためであった。

　人文学部の学生定員は，文学科60名，

経済学科120名の合計180名であり，こ

れは文理学部時代（文学科35，経済学科80）

に比べると65名の増加であって，戦後ベ

ビーブーム期に出生した多数の大学進学

希望者を収容するという社会的要請にこ

たえるものであった。

　人文学部の学科目構成及び教官定員配

置を文理学部のそれらと対比させてみる

と表1のとおりである。学部全体として

学科目構成の見直しが行われたが，特に

文学科においては，教養部の新設に当た

り教官定員の移行が必要とされたので，

人文学部校舎（全景）

人文学部校舎（管理研究棟）
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it　部局史臼）一各学部史

表1
敬　　組　　後

学圏入
II 学

　　定
部岡員

改　　組　　前

学　科　目

教員組織鮮｛

教助講励
教

畢授鞭手
計

竈押論哲学剛1卜
実践哲学幽ll2

1部

学

人，

科

文
1文

一

｝学1

部摩

科

　　　　　　　　　　　　　

理論心理学いド　2i
応用心理学い団レ

H本史学蓋目H2i

文

、東洋史学旨11

及西洋史学

2

理

社　会　学

及人文地理学

k 1 l
i

学

国文紳1「確
国　語　学1
及中羅文学、
　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　

1 筋

英　語　学lmalaill2

英文判朝12i
米文学団　1
独文学嗣準
独語学湘臣
仏語勃明レ

llH

文

学

科

入

学

定

員

学　科　目

教員組織

35

教騨計
畢授1紙鰍

LL｛塑｛⊥27

理論哲学掴目灘

実践暫学沖出
繍心理学1＊：　12

応用心理学11州3

日本史学帥ロレ
東洋史学臨：レ

西洋史帥囲灘
社会学翔ilme
入文地理学一滑ix
　　　　　　l　l　　l　l

国文学幽幽
国　語　学1－1口2

申国文学痘胴
英語学lil2旧3
近世英文倒嫡li3

米文学h遅13
独文学1剛4
独語学幽痢4
鷹報論学蘭日3
獄歎学幽1日4

目～Ll

13・
19　1x822　6　147

門肖呂

X56



第2章入文学部

改 組 後

学圏入

b学
教員組織1

改 組 前

部科

入

文

学

部

1経

済

学

科

定

員

学　科　目
教勘

　教
授授

講助1

　　欝1
師手

12押羅済学MIP
経済a尊FE
繍政策幽津
財政学・金融論爾　2

繍学゜地方経沖1卜

経営学滴業学幽113

会計学目1い2
灘ダ政法゜11…2

民　　法沖臣3
離・蠣痴1田2

誹112d 1・1・1・胴25

学囲入
　　1学

　　定
部科員

文

鯉

学

部

経

済

学

科

8⑪

学　科　目

隊員繊

lllll

教助講

議師
　1

助

手
計

理論繍学lil　＊1　13

経済知州2
経済政策掴撫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　】

商業学11－i2
嚇繍論｝1｛2113

経営郭111卜
会計学幽準
公

法IY　il　xl　13

私　　法搾囲3

18。｛ 川11酬23
twsel　2s　i2sE22H　sls21　lixxsl　2s　273292i701

学科目の整理統合が行われ，史学，語学系では学科目が減少した．経済学

科では，学科必鐙科目の設置，法学系の学科目が増設された．

　一方，入文学部の発足に当たり問題となったのは，学科霞r社会学・人

文地理学」の配置である．概算要求では薪しい経演学科の中にr証会学」

として握幽したものが，文部欝交渉の過程で文学科に移され，しかも人文

地理学との複合学科目とされたのである、このため学内措麗として当分の

問はこれを文学科に所属するものとし，将来は学科目の名称を「社会学」

に変更するとともに経済学科に配遣替することとした（これは昭和M5年度に

実現した）。

　人文学部の教育課程は，文学科では従来の哲学，心理学，史学，国文

学，英文学，独文学の6専攻に加えて，薪たに仏文学専攻が設けられ7専

攻となった．また経：済学科では，経済学専攻の名称の下に経済学，経営
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嚢　部局史（1）～各学部史

学，法学，鮭会学の4鷺一ス舗を設けて，教育課程の多様牝を鐵った．

　このようにして薪しい入文学部では，専攻・＝一ス舗を設けることによ

って，文理学部時代に比べてカリキ轟ラムも豊當になったが，他方では教

養部設躍のために葡学科より教官定員を移行せざるを得なかったという事

梼もあって，授業科目の編成の面では必ずしも十分に薪講想を実環できる

状態ではなかったと書うことができよう．

　従来，文理学部は，専門教育課程のほか全学の一般教育及び語学教育を

撫当してきたが，今織教養部を設躍することによって，教養部が一般教育

課程の全俸を撫当することになった．このため教養部設鍛に当たっては，

文理学部断属教官が中心となって教官組織が編成されたのである．

　教養部設立経過については，教養部の項において詳説されているが，文

理学部内に教養部設立準蝿委員会，一般教育闘題研究委員会等を設けて，

教養部設立に巌たっての基本的理念（いわゆる「島田4原則」）や教育課程や

教官組織の繍成等について検討された．

　しかしながら昭和42年6月に発足した教養部は，全学の一般教育課程全

体を担当するには過少の定員であったため，初期には人文学部がこれを応

援補完する役翻を受け持つことになり，入文学部，教養部双方の教育体鵠

に大きな影響を与えることになったのである．

　　②　文理学部の残務

　文理学部敬組後においても，文理学部に在籍する学生に関する卒業判

定，単位認定，賞罰，退学，休学，奨学生決定などの事項は文理学部教授

会で処理しなければならないが，文理学部教擬会を農々蘭催することは羅

難であるので，入文学部，理学部，教養部の3春閥でr文理学部逮蛍に麗

する覚書」を交わして残務の処理に当たることになった．この要点は各学

部，教養部の谷委貴会において康案を決定し，それぞれの教授会において

原案が認められた擾合には文理学部教擬会からその原案を決驚したとみな

すものとし，もし谷教授会の決定が一致しなかった場合には，委員会にお

いて再度原案を練り薩し，再び各教授会に諮り，なお各教授会の決定が一

敷を見なかった場合には文理学部教授会を開催するというものであった．

ただし重要事項についてはこの手続きによらず，薩ちに文理学部教授会を
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開催することになっていた（昭秘2年5月23日覚書交換）、，

2　学園紛争と学部の対応

　ここでは，昭秘2年，入文学部発建以降における学部内の紛争とそれに

魁する学部の対応を違べる．とはいえ，詑録を見る隈りでは，本主題に蘭

連して述べる必要のある裏栴は贈瀦40年代末以降に絞られる．確かに，昭

和40年代の前半，全国的に生起した学園紛争の潮流は，本学をも巻き込ん

だe学生諸組織の抗争，実力行使，建物封鎖，団交要求といった諸慕件の

発生に全学が揺り動かされた。裏件の性格や規模からして当然のことであ

るが，当時の教授会議事録を見ると，各学部は連携して，統一的に紛争に

対処していた、、各学部の多面的な偲別努力の合成として，紛争とその後遺

症の合理的，民主的処理が実現されたと雷うことができる，，この未瞥有の

環象経過や学部の対応についての書及は，〈薫　総説〉にゆだねること

にし，以下，人文学部内に封象を絞って援り返ってみると，詑憶に鮮賜な

二つの問題が浮かび上がる．

　　紛　鹿閣蘇問題

　学園紛争後の昭瀦masrw47年は，紛争の提趨した諜題，すなわち，大学の

機講・鋼度の敢革に全学が地道に取り組んでいた時期である。教養課程と

専門課程との結合一一一般教育への併任強化，移行基準の改訂など一一，

専門教育の拡充等々を中心とする教育敬革から，学生に対する「厚生補導

組織」の改革，女子寮の薪築を含む厚生福利施設の改善へと精力的に進め

られていった．人文学部では，昭和46年6月の教授会で沖教審答申の批

判的検討」と題して，教育改革の真の課題と方向性について真剣な討議を

行っている．この討議の継続が次第に昭魂48年以降の学部・学科改組の構

想に発展結実していったのである、このように，学圏紛争を契機として取

り組まれるようになった諸翻度の改革偉業が，具俸的に進行していく過穫

で，人文学部は薪たな事件に直颪した．いわ＠る鹿聞研闘題である、

　昭和48年4月，前期授業の蘭始時から，ザ鹿晶蘭楽問題研究会」（鹿聞

研と略す）という名のサークルに所属する学生が，当時，茨城県土地収用

委員会の会長をしていた人文学部木下明教授に，漉島工業朋水道の建設
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に伴う需地の強鑑叡用について話し合う」という口実でM交を強要した．

そのため事実上，醐教授の授業の惇止状態になり，更に進んで，入文学部

教授会も，教育責任のみならず研究者の社会的責任をも追及されることと

なった事件である．

　鹿問研は，学園紛争蒔に教養部を封鎖し，その・後白亜館（学生サークル

棟）を占拠した全共闘系の学生を主な構成員とし，r成田熊行場・鹿島開

発阻止蘭争」の本学でのセンターであった．そのス瓢一ガンからして，収

絹委員会会長の木下教授及び嗣教授を構成員とする入文学部教捜会に麟す

る遼及・団交要求は，ある意味で必然であった．彼等の行動形態の類似性

から，この事件は，入文学部におけるガ学醗紛争』の再発か，と危棋され

た．鹿聞研と，同年5月に結成された入文学部学生自治会との両瓢体に麟

する教授会の対応には菩悩の跡が認められる、

　人文学部教授会は，この年，前述した教育改革の討議及び諸鋼度の改革

作業との脈絡において，7月，f筑波大学法案」の検討蹴びにその強行採

決に対する抗議の意志表明としての教授会声明を公表する一方で，この鹿

縄研問題に対して，9月12日の教授会決議一一①授業再開に尽力する，②

奴用委員会会長としての活勲と薯実の経緯を明らかにし学生の理解を得べ

し一から10月24臼の学生との団交を経て，11月の事態収拾に至るまで，

連日，会議と学生交渉をもって誠実に対処してきた．以下に示す教授会の

基本見解は，親在でも，人文学部教官の銘詑しているところである．ヂ大

学教官が自らの責任において歓会的活勲を行うのは自由であり，教授会は

これを慣行として承認している、しかしながら，この社会的活動は，本務

に支障のない範囲に隈られるのは当然であり，また，専冊的知識に基づく

ものであると周時に，地域建戻の福祉に役立つべき内容であらねばなら

ず，さらに教授会の構成員および学生の信頼と理解のうえになさるべきで

ある」（昭和48年憩月3臼教授会決議より）

　この鹿間研問題自体に魁して，及びそれに濁連して学生測がつとに提趨

した「産学協剛批判に対して教授会のとった対応には，以前の学園紛争

と異なって，大学教官自身の教育責任一学生の学習権の保障責任一一一と

概究のあり方を，歌めて吟昧せざるをえないような性格が篠っていたと言
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える。また，本問題での学生（含自治会）と教授会との争点も，本質的に

臆，大学教育の改革の是雰をめぐるものであって，以前の学圏紛争が提起

していた事柄が時期をずらして，ここに具体的に現患したのである，、木下

教授は，昭湘49年4月16日付で筑波大学へ配置換となった．

　　②　自治会公認問題

　昭魂48年5月に結成した人文学部学生自治会は，発晃薩後に，鹿問研問

慰に遭遇した．組織的に，迅速に簡題を処理するだけの俸舗が整っていな

かったという理由だけでなく，この問題の内容的測面一一大学教官の教育

乏研究の社会的責任を明確にして，必要な改革を追求していくということ

一一，また，外的な現象面一サークルド鹿閥研」所属学生による実力行

使の発生一からしても，学部外の学生（含自治会）と連携して問題に対

処していかざるをえなかった。この連携の延長上に，茨城大学学生自治会

連合の結成（昭秘9年5月）が行われ，入文自治会も撫盟綴体として学部内

のみならず学部外でも，公的闘係に参与していくこととなった。しかし，

一　fill｝li：t生自治会連合という翻体が大学の公的機関との闇で，正式の公的な交渉

翻俸という資格を有するためには，諸撫盤団俸の各学部教授会によるザ公

認」が不可欠の要件であるとの見解が出されて，ここに，人文学部でも，

学部教授会と学生自治会との基本的争点me公認の諾否問題が生趨し，この

5年間，濁者間に一致を見ることができなかった、，

　欝うまでもなく，公認問題の処理は，大学自治における学生の主体的位

鐙をどの程度まで認識するかということに依存しており，また，公謙の効力

X｝9どの範囲まで及ぶのかという問題も含んでいて，この5年余の両春間の

協議は，かつて全圏的に生趨した学園紛争の根本要因を一歩一歩克眼して

いく営為という意味を有していたと讐える．かかる齪議と壷行して，教授

会は，公認の内実づくり，すなわち，学生自治会の主張する公認の効果な

るものを実質的に実規する努力を払ってきた．交渉要求に封する誠実な潟

1応，学生自治会の意志の尊重，教育内容の敢善及び教育俸舗逮営について

の共嗣討議等々。学生自治会側は，当初，学園紛争の影響の色濃い主張

一一egk生も大学自治の対等な担い手である，学部協議会の創設，対等な交

渉能力を有する団体として教授会と直接交渉を意味する団交欄度の設定，
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等々一に箇執していたが，次第に，学生の意見と要求を適正に実塊する

ために必要な爾者聞の関係作り丑びその講度化に聴換して，実質的な共羅

的教育体剃運営の担い手になりつつあると醤える。

　追詑

　　本件公認問題は，昭和茄年3月3日の教授会で，次のような形式でひとまず結

　着した。「人文学部学生婁員会は，人文学部学生自治会との従来の交渉経過と慣

　行をふまえて，人文学部学生自治会を承認する。」承認主体を学生委員会とする

　ことによって，教授会の闇接的な公認という効果を生ぜしめたわけである．問題．

　は，このような形式が実質をどこまでカバーし得るかということであり，それは

　将来の運用にゆだねられたと書えよう．

3　学部将来謙薦と学科教総

　　〈1＞学部改組の機選と改総の方向

入文学部の文学科と経済学科が，それぞれ人文学科と証会科学斜に改縫．

されるまでの経過は，ほぼ次の4期に分けることができる，，

〔1）

綴〕

〔鶴

〔N⊃

　ここでは，

　昭和42年6月にヂ文理改紐」により薪たに発足した人文学部は，その

後順調に整備を進めて昭和45年には完成年度を迎え，引き続きその内容

の禿実と取り組むこととなったが，拡充・整鐘の方晦としては，当初，

ザ法学科」の新設が追求されていた。こうした寮情は，小林三衛学部畏及

び市村正二学部長の妊期中における概算要求の重点が，r法学科」の薪設に

琶かれていたことに反鋏されている，，しかしながら，この段鱈における文

部雀の法学系学科・学部の薪設要求に対する姿勢は厳しく，本学部も昭秘

45，46，47年の3か年にわたって「法学科」新設の概算要求を行ったが，

その実鏡には至らなかった．このような状況のなかで，学丙的には肖多職

統合問題」やヂ教養部教革」の遜展，学外的にはr筑波大学閣題」から波

文理改組に伴うひずみ是正検討の時期（昭和42年～護7年）

人文学部歌組検討の時期（昭和貯年rw48年）

経：済学：科教総による社会科学科実現濠での時期（昭和48年～5⑪年〉

文学科敗組による人文学科実現までの蒔期（昭和49年～53ff）

　　まず，証会科学耕実親までの経過について述べる．
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及した「大学敢革」論議の高揚などの影響を受けて，入文学部の鉱充・整

備計顧についても再検討の機運が醸成され，薪たな学部将来計画の策定が

要請されることになったのである．

　　　　　　　　　　　樗来計霞に鮒する学部内の関心を高める薩接的契
　人文学専攻窟の設置
　　　　　　　　　　　機となったのは，昭和47年に提出されたr昭和48

年度概算要求書」において，従来のY法学科」薪設と並んで「専攻科」の

薪設を要求したことであった、この専攻科闘題に取り組むため，学部内に

は教官6名で構成される「懸来誹醐委員会」が組織されていたが，そこで

の検討結果を踏まえて，薪設を要求する専攻科は，人文科学系と投会科学

系とに分離せず，Y人文学専攻科」として一本㍍することになった．これ

1によって既春の文学科と経済学科との教育面における連係の強北を鑓ると

ともに，専闘教育の水準を高めることをも期待されたのである．この専攻

1科の薪設要求は，幸いにも認められるところとなり，昭和48年（1973）4

月1日をもって，修業年隈1年，学生定員1⑪名のギ入文学専攻癬」が設置

されることとなった。したがって，この時期の学部敬革は，既存の文学科

と経済学科の2学科構成を蘭提としつつも，学部終了段隠のr専攻科」に

おいて，いわば「上から」，岡学科の連係と協力の俸鯛を強化することを

ねらうものであった．

　　ザ中闘学科」講　昭瀦47年1蝿には，関学長の死去に伴う後任学長とし

　想とその不講　て市村学部長が選出され，薪学部長には木戸田四郎教

授が選出されて，大学・学部とも薪しい陣容を構えることとなった。しか

し，学部敬革は引き続き推逢させるべきものとされ，木戸田学部長は就任

皐々，学部改革への精力的な取組みを溺始し，将来計画委員会は学部改組

の試案として，実質4種類の敗紐案を呈示するに至った．すなわち，入文

学部を，文学科，経済学科及び法学科の3学科へ改総する構想（A案），認

じく文学科，経済学科及び証会・心理学科の3学科へ改紐する構想（B案），

また入文学科，純文学科，経済・経営学科及び法律・政治学科の4学科へ

敬紐する構想（C案），更に文学科，人文学科及び経済学科（又は社会科学

科）の3学科へ敢組する構想（C／案）であったkこれを受けて学部内の敗

灘論議はにわかに高まり，わけても議論の焦点となったのはα案であった
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から，そのヂ人文学科」を構成するとされた哲学，史学，心理学及び祉会

学の各教室の去就が注目されたのであった。

　弛方，かねてよリカリキ識ラム改革の必要性を主張し，また地方大学の

貧困な研突条件の下で，いかにして研究者として自立していくための条件

を確保するかについても議論を深めていた，主として経済学科の若手教官

層も，改癒問題の検講を進めるなかで，改組を通じての研究・教育条件の

改善を企図し，その具体案としてr経済学科若手教官による改組案」（通称。

8人委員会案）を提案するに蓋った。このヂ8人委員会案」は，cs案の志海

を更に徹底させて，人文学部を第1，第2及び第3人文学科の3学科の構1

成にして，特に第2入文学科に既存の文学科と経済学科とのrつなぎ」の

役劇を担わせて，学部としての研炎・教育の膚機的連関の強化・・総合化を

鐵ろうとするものであったeこれらの譜改総案のうち，「8入委員会案」

が，経済学科会議における承認を受けた後，学蔀教授会の審議に付された

が，文学科から異論が出され，学部としての合意を得ることができず，か

かる方向での改組はひとまず不謁に終わった．しかし，当蒋の客観的状況

は，次項で見るように学部規模での改組構想をこのような結末のまま赦置

することを許さなかったのである．

　　｛2）経済学科から穀会科学科へ

　　　　　　　　　　　　昭和48年3月ごろから本格化した「巾閣学群」
　「塊域鮭禽論」の堰設
　　　　　　　　　　　　薪設による学部改紐の横想は，経済学科では承

認されたものの，文学科の強硬な反魁によって，学部としての合意の形成

までには至らず，概算要求は再び学科レペルの検討に移されるかに見え

た．しかし，当時の鮭会状況を反映して，文部省は各大学の概算要求に対

しては，ヂ大学改革」の推進に資するものであることを前提条件とすると

の強い意向を表明しており，本学の要求に対しても，ゼ大学改革及びこれ

に伴う大学の整備・充実に関する具体的構想並びに進捗状況についても説

明を求める」方針であることが判明した．こうして，将来の構想」又は

「将来に対するビジ遡ン等」の背景を持たないような単純な学科目増設は

要求し難い状況が生まれていたのである．

　入文学部教授会は，こうした事態に対応するため，48年6月，「人文学
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部拡充試案」をまとめ，「今後は学部の拡大充実を図るとともに，学部の

学科構成・カリキ轟ラム編成に改革を加えて研究・教育上に学部の一体性

を強化」する方針を確認しつつ，入文学部にゼ詮会関係学科」を薪設する

ことを暫定的に表明して，薪学科の性格，教育目標，構成等を量示し，更

に50年度概算要求に晦けての検討を継続することとした．このような経緯

のなかで，経済学科の当面の概算要求としては，交渉の余地を残しつつ

も，r鮭会福鮭論」の学科目増設を提出することとした．

　学部長・事務局を介しての文部省との折衝のなかで，学科目増設が実現

しそうなこと，増設する学科目としては当初のr社会福祉論」よりも，も

っと広領域をカバーしうる「地方自治論」，ヂ地域社会論」あるいは「社会

調査論」などの総合的・複合的学科目の方が実現可能性が高いことなどが

判明するに至り，要求学科鼠をr地域裁会論」（教授III名，助教授1名）に

改めた．

　幸いにも，この「地域社会論」要求は，受け入れられて，49年4月から

閣講される運びとなり，人文学部翻設以来初めての，学科目増設が実現し

た．学蒋改組はこれを布石として更に維進することになったのである．

　　　　　　　　　　　学科敬組の窟石としての「地域歓会論」の増設が
　社会舞学科への改組
　　　　　　　　　　　実理するという状溌を踏まえて，48年11月ごろか

ら，再び改組をめぐる論議が白熱化した，、特に，この段階になると，改組

は経済学科の枠組の中で構想することが確定的となったこともあって，既

存の4教室闇の利害関係が鮮明となり，他方，若手教官層の活動も再開さ

れ，また多数の教官がそれぞれの「私案」を提案するなど，正にr百家争

鳴」の観を呈した。こうして，学科内の改組論議は，第2幕に突入した．

　改組をめぐる論議の背景には，学部規模の敬組をめぐる論議が行われた

時期から引き続いていた二つの志向があった，、第1のものは，概存の経濱

学，経営学，法学及び挺会学の4教室く　…　一一ス）覇の存続を謡握として，

相互の関連を強北しつつも，偲劉教窒の鉱充・整備を図ろうとする志向で

あり，その具俸案としては，f法学科」薪設案，偶刷教室の拡充のための

学科蟹増設案などが構想されていた。第2のものは，既存の4教室（濃一

ス）制の再編を伴いつつ，社会科学諸分野の有機的，総合的関連の強化を
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図ろうとする志向を持ち，その具俸案として，r社会閣係学科」案，　r総合

コース」設琶案などが構想された、これらの相異なる志向の廣流には，近

年の多様牝した鮭会理象の解明のための境界学悶領域の泣置づけや地方大

学の独自的な機能などをめぐるr学問論」，r大学論」が横たわっており，

容易に決着を見るような問題ではなかったが，しかし，議論は一定の毅隠

で集約されて，概算要求として具体化されねばならないものでもあった．

　この集約と異体化の遍程は，萌けて49年1月単々から蘭始され，露月宋

までに，ほぼ「教親」案灘薪学科の骨格が決定されfex　，，すなわち，①薪学

科の名称は，社会科学科とし，学士号はヂ筏会科学士」とする．②学科は

3雛一ス編成とし，ギ経済・経営躍一ス」，「法eek　＝　一ス」及び徽会学」を

中心とするr社会科学総合慧一ス3とする．③薪規増の学科目数は，r諸

般の事情」より椎して7学科目を目途とする，などであった．このような

原案をもって，文部欝との折衝を進めるなかで，3コース鋼を，ヂ経済

学・経営学：Xl・一ス」及びr法学・紙会学コース」の2：x一ス劇に改め，ま

た薪規要求の学科目を「現代経済論」，r経営学簸」，ヂ社会科学方法論」，

r社会調査1・情報科学」，r敷治学・国際関係論」，　r枇会保障法・労簡法」，

競代鮭会論」の7学科目とすることとし，更にカリキ轟ラムの編成作業

を進めて，4月下旬にはr昭和50年度概算要求書」としてまとめ上げたの

であった。

　こうして，概算要求擬出後も文部省との折衝が継続されるなかで，改組

案の詳細が煮つめられ，49年11月時点にもなると，予想される学生増の輻

に紺応した学科目要求案の検討まで求められたことから，撒紐」の実規

は確実視されるに至っていたが，ついに50年1月の政府予算案の決定によ

り，経濱学科敬組灘投会科学科薪設が確定したのであった．最終的に萌ら

かとなった敬組の規模は，4学科目増，学生定員65名増となり，当初の要

求よりも著午縮小されていたが，この閥，学内はもとより地光からも漿知

事，県教育長等の籔への積趣的な麟きかけがなされ，地域社会のこの改紐

に対する期待の強さがうかがわれた．表2は経済学科と社会科学科の学科

翼対照表である．
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第2章入文学部

衷2　経済学科と社会科学科の対照表

旧

網 教官定員

～
講座又は学科目 教助助

教 計
部科§

授授 手

理　論　経　済　学 1

｛1 113

経　　　済　　　史 1 1 1 3

経　　済　　政　　策 1 1 2

入
財政学及び金融論 1 1 2

統計学及び地方経済論 1 1 1 3

文済
経営学及び商業学 1 1 驚

会　　　計　　　学 1 1 2

鮭　　　会　　　学 1 1 2

学学 憲法・行政法及び政治 1 1 £

学

罵　　　　　　　法 1 1 1 3

部科 商法・労働法 1 1 2

地　域　社　会　論 1 1 驚

（注）

計 ｝12剛28

（注）昭和49年壌月増設．

学

部

入

文

学

部

学

科

社

会

科

学

科

環

ス

新

講麿又は学科目

　く

経経　　済　　史
警弩繋マーケッ

経経　済　政　策
営財政学及び金融論
営労鰯経済論及び地方経
〒済論

ス経　　営　　学
　会　　　謙　　　学

1社会科学方法論
1法

学

社
会
学
ほ

　

ス

1教齪員

教鋤瘍

轟計
瞳論経済劇ぬ｝113

田

社　　　会　　　学
続会調査・鮭会福祉論

憲法・行政法及び政治
学

行政学・社会保障法
属　　　　　　　法

商法・労働法
地　域　社　会　論

　　　計

xi　11

111
3

2

ll　1　黛

111陰

iほ｝に

惣
り｝13

1∵
ll　1　12
1｝1113

薫1i　13

鋼2
16161042i

l　　l　l

　　③　社会科学科の充鍵と学部翻設への展鍛

　昭和50年4月をもって発足を見た社会科学科は，その後順調に整騰が進

み，昭瀦53年度には完成年度に達して，その卒業生も概に2期生までを挺

会に送り出すに至っている．薪学耕が，「鮭会親象を総合的に把握する能

力を養い，激動する経済，社会情勢に創造的・発展的に対処しうる入材の

養成」を教育目標として設定したユニークなものであったことから，学外

からも柱目されるところとなっており，國立大学の人文鮭会系学部の敬紐

パターンの一つの典型として，r茨大方式」と呼ばれているなど，旧帝大
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系大学のように羅会科学系譜分野を細分窺しない構成をとっているところ

に特色を持っている．

　薪学科は，iff経済学稗と銘較してみると，学科目数において45％増の16

学科目，教官定数（助手を含む）において50％増の42名，学生定数におい

て70％増の1学年205名となっており，研究・教育の単位としては，，既に

障部」を構成しうるほどの規模に達している（ただし，IH経済学科におけ

るr地域社会論」の増設を改組の一環として算定する）．こうした客観的な状溌

の下で，証会科学科の一罵の発展のためには，これを現在の入文学部から

分離・独立させ，薪たに「駄会科学部」として編成替えすることが構想さ

れており，既にそのための準備作業も開始されている，、例えば，現准の挺

会科学科の教育体系が，当初のねらいをどの程度まで実現しえているかに

ついての調査・研究などがそれである．その巾闇報魯は，r昭和53年度文

部雀教育改善経費」による『教育改醤プ19・ジ鑑クト報告書』及びヂ識会料

学教畜と学生の意識」（茨城火学『政経学会雑誌』，雛1号）としてまとめら

れている，、このほか，学科蒋来謝醐委員会の専門部会においては，学部構

想具体化のための調査・研究なども進められており，近い将来に予想され

る「社会科学部」の翻設に備えている、、

　　〈4）文学麟改継に驚る経過

　①　複合学科目の分翻拡充を要求した時期

　入文学部の発昆によって，文学科には複合学科目ができた．複合学科目

は，領域の異なる二つの学科目が1学科目を形成しており，教官定員も少

なく，研究教育上支障をきたすことが多い。したがって，人文学部の発足

以来，概箕要求は専ら複合学科目の分割拡充であった．要求された学科目

　　　　　　　　表3　複合学科目の分劉拡充の概算要求案

分割拡充すべき観合学科霞

東洋突学及西洋史学

国語及申騒文学

仏語学・仏文学

その弛（哲学の充実）

要求学科9

西　洋　史
中国語学文学

仏　語　学
臼本思想史

教　官　定　数

教　授　助教授

1

1

1

1

要求順位

1

2

3

壌

x68



第2章入文学部

と定員及び順位の一覧表を示すと衷3のとおりである，，

　しかし，この線にそった概算要求が認められたのは，琢罫n52年の中国語

学文学（教官定数＃教授x，助教授1）だけであったe

　＠　文学科改組案検討から実現までの時期

　文理改組のひずみ是正型の概算要求は，文，経済両学科ともほとんど実

現されず，概算要求のスタイルを変えなければならないという認識が生ま

れた。昭和47年から48年にかけては，両学科を含めた人文学部全体の改組

案が検討されたが，文学科は経済学科に比べてどちらかといえば消概的で

あった、48年後半からは，経済学科単独での社会科学科への改組が検討さ

れ，概算要求が擬出され，49年には鮭会科学科への教組が承認された．

　このような状況のなかで，r文学科はこのままで良いのか」という意識

が生じ，49年6月に文学科蒋来構想有志懇談会ができ，文学科改組につい

ての検討が本格的に開始された、

　文学科改紐案検討から実硯までの経過は，文学科将来構想有志懇談会に

おける検討の時期（49年6月～10月）と，文学科将来計画委員を中心として

の文学科全諏における討議と概算要求の挺出から実麗まで（4＃年U月～5黎年

末）に分けられる．以下，それぞれの蒔期において検討された主要な事橋

について述べる、，

　（41文学科樗来梅想有志懇談会における検討

　昭和49年6月12日に第1圃の会合を持った文学科蒋来構想有志懇談会

（以下「有志懇談会」と略す）は，作業課題及び手順を次のように決めた、

　〈作業課題〉　従来の不完全学科目の補充という線を越えて，将来は人

　　文学部（仮称）として独立するという展望の下に文学科の揺来を抜本

　　的に検討する。

　〈作業手順〉　伜業は次の3段階で進める．

　　第1毅漕：a　文学科教官の意見聴取

　　　　　　　b　他大学の資料収集

　　第2農階：資料の整理

　　第3鞍階：樗来計画案の作成

　昭和49年6月から11月までの間に8回の会合を瀾き，有志懇談会の意見
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を次のようにまとめて，11月7日の文学科樗来計爾委員会に提串した．

　文学科の構成：学科を人間科学＝一ス，日本・アジア文化ew・一ス，欧米文化ee・一

　　スの3繋一スとし，学生は欝一ス又は専攻のいずれかに所属させる。

　灘一ス髄に分ける理由：従来の7専攻に分けての教育は，専門教育という員的を

　　果たすには良い紐織であるが，大学の大衆化，推会の要請や学生の意識の多様

　　化に対応するためには，専門教育と同時に総合化の方向での教育も必要である

　　と考えられるからである．

　1麟1文学科全体における検討と概算要求の提出から実現まで

　昭和4gifのU月以降，文学科の霧来誹翻は，文学科蒋来謙爾委員会を申

心として，文学科全僚で検討されるようになった，、検討された主な点は，

各＃一スの学科目の配分，従来の専攻・教室が複数の灘一スにまたがる場

合の学生指導と教室運営のあり方，コース捌を生かすカリキ轟ラム（総合

科目）等であった、，また，常に問題にされたのは，教養部との閣連であっ

た．この点については，大学全捧の改革構想の中で，教養部解俸が打ち鑓

されたこと，教養部の語学・入文学系と人文学部の文学科を読合しようと

する空気の存在等によって，将来計画についての人文・教養合同会議を作

って，その講整が図られた。更にこの点で触れておかなけれぱならないこ

とは，プ雛ジェクトチームによる検討である。一つは文部省から助成金の

交付を受けた入文学部と教養部の教官によるr入文学部・教養部における

教育課程等の改蕃」を検討するチームであり，もう一つは，教養部，入文

学部及び教育学部の教官による「茨城大学における外国語教育の改善」を

検討するチームである．いずれも代表者は人文学錦の赤尾憲一教授で，前

者は昭漁52年3月に塗茨城大学人文学部・教養部における教育課程等の改

善に闘する調査報魯』，後老は昭和53年3月に『茨城大学における外麟語

薮育の教善に闘する調査報皆』をまとめた，、

　これらの検討を踏まえて昭和52年度に提出された昭和53年度の概算要求

が承認され，昭和53年度から入文学科が発足した．入間研究ロースの名称

が基礎・此較文化欝一スになったこと，コースの下にfi本文化論，アジア

文化論などの，從来の学麟翼が幾つか集まった大学科目を置いたことなど

が，初期に考えられた案と異なるところである．
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　　⑤　人文学科の発足とその前後の比較

①　研究教育組織上の変化

研究教育組織の変化は，文学科と入文学科の構成を示した表4を見れ

ぱ，一目りょう然である．文学科が七つの教室（専攻）によって専門教育を

目指していたのに紺して，人文学科は謙一ス鋼を取り，専門教育だけでな

く，広い領域にわたっての総合教育を目指しているところに最大の特色が

ある．

表4　文学科と入文学科の構成

　　　文学科の構成

哲 　理論哲学学

　実銭哲学

心　理　学
理論心理学
応用心理学

史
　日本史学
学東洋史学
　西洋史学

国　文　学

国　文　学
中国語学・中羅

文学

国　語　学

　　　　　英　語
英　文　学英　文
　　　　　米　文

学

学

学

独　文　学
独　文　学
独　語　学

仏　　文　　学　仏文学e仏語学

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

烹

l

ma

2

1

1

1

1

k

1

1

叢

　ω
外国人

1

3

魂

5

4

5

3

2

（3）
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人文学科の講成

慧一ス 学科目 教　育　内　奪
教員（54年度の現員）

教授1助獺隣師拗手庸

基灘
礎1毒ス

比
較
文
化

｝｛人闇科

学論

認　知　理　論
動　　　困　　論

入　闇理解論
社会行動論

3 1 1

窪　　　　5

比較文

化論

文化　人　類　学
博　物　館　学
国　際　関　係　論

驚 2

日本文

化論

目本古代中世史
日本近世近代史
日　本　思想史
翼本古典文学
日本近代文学
国　　　語　　　学

1 3 慧 蔭

アジア

文化論

ア　ジ　ア　史
中　国　文　学
申　　国　語　　学

蓋 £ 3

灘一饗

　　帯鰻ム
ツノ、鐸麟

西　　洋　　　史
西洋古代中世暫学

西洋近代哲学
西洋現代哲学
ド　イ　ツ　文　学

ド　イ　ツ　語　学

フランス文学
フランス語学
フランス文化・薯梅

3 2 　　　　黛

　①
外国人

　　　　駐

英米文

化論

英　　文　　学
米　　　文　　　学

英　　語　　　学

3 1 1 5

②　カリキ。。ラム上の変化

人文学科は，・一ス卒業と専攻卒業という二つのタKプの卒業生を祉会

へ送り出すわけであるe専攻卒業の場合は，従来の文学科の場合とほとん

ど変わらないが，灘一ス卒業生の場合は，卒業研究を必修として課さず，

できるだけ広く学ぶことを求めている．ただし，藪組の主要な目的である
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総合教育の実を挙げるために，鷺一ス履修専攻履修の甥なく，すべての

学生に，所属するV一スの総合科目が必修として課されている。このこと

は，教官の共圃研究を購提として成立するものであり，総合的研究と教育

の実践の核になっている、事実，改総後，総合科目運営委員会が設麗さ

れ，後述するような共同研発，講議公開講座が実施されている。

　　⑥　薪人文学部への構想

　社会科学科が学部として独立すれ薮，入文学科も学部として独立するこ

とは明らかであり，このことについては，人文学科を構想するときから射

程に入っていたわけであるが，現在のところ各＝一スの不十分なところを

補うことと，総合化の実をより一一ee挙げることに主眼をおいて，薪入文学

部の構想を検討申であるe

第2節　人文学部の組織と運営

1組織・機溝

　　紛　学科，コース，教宮定員

　昭和54年度現在，人文学部の学科組織は，人文学科と挺会科学科とから

なり，人文学科には，基礎・比較文慮，日本・アジア文化，獣米文化の3

3一ス，凝会科学科には，経済学・経営学，法学・社会学の2コースがあ

る。そして，入文学科では6大学科目，社会科学科では16学科目がそれぞ

れ閑設されている．

　人文学部発足以降の教官定員の変遷を表示すれば表5のごとくである，，

　表5の教官定員の変遷表からも推測されるように，文理学部改組以後の

入文学部の研究教育組織は，昭和5G年代に入って大きく変容している。前

飾で既に述べられているように，この変容は，爾学科の改組の結果にほか

ならない。昭和40年代の高度経済成長政策の一環として組み込まれていた

Y理工学部重視」という大学政策の一般的傾商のなかで，あるべき学部の

実現を目指して，単に定員増，施設拡充などの条件整備追求だけでなく，

歓会構造の変化に照応した教育研究の充実〔対象・内答の総合的把握）を

追求してきた人文学部成員の努力が，既述のような両学科の紐織拡充に結
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表5　教宮定員の変遷

学 科國嬢3擁糾菊｛47148糾細岡53掴
入　文　学　科 1

教　　授 u 詑 烹4 1喋 烹4 14 1婆 1護114 15 16 薫6 雛

助教授 13 13 蓋3 鷲 u 11 11 慧 11 m
烹⑪ 1⑪ 8

講　　師 灘 1

助　　手 1 1

計 27 27 慧7 25 25 25 ％ ％ 25 黛5 黛6 26 灘9

社会科学科
教　　授 8 9 儲 11 11 11 11 鴛 12 1礁 15 16 媚

助教授 8 8 9 11 篇 慧 11 鴛 鎗 14 15 16 16

講　　師 1 1 悪

勘　　手 1 1 壌 4 礁 壌 礁 4 爆 魂 6 欝 1⑪

計 18 19 23｝ 2蘇 黛嚇 £6
黛岱　器｛2＄　

32 3お 《2

注簿両学科はそれぞれ，文学科から人文学科（昭和54年度）へ，経済学科から社

　会科学科（昭和5⑪年度）へと，改秘している．

実されていると書うことができる，、

　この薄学科の教総による既述の教育蘇究紐織の確立に釜るまでは，昭瀦

49年度に当時の経済学科で「地域証会論」の1学科目増，昭湘52年疫に当

蒔の文学科でr中国文学」の1学科目増が，目立つくらいである，，したが

って，それ以鋤は，文理学部教組に伴う学部内の教育蘇究俸系の整備期で

あったと特色づけることができる、

　　②　事務機構，事務蜜の驚員

　昭和54年度理鹿の入文学部の婁務機携を示せば表6のごとくである．

表　6

巨：華ヨー［璽Il　illlil　liiヨー一

一 庶務係長　　係員　4名

一一一1　会計係長　　係員　4名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

一 教務係長・　係員　3名

一［聾亟1係即名
人文学部発足以降の事務官驚員の変遷は表7のごとくである．

x7礁
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表7　事務官定員の変遷

職　　　　種 i4214344145｛46団農8149 5⑪同52｛53154

事務官・技官
事務員・技能
員

5同56同6同616同61βい行
　8

判1111同1同　　　1止⊥⊥疸L
技官・技能員
事務官・用務
員

31黛2｛1｛蝦い
8 8 ヨ 1⑪ 11

行
　仁⇒

6いい回8い181
　9

計「二T司小7 17｛1嚇1坤咽晦｛16レ小
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和騒年5月31日現在）

　事務機構の中で，学生係は昭和51年度に設麗された新しい係である。煎

年度の学科敬組（社会科学科の実競）に伴う大纏な学生定員増及び経済情況

の悪化によって函難になりつつあった学生の就職状況に対処するために増

設された。

　人文学部発足以降，事務官定員の総数にほとんど変化がないのは驚きで

ある．この間の教官定員1．6倍増，学生定員1．75借増と比較すれぱ一層そ

の感が強い．しかし，実態としては，総定員法による定員劇減と敬紐など

に伴う定員増との相殺現象の展開として変遷があることに注意しなければ

ならない、ということは，改組を通じての定貴増への尽力が間断なく伏在

していることを意昧する．

　　③　学生の驚員（学科，専攻溺）

　人文学部で入学を許可する学生定員及び昭和54年5月31H現在の在籍学

生の内訳を学科・＝一ス・専攻別に示せば表8～1⑪のごとくである．

　　　　　　　　　　　　　　　表　8

人

学
科

定
員

○
名

一ス 1専 攻睡囎馴在籍戦数
文基比化ス

礎較・・

・文1

翼アス
本文
・化

ア3
ジ1

心理学専攻

史学専攻

史学専攻

哲学専攻

国語学国文学専攻

申国語串国文学専攻

2⑪

4

12

4

12

8

26

5

13

1

12

3

n5
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欧㌶蝉轍
米

1文
1化
　羅
　　　　蒐

哲学専攻

独語学独文学専攻

仏語学仏文学専攻

英語学英文学専攻

4

鴛

鴛

14

20

9

9

暮

3

蔦

小 欝
me　i

102

表9

縛　　攻 1舗姦囎13轍在籍 4年次在籍 過年次在籍

文
学

哲　学　専　攻
心理学　専　攻

912 512

3111黛 癒6

移 史　学　専　攻 蔦 18 蔦 葡

入 国　文学　專攻 1黛 13 1⑪ 3

学
定 英文学専攻 12 13 17 1

員 独文学　専攻 9 1 1
　

七
〇

仏　文学　専　攻 嚇 3 7 3

名
小　　　　　　欝

751
65 65 灘9

注：昭和53年4月1欝に発足した人文学科では，学生のx一ス・専攻所属が2年

次から肴われるので，表＄に示される在籍学生数とは2年次学生の所属内訳で

ある．

　　　　　　　　　　　表　1⑪

鮭定
会員
科二
学○
科五
・名

入
学

一ス 陣 刻蹴舗14轍在籍瞳軟備
経済学・経

営学＝一ス

法学・赴会

学＝一ス

経　済　学
経　営　学
法　　　　学

社　会　学

40

22

8x

51

481

劉
x8

6

65

＄7

x8

悠

小 計
ag4　1

玲⑪ ＄8

瀧糞　社会科学料の場合，必修髄のゼミナール鋼度を採罵しており，学生のゼミ

ナール所属の結果を通じて，専攻鋼，XX・一一ス別の学生所属数が算出される，、　xe

一 スごとの入学定員は定めていない．

x7ff
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2運営組織

　　①　教　授　禽

　人文学部の運営は，茨城大学学則の定めるところに従ってなされるが，

管理運営の具体的機闘としての入文学部教擾会に関しては，人文学部教授

会規則がその組織及び権限を詳細に規定しているe次にこれを掲げる。

　　　　　　　　　　　茨城大学入文学部教授会規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒襯年胡粉

　第1条　この規則は，人文学部に遣く教授会の組織，所掌事項及び運営等につい

　　て定める。

　第2条　教授会は，専任の教授，助教授，講騨及び助手をもって組織する．

　2　教授会が必要と認めたときは，構成員以外の職員を出席させることができる．

　第3条　教授会は，次に掲げる事項を審議する、，

　　ω　学斜及び学科目に関する事項

　　⑫）教育課程の編成に関する事項

　　〈3＞学生の入退学及び卒業の認定に関する事項

　　（の　授業及び試験等に関する事項

　　㈲　学生の摩生補導に関する事項

　　⑥　学生の賞罰に関する事項

　　・ω　諸規則の制定及び敗廃に関する事項

　　・⑧　教員の人事に関する事項

　　く9）学部長候補者の選出に関する事項

　　⑳　予算に関する事項

　　⑪　その他重要な事項

　第4条学部長は，教授会を招集し，その議長となる，

　2　学部長事故あるときは．あらかじめ学部長が指名する者が議長の職務を行う．

　第5条教授会は，毎月1園開くものとする、ただし，必要がある場合には臨時

　　に会議を開くことができる。

　第6条教授会は，講成員の5分の3以上の出席がなければ会議を開き議決する

　　ことができない．

　2　議事は爾席者の過半数をもって決し，可否同数のときは議長の決するところ

　　による。

　第7条教授会は，専門の事項について必要があるときは，委員会を鐙くことが

　　できる。

　2　前項の委員会の組織及び選営については，別に定める，，
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　第8条教授会の庶務は，事務部において処理する．

　第9条　この規則に定めるもののほか，教授会の蓮営に関して必要な事項は劉に

　　定める，、

　第1⑪条　この規劉の改蕉は，教授会の議決による．

　　　　附　則

　　この規購は，昭和ce　k＃　6月1田から施行する，、

　　　　附　則

　　この規期は，昭和騒年7月X6Hから施行する．

　なお学部逮営のための機関として，学斜会議及び教蜜会議があり，特に

前者は，人文学部の複合学部という性格上，非常に重要な機能を果たして

いる．教室会議は事務連絡会という程農で，人婆，教育研究紐織事項はす

べて学科会議の審議，議決の嶺項としている，，学部運営の公開など斑主化

の一環である．

　　②　各種婁員会

　また，学部還営を円滑ならしめるために，教授会の下に，特別の専門的

事項を審議し執行するため表11に示すような諸委貫会が常設されている．

　　　　　　　　　　　　　　　表　11

一翔　議　委　員　会＃学部長，教務，教育実習，学
　　　　　　　　　　　　生，人事，予算施設，将来計
　　　　　　　　　　　　画，選挙管理，谷委員会婁員
　　　　　　　　　　　　長

一教　務　委　員　会

一教育実習委員会
一学　生　委　員　会

一人　事　委　員　会

一予算施設委員会
一選挙管理萎員会
一将来計醐委員会
一入試実施委員会
一就　職　婁　　員　　会

一図書室還営委員会

一合同研究察等還営委員会

一専　攻　科　委　員　会　（教務委員会婁員が兼務）
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第3節　人文学部の研究教育活動

1　教嘗の観究活翻と人文図書室

　　（1）各学科の研究状況

　　　1）総合科目運営のための共問研究

　人文学部においては当初の経済学科を祉会科学科に，文学科を入文学科

龍敬組したことに伴い，授業科目の中に複数の教官の握当になる総合科目

を導入したが，その捜業科目を違営していくに当たり幾つかの研究グルー

プが作られ，それぞれのテーマに従って共羅研究を行い，その成果を授業

に反談させている。この共同研究は今後も恒常的に進められていくが，そ

の成集として昭和55年度G98⑪）に閥講予定の総合科目の授業には次のよ

うなものがある、

　人文学科糞r文化とパーソナリティ」，rアジア近代化への道」，　r第一次世界大

　　　　　　戦」

　赴会科学科：「大正デモクラシーの地域的展開」，「狸占資本の諸類型」，「睡家と

　　　　　　民主主義」，「都nt　“自治体・住民・市罵」，「現代資本主義と地域社

　　　　　　会」，「社会問題と詮会保障」，「現代経済と社会」

　これらの中には，文部省の特定研究の交付金を受けているチームもある

が，総合科目の予算として，学部の共通経費から1科目につき3万円の費

絹を計上して研究教育のまとめに蜜たっている。また研究の成果を地域に

還元するために，例えば，第一次世界大戦のように，幾つかの観究につい

ては公覇講座も計爾されている。入文学科，証会科学科の爾学科とも総合

科目の運絹は，将来の学部構想の中で重要な意昧を捲つであろう．

　　　2）紀要に見られる研究状況

　本学部では，昭和42年（1967）人文学部発足と同時に教官の研究活動の場

として，人文科学分野に関する『人文学部紀要（人文学科論集）』（11号まで

r人文学部紀要（文学科論集）』）と詮会科学分野に関するil人文学部紀要（社

会科学）』とを設け，それぞれ毎年1圃発縄して昭湘54年度までで13号を数

えるに至った。紀要編集には予算委員会が当たり，毎年執筆希望者全員の

論文掲載が可能なように予算醐分の面で考慮が払われているe掲載論文は
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それぞれ5編程度，発行部数は共に35⑪部，各大学及び研究所に送付し，，

相互に交換を行っているが，それぞれの分野での交溌を更に盛んにならし

めるために，今後紀要の送付先の洗い蔵しと周時に発行部数等については

更に検討を撫えてゆくことが考えられている．

　　　3）博士号が授与された研究

　入文学部在職中，その専門分野の研究業績に対して学位を授与された教

官及びその論文題警は次のとおりである．

　　氏　名　　　　論　文　題　目　　　　授与年月日　　　　　授与大学

　武井　邦夫　　利子生み資本の理論　　　昭和48年9月玲日　　東京大学

　今井　雅晴　　時宗成立史の研究　　　　昭和5黛年3月3目　　東京教育大学

　　（2）　科学研究費による研究

　入文学部発足以来，昭和54年度（1979）までの間に文部省科学研究費の

交付を受けた研究は以下のとおりである．

昭和42年度

　堀越拳一　十覧世紀フランスの認述資料の特性　8万円

　鈴木邦武　ゲーテの晩年における灘マン主義的傾向について　12万円

昭和43年度

　島田良二　平家前期私家集の研舞　10万円

　木戸田四郊　日本近代化と豪襲層　15万円

昭和44年度

　富田竣彦　地域蘭発の促進と鹿島臨海工業地常の造成に閑する実証的研こ

　　　　　　究　60万円

　白藤礼幸　上代仏典注釈書にみえる宇音潅・義注の研究　U万円

　島田良二　平安滋期私家集の研究　Elk万円

　小林三衛　戦後入会権裁判の実証的研二究　X6万円

　東　敏雄　日本農業の労働力基盤　19万円

　木戸田鰻郊　日本近代化と豪饅屡　21万円

昭和45年度

　石原道博　藩業溝造の変革と往脱生活　140万円

　宮田俊彦　地域聡発の捉進と鹿島臨海二〔業地帯の造成　60万円
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　田原善郎返代倫理思想におけるマルチン・ルターの位躍　慧万円

　嵩田良二　平安鹸期私家集の研究　12万円

　進藤　寛　第一次大戦以降昭和初期にいたるわが国の銀行合同　23万隠

　小林三衛　戦後入会権裁料の実誕的研究　16万円

　木戸田四郎　日本近代化と豪襲屡　21万円

昭和46年度

　宮田俊彦　地域開発の促進と鹿島臨海工業地帯の造成に関する実証的研

　　　　　　究　60万円

　佐藤守弘　産業発展と地域証会の再編成　83万円

　白藤礼幸　上代漢字音体系の研究　B万円

　進藤　寛　第一次大戦以降昭和初期にいたるわが国銀行合嗣　20万円

　木戸田四鄭　日本近代化と豪農贋　21万円

紹和47年度

　石原道博　産業構造の変革と柱民生沼　13⑪万円

　中畠史雄　現代イギリス会社法における商務雀の行政介入雑度の研究

　　　　　　一ことにディスク霧一ジ識ア髄度（会社の内部情報の公開強

　　　　　　欄髄度）との根蘭的研究　2⑪万円

　小林三衛　農地法の改正と背景　15万隣

　木戸田四郎　在郷商人層の台頭と城下町商業の推移　21万円

昭和48年度

　木本英人　霞ヶ浦再開発と地域社会および住民生沼の変化　60万円

　佐藤守弘　技術革新にともなう地域祉会の変貌と住民生活　80万円

　小林三衛　地域開発と土地問題　15万円

昭和49年度

　野口元大　「夜の寝覚」を中心とする後期物語文学の基礎的研究　30万円

　佐藤恵一　アメリカ金本位翻成立過程における本位舗論争に闘する研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3⑪万麗

　徳江和誰第1次大戦酋（a87⑪一191ののイギリス主要産業における景

　　　　　　気循環と独占の形成27万題

　石原道博　総合研究　『鹿嵩蘭発』（古今婁院）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　x8s
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昭和50年度

　河内八部　永戸藩闘係史料による一幕宋政治史の覇1究一一一　31万円

　轄刀治　xeミ論ニティー構造の変容一一r区」有文書の分析による

　　　　　　一　28万円

　徳江瀦雄　第1次大戦as　（18”？’0－MgX4＞のイギyス主要産業における景気

　　　　　　循環と独古の形成　28万円

　野口元大　『うつぼ物語の研究』（笠間書院）

曙和51年度

　木本英人　霞ヶ浦再閥発問題と地域社会の変貌過程　70万円

　佐藤守弘　機械工業労鰻と＝ンビナート労麟の此較研究一日立工業地

　　　　　　帯と鹿島臨海工業地箒における労働春の祉会的性格の分析

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9⑪万越

　鈴木邦武　ゲ～テとオリXントーr爾東詩集」成立に蘭する比較文学

　　　　　　的研究一一　33万円

　奈倉文ニ　ギ製鉄合問逮繭」　（縫本製鉄株式会挺成立過程）に縄する吏

　　　　　　的・実証的分析　30万円

　田中重博　シビル・ミza・“ム論についての批判的検討25万円

昭和52年度

　藤村　通　現代枇会の構造的緊張に関する総合的研究　302万円

　鈴木邦武　ゲーテとオリ・Xンy－r西東詩集」成立に関する箆較文学

　　　　　　的研究一一　30万円

　中島史雄　少数株主傑護劇度の機能的隈界と行政介入一／ギリス会社

　　　　　　法を中心として一一一　38万円

　奈倉文二　f製鉄合問逮動」（日本製鉄株式会社成立過程）に関する史的

　　　　　　実証的研究　30万円

　鈴木邦武　『ゲーテと認一ランー晒東詩集」成立に関する此較文学

　　　　　　約研究，その1－』（南江堂）

昭和53年度

　河内八郎　水芦藩嶺壊過程の総合的研究　200万円

　帯刀　油　開発地域における病理環象の顕在花と地域社会計薩の課題

　紹2



第2章人文学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40万円

　中島史雄　少数株主保護制度の機能的限界と行政介入（イギリス会社法を

　　　　　　中心として）　40万円

　松村直道　「現代的貧困」の生成過程と「地域福祉」の構想に関する実

　　　　　　証的研究　36万円

　川喜多喬　労働力流動化政策と雇用の長期展望に関する研究　35万円

　佐藤勝則　三月革命のオーストリアにおける農民解放過程の研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35万円

昭和54年度

　荒井信一　両世界大戦（第1次，第2次）と欧米文化の変動に関する総合

　　　　　　的研究　290万円

　河内八郎　水戸藩崩壊過程の総合的研究　50万円

　今井雅晴　一遍の思想史的研究一『一遍上人語録』の再検討　39万円

　鎌田彰仁　社会的生活世界としての労働社会の構成と特質　75万円

　上記のうち，昭和52年度の特定研究「現代社会の構造的緊張に関する総

合的研究」（代表者：藤村通）と昭和54年度の特定研究「両世界大戦（第1

次，第2次）と欧米文化の変動に関する総合的研究」　（代表者：荒井信一）

は，それぞれ，その研究成果を総合科目の授業に反映させるべく取り組ま

れたものである。

　　（3）人文図書室

　人文学部では学部校舎建設の際94．24㎡の部屋を図書室に当てることを

計画し，昭和43年（1968）9月

竣工と同時に人文図書室を開

室し，その運営のために人文

図書室運営委員会を発足させ

た。当初は定員外職員を配置

しての不十分な体制で発足し

たが，昭和54年（1979）社会

科学科改組によって得られた

ポストーつを当て，定員外職 人文図書室
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員に代えて教務助手の採用が可能となり，昭和55年には司書1名を追加す

ることが見込まれており，図書室としての機能を果たし得る体制がととの

えられつつある。

　この図書室では主として購入・交換雑誌の整理，展示，貸出，新刊書・

古書の目録の整理，保存などの業務を行ってきたが，今後は更に参考業務

を重点的な業務として取り入れるべく，昭和55年には基礎的な参考図書の

リスト作成がもくろまれており，図書室としての機能が十分発揮できるよ

う努力を続けているところである。

2　教育活動

　　（1）入学状況の推移

　人文学部の入学定員は，表12でみるごとく，発足当初においては，文学

科60名，経済学科120名，計180名であった。この定員は，昭和49年度の経

済学科における学科目増設に伴い20名増となり，更に翌50年度の経済学科

の社会科学科への改組により65名増となって，社会科学科は205名となり，

文学科定員60名と合わせて人文学部の定員は265名に増加した。また，文

学科の定員も昭和52年度の複合学科目の分割拡充に伴い10名増となり，引

き続いて翌53年度の文学科の人文学科への改組によって40名増となって，

人文学科の定員は110名に増加し，かくして，昭和53年度以降の人文学部

定員は315名となり，発足時の約2倍（1．75倍）の定員を擁するに至っている。

　この入学定員に対して，入学志願者は年度によって多少の変動が見られ

るものの，平均して5倍を示している。また，各年度の合格者総数のう

授業風景（人文10番教室）

ち，茨城県内の高校の出身者の

占める割合は，30～50％の間を

変動しているが，最近5か年間

について見ると，その割合は約

40％である。なお，女子学生

の入学者数に占める割合は，

10～25％の間で変動があるもの

の，最近では約20％を示してい

る。
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表13文学科及び経済学科の卒業資格（昭和45年度）

陣 科1 文 学 科 鞠1備 考

文 学 士

誓 心 史 国 英 独 仏
理 文 文 文 文

学 学 学 学 学 学 学

経済

量
（注）

般

教

育

般

人文科学

社会科学

警自鮒学
稗

醗計
外　国　語

保健体育

lk　21　k2

12　鴛

12　12

36

16

4

36

欝

4

12　　i2　　12　　烹黛

1欝　鴛　　鴛　　1驚

鷲　　1驚　鴛　　1黛

x2　x2
me 肇系弗稲
12　　mel

　　　1　｝　1

3636i36i36i

罵　M6 16　鱒

3窃　　36，9科目

　＿」

4　　4 雪4

悠
1蔦擁鴬糠傭のう

41轡義及び黙各2戦

「

1！　56i　s6螺56｛5曝婦｛se「一　…　

専

門

専攻科目

1関連科目
自由選択科
目

42i　425呂澱6⑪15⑪P⑪iu
　専攻科目は各専攻課程み
64科目中より選択する．1
　（卒業研究6単位を含む）

　　　　　　　　　　　　　　

36　3612⑪、16 X8

計
㌧呂し＄傭78レ8

吟 計 帥3轍1一

28

78

13墨

28 161矯由選択科目は専攻及び

　瞬連外の科目を選択す1
　［る．

懸蝉欝醗

78㌦！
　El

134 13輔

　（注）経済学科には，次の4慧一スがある。経済学瓢一ス・経営学慧一ス・法
　　　　学…一ス・社会学＝一ス

　　②　カリ串xeラムの変遷

　入文学部のカリキュラムには，学部発足当時の文学科，経済学科のもの

と，その両学科がそれぞれ発展的に改粗されて発足した人文学科，仕会科

学科のものとがあり，大珊すれば4種類となる．ここでは，その新1日4学

科のカリキ議ラムの概要を，それぞれの卒業資格の内客に注目しながら詑

X86
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表U　社会科学科の卒業資絡（昭和51年度までの入学者）

学士号簿社会科学士

一　般　教　育　科　目

般　教　育　科　目

人

文

社

会

自

然

12ハ扁16　8～16　8～12

総

合

0～4

計

36

外

国

語

12

保

健

体

育

4

謙

52｝
　　　　　　1

専門教育科目

共
通
必
修
科
霞

4

専

攻

科
目

関

連

科
目

7⑪

総

合

科
目

8

計

82

合

計

134

　（備考）　認一スとして，次の2＝一スがある、、

　　　　経済学・経営学コース

　　　　法学馨社会学惣一ス

しておこう．

　まず，表13に示した文学科のカリキュラムは，哲学，心理学，史学，國

文学，英文学，独文学，仏文学の7専攻に分けられるが，いずれの専攻の

卒業資格最低単位も134単位であったが，専攻科目の必要単位数は専攻に

よってかなり異なっており，42単位から62単位の輻があった．嗣じ表13で

経済学科について見ると，経済学，経鴬学，法学，鮭会学の4慧一ス翻が

取られており，いずれのロースの卒業資格最低単位も捻6単位であった

が，専攻科目の中には学科に共通な必修科目（憲法，経済史概説，経済原

論経済学史又は経済政策論）のほか，各コースの必修科目の指定があり，

必修鰯の度合いの強いものであった．

　次に，経済学科が改組されて発足した社会科学科のカリキ轟ラムを，表

14において見ておこう。このカリキ。。ラムは，ヂ個刷専門領域の教育内容の

深化とともに，境界領域に関する共岡研究の成果による総合科目を薪設す

る等によって，社会科学教育の総合化を推進する」という改組の教育目標

を体親するものとして編成されている。また，経済学・経営学認一ス及び

法学・琶会学翼一スの2＝一ス舗が取られ，いずれの翼一スの卒業資格最

低単位も134単紘（昭和51年度までの入学者の場合，それ以降はre　8単位）とさ

れた．その応容は瞬経済学科のものとは大編に異なり，学科共逼必修科ほ

が4単位に減じられた反面，薪たに総合科置8単位が選挨必修となって，
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　　　　　　　表15入文学科の卒業資絡（昭和騒年度）

慧一ス卒業の場合

（学士号雲文学士）

専攻卒業の場合

（学士号：文学士）

区分陣 目　　最低単位数

込文の蠣騨蹴
一 社会の分野18単位以上

自然の分野　呂単位以上

毅
教
育

一

小　計｝騨位
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㎝

基礎教鮒則蝋位

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

保麟鰍則磁位
計　陣位

1総合科目陣位
一病朝科削騨位以上

専

門教

自醐連科則騨概
灘合翻ゼミナー1猟位

育・

計　1騨位
合　　計卜騨位

（備考）　羅一スとしては，次の3欝

　　　一スがある，、

　　　基礎・比較文化・・一ス

　　　日本・アジア文化X一ス

　　　欧米文化饗一ス

般目

教

育

専

門

教

育

1

社会の分野＄戦以上一
般

自然の分野　呂単位以上

総合科副猟伽上
小　　計　｝3蝋位

擬教育科目陣位

外国語科　目　＄単位

保健体育科目ド単位

計　　　　4＄単位
総　合　科　目｛4単位　　　　　　　

雛する専門科織騨位以上

軸関連襯騨位以上
卒　業　研　究　8単位

計　　　　鋤単位

合　　計　l！騨位

（備考）専攻としては，次の8専攻が

　　　ある、、

　　　哲学，心理学，史学，睡語・

　　　国文学，中国語学・中国文

　　　学，独語学・独文学，仏語

　　　学・仏文学，英語学・英米文

　　　学．

専関教育科目については，標準履修年次が示され，それぞれの授業科潤に

A～Hの科羅区分が付されて（通称A－H体系），基礎科目（A科目）から総

合科目（H科紛に蚕るいわゆる敏会科学科一貫カリキ篇ラムが実薦され

　詔8



第2章人文学部

ている。

　更に，表15により，文学科が改組されて発足した人文学科のカリキ謡ラ

ムについて見ると，卒業形態力賑一ス卒業と専攻卒業の2形態となり，い

ずれの場合も，その卒業資格最低単位は130単位で同一であるが，專門科

蟹の媛修方法は卒業形態で異なっている、これは，入文学科の教育目標が

「職業教育を含む高度の専門教育」とともに簿攻科目を中心とした幅広

い総合教育」にあることを反映したものである．灘一スとしては，基礎・

比較文化＝一ス，日本・アジア文化＝一ス，欧米文化撰一スの3ニース

が，專攻としては，哲学，心理学，史学，醐語・國文学，中騨語・中國文

学，独語学・独文学，仏語学・仏文学，英語学・英文学の8専攻が置かれ

ている。

　このようなカリキ論ラムの概観からも，人文学部を構成している二つの

学科とも，改組を経ることにより，学問の現代的状況を踏まえ，多様化す

る社会的要請に対応しつつ，研究・教育の晦上に努めてきたことが知られ

よう、、

　　（3）犀生補導

　在学中の学生諸君が，教官のほかに日常的に緩触するところは，教務関

係及び導生補導蘭係の窓口かと思われる．人文学部において，当初，これ

らの業務を一手に引き受けていたのは教務係であったが，昭和51年4月か

らは学生係が薪設され，これにより就職薯務をはじめとする学生へのサー

ビスが大幡に改善されることとなった、また，これらの窓口を介して，あ

るいは薩緩に学生諸君の要求を受けthめた教官紐織が学生委員会，教務委

員会，教育実習委員会等であった。

　教官と学生が趨居を共にしつつ，教官と学生の親睡，学生根互間の交流

を闘ることを目的とした行事として，「合宿研修」がある。その概要は表

16にまとめてあるが，昭秘6年度に開始されて以来毎年実施されており，

初期においては数斑に分かれて行われていたが，51年度からは1斑編成と

なった、学部単位で行われる行事が乏しいなかで，この合宿研修は在学中

のよき思い出となっているようである．
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翼　部局史〔1〕一餐学部史

表X6合摺研修の実施概要

参加者数
年度 実施年月瞬 実施擾所 研修　内容　等

鮪離獺
菊 緩6。烹L蔦～黛⑪ 大子合宿研修所 専攻蓼ゼミナール単位での 2611騒h⑪

討論会，卒論中間報昏 1
47 蟻7、1驚。4～7 白　亜紀荘 討論会，卒論申間報管，ス 28ほ61 7

ポーツ

娼 48。1L1～2， 鵜　　の　岬 工場見学，卒論中間報鋳， 3黛 159 9

5～6 ハイキング

菊 如、u。蘇～8 御前　山　荘 討論会，卒論申間報魯，ハ ％ 1go 欝

イキγグ

懸o 60、1L11へ43 高萩大心苑 学部改革説明会，聞討論 ％ 1＄9 鼎

会，ソフトボール大会

雛 瓢。11。鷲～13 高萩大心苑 学部改革説明会，同討論 慧7 瓢o 魂

会，ソフトボール大会

駿 鎗諜13～10 高萩大心苑 将来謙画説萌会，岡討論 瓢 慧訂 4

会，ハイキング

53 53，10。30～31 高萩大心苑 将来計画説明会，圖討論 露3 199 魂

会，ハイキソグ

5喋 欝4。U。鴛へ43 高萩大心苑 講演会，討論会，ソフトボ 3⑪ 慧48 魂

一ル大会 i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　人文学部学生係資料より作成

　　（4）卒業生の就職状況

　入文学部の卒業生は，発足以来，照和54年度までに1，83⑪名に上り，麗

在各方面において活躍している。卒業生の就職先は，蓑17が示しているよ

うに，学科によってそれぞれ蒋徽がある．文学料の卒業生の就職先として

は，教員が最も多く，次いで地方公務員，醸象公務員となっている．しか

し，昭和5⑪年議後からは多様化が進み，卸小売業や製遣業への就職看も多

くなっている、、また逢学春も毎年4～5名を数えている。経済学科（社会

科学科）の就職先としては，金融・保険・不動産関係の企業が最も多く，

次いで製造業，卸・小亮業関係となるが，最近では地方公務員，教員も増

加しつつある。

　入文学部全体として見ると，規模別就職先では大企業が圧倒的比率を占

めており，就職先断在地としては，茨城県と京浜地区とで7謝を占めてい

る。
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第4節施設・設備・予算

1　建物・設旛

　文理学部の改紐によって入文学部が発昆したが，校含の建築は昭湘43隼

度に行われた．校舎建築に当たり文学科，経済学科それぞれから委員を選

轟して施設委貴会を設麗し，校禽の建築にかかわる基本的な事項を審議し

て，旛設握当者と協議を重ねた．この結果，教室棟と管理研究棟を分け，

教蜜棟は中庭を有する2階建とし，階段型大教蜜，視聴覚教室，演習室を

含めて15教室を設営した．管理研究棟は6階建とし，1階と，2階の一部

に事務室，会議室，応撲窒等を設け，2鱈以上を教官研鑑蜜及び演響塞とし

　　　　　　　　　　　表18建物設備の充実状況

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位x千円）

年　度 設　　　　　　　　　　　　　　　　　傭

銘 計算機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　565

43 人文学部校舎薪営（RC一露，　RC一の　5，鷺03㎡

ミニ獄ピーり一ダープリソター　　　　　　　　　　　　　　　539
4δ

乗用自鋤車　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　％o

㌣イク織フィルム撮影機　　　　　　　　　　　　　　　　　邸難
菊

語学練習装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，96⑪

脳波分析装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2・8PO
47

ユ轟バーサルカウンター　　　　　　　　　　　　　　　　5絡

49
1　タキストス灘一プ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ゆ5⑪

カード検索分類機　　　　　　　　　　　　　　　　　2，⑪偲
5⑪

複写機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6⑪0

語学練習装置（増設分）　　　　　　　　　　　　　　　王・1％
5驚

複写機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　α瓢

印刷機　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　590
53

㌣イク翼フィルムリーダープリンター　　　　　　　　　　　1潟8＄

蓋92
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た，，なお5階には学部粟通の人文鐵書室を設けた。建築延面積は5，203㎡

である。これ以降人文学部の建物には変更がなく，現状では学生定員及び

教官定員の増加によって，教窒，研究室のいずれにおいても狭あいをかこ

っている。

　次に教膏研究用の設傭について見ると，学部に醐分された狡費のほか設

備充実費等を活用して漸次整備されてきている。

　昭和42年度以降設けられた建物・設備について年度別に示したものが蓑

乱8である。

2　挙部茅算

　入文学部の校費は，研究費については教官当たり積糞単薇が低いこと，

入文社会系学科目には非実験科目が多いこと，学生当たり積算単価が低い

ことなどにより，学部配分額が他学部に比べて少なく，教育研究上大きな

障害になっている。更に支出諏について見ると，定貫外職員の入件費負挺

が大きな比率を占め，予算運罵上茜だしく硬直的になっている．

表X9予算配分額の変遷

1年度

学部配分額

　1教室配分額
　　　　　教官1

1非実験

人 4黛 8β⑪嚇 3夢⑪13 55ゆ⑪⑪

嬢3 靱1嘱 3」⑪3 55ゆo⑪

44 10，£％ 3β⑪⑪ 63，000

文 45 12，397 4，346 7⑪，000

46 13，828 5，413 87，0⑪o

47 16，631 6，509 104，000

学
嬢8 ηβ57 馨，6⑪4 1⑪5ゆ⑪o

鱒 18，5魂3 樽β17 1⑪5，慧⑪o

5⑪ 22タ4銘 7，58⑪ 11⑪ゆ⑪⑪

51 £92229 12β43 16⑪，⑪⑪⑪

部
5£ 33，943 16，050 180，00⑪

53

54

40β89

48，444

22，150

29，540

22⑪ゆ0⑪

260，00⑪

1／

　　教官1入当り配分単価

非実験嫉劇実験
／

／

165，⑪⑪⑪

165，⑪⑪⑪

189，⑪⑪⑪

210，000

26LOOO
312，000

315，⑪⑪⑪

315．6⑪⑪

33⑪，⑪o⑪

魂8⑪，⑪⑪0

54⑪，⑪OO

66⑪ゆ⑪◎

（単位：円）

擁　実
実
験　　験

78⑪酬

1蒙3
讐

難

fl

lf

　〃

終

縫

鱒

馨

　〃

　fS

　fS
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　その後祉会科学科及び入文学科への改組により，学生定員増，教官驚貴増

があり，醗分額は総額において増瀦してきたが，教育研究上の必要額を溝

たすには叢っていない．このようななかで予算運用上多少とも貯転の兆し

が見られることは，学科改組に伴って事務職員の定員増があり，定員外職

員の入件費負担が減少したこと，及び従来非実験学科目として積算された

学科翼が実験学科翼化されて，校費配分額が増煎したことによるものであ

る。

　昭和42年度以降の校費の学部蹴分額及び教蜜灘分額は，表19のとおりで

ある。

汐4
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第3章教育学部

第1節　教育学部の発足

1　前

　昭和24年（ag49）5月31日，茨城大学の創設と同時に，教育学部の歴史

臆始まるが，発昆の母捧は，茨城緬範学校，茨城青年飾範学絞であった．

教育学部はこの両校の施設，教職農を併用する方錯の中で，その還営が始

められた，，けれども両校は，翻度上ではなお存続し，茨城大学に併設する

茨城大学茨城師範学校，茨城大学茨城青年師範学校として，学生の教育

を行った，，属立学校設置法に基づき，両校が廃止されたのは，昭和26年

（losb　3月31日であった．

　　（麓）茨域麺範学校

　茨城師範学校の歴史は，明治7年（X874）にさかのぼる朗治5年（187の

1にヂ学劇」が発布され，全国を8大学区に分けて，「必ス邑二不栄ノ戸ナ

ク家二不学ノ人ナカラシメン事」を目標とする学校翻度が施行されるに伴

って，そのことにかかわる教員養成が，時代の急務となったのである．

　親在の茨城県域は，茨城県，薪治県のほか，翔旛県の一部に分かれてい

たが，r学制」の発布にかかわりながら，それぞれの県に師範学校が設置

される。茨城県の場合には，明治7年G＄7の1月，開校の事務に着手

し，隠年3月に釜って水戸上町柵町水戸城付属中御殿を転用の上，拡充節

範学校が発足した．薪治県においては，隅年1還，土浦藩藩校都文館の建

物を転用の上，師範学校を濁設した．明治8年5月，薪浩県が茨城県に合

併されると，新治県の師範学校が移管されるが，翌年4月，拡充師範学校

を茨城県師範学校と改称するに当たって，その分校に位置づけられた．

　明治10年1月，茨城県師範学校は，水戸上町滝醐畷に移転し，女子師範

耕の設置も行われた．とはいえ，経費増茄とのかかわりから女子飾範科は
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剛3年9月に廃止されている。嗣様の見地から，土浦に置かれていた分校

も，㎎治12年（獅の7月，廃止の手続きが取られてきた、

　明治19年〈28S6），郷範学校令の公布に伴い，茨城県師範学校は茨城県

尋常師範学絞と歌称され，その後購治21年（i888）5月には，馨ヨ水芦城跡

仁の丸）に再度の移駄を行っているが，更に関治31年（m898）4月，茨城

県師範学校と敬称された、明治36年（1903），茨城県女子練範学校が，茨

城県立水芦高等女学校内に併設されたが，明治44年（19U）3月，水戸上

憲寺町の薪校舎に移転したk

　以後，県立学校として遡営されてきた二つの締範学校は，昭和18年

（2943＞4月，師範学校令の改正に伴い，文部省が直轄する国立の専門学校

となり，茨城県師範学校は茨城師範学校男子部，茨城県女子師範学校は茨

城師範学校女子部にそれぞれ改組されたが，校地校含は県立当時のままで

あった．

　昭和20年くX945）8月i日，敗戦必至の段階で，茨城師範学校は，その

全校舎を水芦帯甕襲の業火で幾朱する．その復旧に漁たっては，全寮制度

をとる師範学校は，教窒のほかに寄宿倉を必要とするため，代替建物の選

定に苦心したが，男子部は穰敷郡附見町の旧海軍気象学絞嚇に，女子部は

那珂郡勝田町の溝立兵器株式会社付設青年学校跡にそれぞれ移転の上，織

年10月から授業再閥の逮びとなった．

　昭和22年G947）2月，男子部は土浦帝大岩田町の旧海軍航空要員研究

断跡に再度移転する．昭和23年10月，女子部を男子部校禽の在る土浦憲に

移転したが，この措羅は男子部校舎の嚇地を中核にして，擬水戸城跡に校

含を再建する計顧が，繭の財政事情から実現不能となり，あわせて戦災学

校はできるだけ既存の旧軍施設を利用するよう指示されたことに見合う措

遣であったk

　このような状況から，茨城大学創設当時，教育学部は旧陸軍東部37綿隊

潮地内に開設された水戸教場に燦えて，茨城鰍竈学校校地を継承する土浦

教場を持ち，旧筑波海軍航空隊跡に設けられた茨城青年師範学校校地を継

承する友部教場がこれに煎わるというrタ＝足」的存在となっていたのであ・

る。
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　　②　茨械青駕師範学校

　茨城青年師範学校は，昭和19年（X944）4月1日，青年師範学校官翻の

舗定に伴い，隅日付をもって，茨城県立書年学校教員養成所を継承の上，

発足した．初代校長として，茨城師範学校長磯野清が兼補されたのは，校

長定員を配麗しない青年師範学校においては，設置場所を醐じくする都道

欝梁の師範学校長を兼務させると定められたためである．

　県立の青年学校教員養成所を継承した関係から，教職員はもちろん，養

成所の在学生も編入の上，同年9月25日には，時局の要請に墓つく半年繰

上げ卒業の第1回生を送り出す結果となった。

　開設当時の校地は，茨城娯立水戸艘学校に併置されていたが，昭和20年

（19魂の4月1日，筑波郡上鰹柑上郷に設鐙されていた県立上輝農蚕学校

の土地・建物・器具・什器等～切の移管を受け，同月20日に移転が実施さ

れている。同時に，上郷農蚕学校を併麗しfer　，，この時点で，専任の校畏が

着任した。

　昭和21年（1946）4月1日，女子部の設麗を見たが，その目的は，戦後

の青年教育において，女子教育の重要性が強く認識された事実に負ってい

る。青年師範学校の上郷移転に麗遡し，特に施設拡充の見地から，陸軍飛

特場跡地42haを利用して，吉沼農場を麗設の上，約10haの閥場が造成さ

れるに至った。

　昭和23年（1948）9刀23日，茨城青年師範学校は，西茨城郡宍戸町平町

の旧筑波海軍航空隊跡地へ移転した．上郷への移転からわずか3年半にも

かかわらず，再度の移転を見るに至ったのは，岡年4月以降，官立高等教

育機関の新鋼大学への移行が取り沙汰されるに当たって，位置的に孤立す

る青年師範学校の存准が閣題視され，鴬磐線沿線での校地が模索される巾

で，摂軍施設活用の国策に対応して，友部移麩が実現するのである．この

際，整備途上の吉沼農場は，附属施設として存置され，茨城大学創設後も

使用されてきたが，農学部開設後は，その附属施設に転じている．とはい

え，閥もなく大蔵省に返還され，その機能を失う結果となった、

　友部移転後の茨城青年師範学校は，各都道府県における青年麟範学校

が，青年学校を変革する定時覇高等学校での実業科挺任教員，更に薪剃中
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学校での職業科握任教員の養成を目摺す実業教育大学設躍を協力して誰進

する方尚での単科大学蘭設を構想したものの，単独昇格の菌難を見越す中

から，総合大学の一環としてその充実に資するとの方向転換をなすに至っ

た。なお，上詑の単独昇格案を踏まえた『茨城青年鎌範学校大学昇格趣意

書』が作成されたのは，ng和me3年（X948）1月のことであった、

　このような経遇をたどりながら，昭和24年（1949＞5月31日，茨城大学

発足の時点では，茨城青年師範学校は，茨城大学教育学部職業科の構成母

偉となり，茨城大学教育学部友部教場が，開設の逮びとなる，，

　茨城冑年師範学校は，上認の友部教場に併設されたが，昭和26年（k95X＞

3月3蝦，国立学校設置法の一部敬正に基づき，廃止されるに至った．昭

勲19年の開設以来，男子部で7園，女子部は3回の卒業生を轟すにとどま

ったが，県立学校時代を考慮すれば，明濱36年（X903）3月，茨城県立農

学校附属農業教員養成所の設遣に始まり，大正2年（re　3）8月に魔止，

大正6年（XSt7）4月の県立農学校爆業教員養成科としての復濡，大reXX

年（X922＞4月には茨城娯立実業補轡学校教員養成所への敬組更に照和

1⑪年（1935）4．月に発足した茨城県立青年学校教員養成所となった上での

官立移管という長い歴史を，それは有したわけである，、

2　設立幾時の状況

　　11＞てい立し允校地

　昭瀦24年（1％の5月31欝，文理・教育・工学の3学部からなる茨城大

学が麗設された時点では，教曹学部は水芦地区のほか二つの教場と農場が，

土浦憲，繭茨城郡宍戸町，筑波郷吉沼村に分散する状況であった．

　このような態勢での発建に対して，r茨城大学設麗認可に対する履行条

件」は，教育学部をできるだけ速やかに，水戸地区に移転するよう求めて

いた，，ところで，前史において明らかにしたように，水芦欝で戦災を受け

た茨城師範学校は最初に男子部，次いで女子部の土浦への移転を実行し，

教職員もそれに伴って，旗浦とその周辺に住屠を移す例が多かった．

　かくして発琵した教育学部にあっては，その所属教官が，昭和24年鐙月

ユ帽現在で水芦勤務6名，士浦勤務23名，友部勤務10名というように，分
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　　　　　　　　図1　『設置認可申請書』による土浦教場

散配置される上，水芦勤務教官でも，専門科目の擬業，会議などのために

は，土浦に幽向く必要があるという変則を強いられたわけである．

　ところで，教育学部の水芦地区への移転には，地域往民の反対が土浦地

区ではとりわけ強かっfec　、、茨城縣範学絞の土浦への移癒後，その旛設整備

に対して経済的な援助を惜しまず，大学昇格についても種々の配慮をした

関係から，学部としての存続を，強く願ったわけである、また教官の中で

も，土浦地区での整備・拡充を墾む毒が無視できぬ状況の下，水芦地区移

転の是雰は，学部の自治にかかわる重大問題へと癸展した．

　結局，教育学部土浦教場は，茨城師範学校の廃止に伴って，昭和26年

G95i）4月30日，水戸移転を完了し，文理学部が麗かれていたlfi東部37

部隊跡に存姦する摂兵含を主要な校含とするに至った．ことここに達する

までには，文部省による行政指導が介准し，移転完了後も学部長の更迭，

東京学芸大学竹早分校主事二方義の教育学部長就任などの波乱さえ生じた

が，水戸地区移転を契機に，施設・設備の整備が一殺と進展した事実も，

無視できないだろう、
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　とはいえ，水芦移転は，外的条件によってのみ達成されたのではなく，

若手の勘教授有志を中心として，水戸移転を実現の上，総合大学の実を示

そうとする動きが存在し，計画達成に際しての有力な支えとなっていた事

実も注目に値する。繕果論ではあるにしても教育学部の今羅には，水

戸移転がその基礎を培ったと見ることも可能である．

　友部教場の水芦地区への移転は，当時の職業科教育にとって，中核的な

要素となる襲場保持の問題がからみ，早急の実親には，多くの困難が伴っ

た．友部教場での農場については，旧飛行場用地を蝦軍の野戦周6トン牽

引車を駆使して關墾のk，果樹圏，防風林，畑地灌概施設などを，営々と

して開いた苦心があった．擁えて，水戸地区での移転予定地とされる購水

芦高等学校淋地については，これまた新規に開墾の上，農場整薦を行う必

要があった。

　友部教場の移転予定地は，後に東原教場と呼ばれることになるのだが，

茨城大学発昆当初は，附属小・中学校統合絹地として確保され，昭和25年

くre　50）i月には，木造2階建校含が竣工済みであった．結局，昭和27年

度からこの校禽が職業科研究窯となり，専門教育の授業に用いられるに至

るのである、

　農場の移駈は，昭和29年度から本格的な葬業にかかり，友部農場の整理

と平行して作業を実旛しながら，紹和3⑪年（1955）3f月3meに，それを完了

した。

　こうして閣いた東原教場も，教育学部の整備・拡充計画とのかかわりか

ら，本部キャンパス内への再移転が必要となるに至るのだが，その詳細は

第6節において記述する。

　　②　破行釣であっ允数育総織

　詳細は後述にゆだねるが，発昆当時の教育学部は，所属する学生の教育

を，教育学部教官の責任においては，完全には果たし得ない変則的な状態

に置かれていた．茨城大学の発足に伴い，一般教袴は文理学部の責妊でこ

れを執り行うと定められた．それゆえ，教育学部，工学部の学生も，一般

教育は，文理学部教官からこれを受けている．こうした状況の中で，文理

学部水芦勤務の教官が，土浦教場での一般教曹を担当する事態も発生した
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図2　「設置認可申請書』による友部教：場

　　　　　　　　　　　　　　　東原校舎

し，茨城師範学校の教官が茨城大学教官に補せられる場合，文理学部に属

して一般教育も担当する事例を多く生じることにもなる。

　ところで，教育学部学生の必修科目を構成する教職専門科目について
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は，教育学部教官が実施すると定められはしたが，教科専門科目の場合に

億，国語，社会，数学，理科，英語については，文理学部教官がこれを担

当する変則的な事態が，発足当時の教育学部の姿であった、，このような方

錯は，r教育学部選営要領（案）」として，昭瀦26年（1鰻）5月2娼に，

文部省から示された方餅に見合うものであり，r教曹に関する専門的な学

警を翌熟せしめ，教畜考としての僑念を養う」滉童生捷に薄する正しい

観念を確立し，兜童生徒の育成に応用し得る知識鼓能を培う」との晃解に

蕃つく教科教育の重視を，その背景に持ったことは確かである．とはい

え，前誕5教科の所属教官について言えば，自らが選営する学科の学生に

鮒する専門教育を，兜全な形で実施し得ないという事態は，隔鞘掻痒の感

を抱かせるものであったと言えるだろう．

　もっとも，昭和34隼〈XgS9）3月に第9圃の修了生を送り鐵して，楽昆

以来10年の歴史を閑じた2年誤程（小学教育科，中学教育科とも）の学生に

封しては，一般教育，専門教曹の双方とも，できるだけ教育学部教官が，

これを行うように措置されていfex　，，

　このような状態の中で，教育学部に属する講整は，19とされている．そ

れらは，教育学，教育心理学のほかは，小・中学校における教科に即応し

たもので，教膏心理学第1・第2，教育学第1・第2，入文耕学教育第

1・第2，量会料学教膏，自然科学教窟第1・第2，象政第1・第2，畜

楽，美籍第1・第2，体育第1・第2，職業第1・第2・第3であり，罰

に講酪外として職業指導が存在した．

　これらの講座に対して，学生は小学教育科，中学教育科に大別されなが

らs1部（小学教育科），2部（国語・社会・英語），3部（数学・理科・家政），

4部（音楽・体育・美術），5部（職業）に類甥の。と，入学させるのが楽尾当

時の状溌であった．なお，昭瀦24年度（Mee9＞入学盤の務合には，楽初は

2年課程，4年課程に分けての募集は行わず，2年次に進むとき，本入の

希鋸によって逢路を分けていた，、

　学生の所属は，昭和25年度から一変し，小学教育科2年課程・4年課

程，中学教育科2年課程，中学教育科4年課程（文科，理科，芸能科，職業

科）と定められた、、申学教育科2年課程の学生は，漁初から専攻に分かれ
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た履修を行っkのに対し，中学教育科4年課程の場合には，3年次に進む

に当たって，稽望に基づき専攻劉に分かれている．

　課程，専攻の変遷については，節を改めて詳述する．概に明らかにした

ように，癸足当時の教育学部にあっては，表灘上では教職専門教育が重視

され，また教育職員免許法とのかかわりから，各教科教育法，各教科教材

薪究の講義が数多く設けられたものの，師範学校当時には，各教科教育法

は教育学関係の教官がこれを撞当したという事椿も加わり，人文科学教

育，社会科学教育，自然科学教育，家政，音楽，美術，体育，職業の各講

座に配置された教官の場合については，何かと戸惑うところが大きかった

と言う，、

　しかし，こうした情勢が萩しい分野の研究を促したこともまた事実であ

り，とりわけアィフ轟ル（教育指導者講習）の果たした役翻が大きかったe

またそうした勲きの中から，教科教育学が芽生えていくのである，、

第2節　教育学部の整備と改革

1　文理学部敬紐と教育学部

　教育学蔀の草翻と初期の発農との経過については，ガ茨城大学十年史』

並びに前節に述べられているので，ここではそれ以後，昭科35年（196e）

以降における本学部の整備と改革の経過を概観することとする，，昭和35年

以降今日まで，20年間にわたる教育学部の整備と充実の歴史は，おおよそ

昭和42年（k967＞厳後を一つの簾として，大きく二つの時代に分けられよ

う，，すなわち，昭和42年には，文理学部が改組され，人文学部と理学部に

分離独立するとともに，教養部が誕生する、それに伴って，教育学部も大

きく変革を追られ，急速にその内容を整えていく結果となった．あわせて

この年には，規在の教育学部校含も薪営され，明治42年〈reO9＞建造の睦

軍東部37部隊（歩兵第2連隊）兵含を敬造した1日木造校含から，この薪校含

に移転することとなり，これによって研究条件も教育条件も格段に整備さ

れることになるからであるe昭禾鍛2年（1％の離後は，今日の教育学部の

基盤が作られた時期と言ってよい。
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　　（1＞教科専門科目の完案過程

　文理学部改維及び教養部設鍛以謡の毅階では，　r一般教育」について

臆，一般教育科目及び外国語科目を文理学部が，保健体育科目を教育学部

が挺当してきた．またr専閥科目」については，教育学部の鼠語・英語・

鮭会・数学・理科の5教科に関する教科専門科目は文理学部が，教職専門

科目については教育学部が撫当することになっていた。

　こうした体鋼のゆえに，教育学部は教貫養成学部として一応独立してい

るように見えながら，その内実は前詑5教科に関する教科専門科目の教育

を，ほぼ全面的に文理学部に依存しており，文理学部を欠いては教員養成

が成り立たない状況であった。もちろん教育学部もこの5教科に関する教

官実員を有してはいたが，これらの教官の任務は主として教繕に騨する教

職専門科闘，すなわち教科教育法・教材研究の授業を批当することであっ

た．当時の資料を探ると，この5学科（正式にはr学科」ではないが便宜上学

科と呼んでおく）の名称もド○○科教育」となっており，当時の5学科の性

格をしのばせている。

　このような措麗が取られていたのは，教育学部の研究・教育の水準が低

くて専門教育を撮当する能力を欠いていたという理由に蕃つくものではな

い．また必ずしも，教官数の不昆に基づくものでもないのである．むしろ，

iH師範学校教育に対する批判から，新しいタKプの教員養成が，薪制大学

に期待されていた事実に基づくものである，，ザ大学において教員養成を膏

う」という萩鋼大学発足当時の教育制度改革理念が，そこに生かされてい

たと見るべきであろう．しかしながら，このような措麗が，教育学部を

f教職教育」学部にしてしまった集実は否定し得ない．

　文理改組問題は，昭和33年（XgS8）ごろから胎覇し始めていたが，昭和

38年（1963）に至るころ全麟的ににわかに表蕪化し始める．本学文理学部

も，昭和39年から本腰を入れてこの問題に取り組み始め，翌40年5月には

凋学部教授会で，文理学部を発展的に解消し，人文学部・理学部及び教養

部とすることを決定した，，そして昭和41年6月には，改組についての文部

雀案を教授会で承認する運びとなったのである、，

　このような動きを受けて，教育学部もまた，早急に文理学部依存の体綱
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から竸脚せざるを得なくなっていた。とはいえ，教育学部整備充実への課

題は，他学部敬組のあおりを受けて受動的に派生したものではない．昭和

30年代後半に入ると，戦後のいわゆる新剃大学の持つ問題点が顕現化して

くると同時に，教員養成のあり方にも反省検討が加えられ，後述するよう

に教員養成学部の改革・整備・充実の動きが，大学内外共に活発化してく

るのである。文理改組に伴う教育学部整備充実の課題も，こうした動向の

一環として生じたものと醤えるだろう。そのことにかかわる具体的な対応

が，後述する『教員養成カリキュラムの研究』として結実する。

　こうした状況の中で，昭和39年（1964）6月17日の教育学部教授会はr文

理学部改組に伴う教育学部の整備について」審議を行い，教育学部単独で

教員養成ができる態勢を早急に整える必要を確調した，、また，そのために

は，まず謡詑5学科の整備を最重点とし，盗学群の充実を講ることが急務

であるとし，各学科に対してそれぞれ整備充実案を擬繊するよう求めるこ

とになった。

　その結果，翌昭湘40年（1％5）5月29日の教授会では，3か年計瞬で実

に65名の大嬉増員を概算要求することを決議した．もちろんこのような大

蟷定貫増力㍉挙に実理するはずはないが，そうした努力の結果，昭和42年

度には，前記5教科に関して，国文科2名，英文科2名，社会科3名，数

学科3名，理学科6名，計16名の定員増が実規し，ようやく教科専門群濤

を自前で担当し得る俸翻が整ったのである．

　　②　教官の補充増員の経過

　茨城大学創設10年を経過した時点，すなわち昭和34年（塒のでの教育

学部教官の実員は，表1のとおりであった。当時は，まだr課程制」も

r学科目制も確立されておらず，学部の組織も各科の名称も今日とは異

なっていたが，この表にはあえて当時の名称を使用した。とにかくこの表

によって見ると，ア）全体として定員数が少ない事実が明らかになる。当

時の学生定員は1，465名であったから，教官1名当たり負担率は，22．5名に

もなっている，oただし前述のように，専門教育は文理学部が担当していた

事実を考慮しなければならない。イ）建員配麗も不均衡であり，本学部の

鳶身である締範学校その弛から，本学蹄翻設に当たって移行阪収された教
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官実員の不均衡が，そのまま定藩残存した形になっている．ウ〉教授数が

少なく，教授を欠く『斜」がある．とりわけ謡詑5教科においてこの事実

が目立つなどが詣講できよう．

　　　　　　　表烹　昭和鍛年（1959＞の教育学部教官実員表

学　　科　　名 1教授騨授講酬助手匿
人

　国

　英

社　会

自

　数

　理

音

美

職

家

教

教

職

文　科　学　教

　語　科　教

　語　科　教

　　科　学　教

　会　科　教

然　科　学　教

　学　科　教

　学　科　教

　　　　楽
　　　　衛
　　　　育
　　　　業
　　　　政
　　　　育
育　心　理

業　指　導

育

育

育

育

育

育

育

育

2

1

1

⑪

⑪

2

2

1

2

1

3

1

⑪

黛

⑪

3

2

1

1

3

3

4

2

3

3

2

0

1

⑪

0

2

2

1

5

1

3

2

⑪

⑪

0

⑪

⑪

⑪

1

⑪

1

2

3

⑪

O

a

⑪

4

2

4

勲

4

欝

7

1⑪

烹⑪

6

8

＄

2

誹 1司　w M7レ｛69
　この昭麹34年轟時の定員は，文理改組問題が熟してくる昭和4⑪年ごろま

で，ほとんどそのまま維持されていた．この閣，わずかに『僚育科」に1

名，職業科」に3名，計4名の増員があったのみである．後春に関して

は，この間における教育課程並びに教育職員免許法の改訂に伴い，従来の

職業科」の名称をヂ技術稗に敬称（昭和3＄年度）するとともに，その整

備が急がれたためである，，

　しかし昭湘40年（19嚇5）前後に至ると，魏違のように文理改継問題が台

頚する一力，学内外において教員養成鯛度検討の勲きがにわかに活楽にな

ってきた．そして本学部においても，昭瀦4⑪・41年度には欝記の大帳定員

増を含む概算要求を行い，その結果一挙に16名の鰹貴増を見たことは，前
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述のとおりである。その他，音楽科にも1名の定員増を獲得できた、，けれ

ども他方，教養部が設麗され，ト般体育」は教養部が担当することにな

ったため，体育科教官の教養部への移動があり，見かけ上の定員からは差

引きで1名の定員減となっている、また，技術科では，定年退官者の禰充

を差し控える形で，驚員の調整が行われた。

　更にこの間，昭和41年くX966）には，薪たに養護学校教員養成課程（小

学校＝一スXO名，申学校灘一ス1⑪名）が設置され，教宮定員2名の増員が認

められた．なお，昭和39年2月25＃には，r国立大学の学科及び課程並び

に講座及び学科目に闘する省令」が患され，教員養成学部にはr課程舗」

r学科目制」が採用されることとなり，その是非はとにかくとして，教嘗

紐織はより整備されたものとなった。かくして，文理改紐後の昭和43年に

は，昭翻40年に比し差引き15名の定員増撫を得て，教育学部は88名の教官

を擁する学内最大規模の学部となり，独立した教員養成学部としての基礎

がここに初めて確立することとなった。以上のような整備拡充の結果，文

理学部改組をはさむ昭湘40年度と昭和43年度の教育学部教官の実員は，表

2のような配分になったのである．

　　　　　表2　昭和4⑪年度と昭和43年度の教育学部教宮実員の比較

　学部長　　大谷滋之助　　　　　　学部長　　坂井　璽

昭和鱒年（1965）

科 名 隊騰
人文科学教育第1

　　　〃　　第2

社会科学教育

自然科学教育第1

音

美

馨

1｝

楽

術

体　　育

ff

家　　政

fS

第2

第1

第2

第1
as　2

第1

第2

4

2

嬢

2

4

5

3

魂

6

5

3

3

昭和43年（1％＄）

科 名 隊官数

　国

　英

　藪

馨

1美

捗

嫁

文

文

会

学

学

楽

術

科

科

科

科

科

科

科

育　　科

政　　科

6

4

7

5

工⑪

6

7

1⑪

6

比

較

十2

十2

十3

十3

十6

＋1

⑪

一
畿

o

即7
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技

教

〃

欝

鱒

教育心理

　　　Sf

職業指導

術第1
　第2
　第3
育第1
　第2
　第1
　第2

4

δ

4

3

5

3

2

2

1技術科

障育学科

隊齢騨科
職業指導科
異常児教育学科

1⑪

8

5

2

2

一 3

o

e

　o

十2

計 731 計 劉＋15

　続いて昭和48年度くXW3）には，小学校教員養成課程での学生定員40名

増が決定し，これに伴って3か年計画での教宮定員XO名増，昭和50年度に

は，養護教諭養成課程（学生定員45名）の設置に葎って教育保健学科が新設

され，昭和42年以来茨城大学に付巖されていた養護教諭養成所を廃止し，

その所属教宮定員9名が教蒼学郵に移行されることになった。更に昭和

51・52年には異常児教育学科に2名の定員増があり，今日の陣客が整った

わけである、表3に，昭和54年3月3蝦現在の教育学部教官現貴蓑を掲げ

ておく。前掲の衷1・2と薄比してみれば，この20年閥における教官増の

推移がほぼ萌らかになるであろう．

　　　　表3　教育学部教官現員表（昭和54年3月31日現在）

学部長　　秋山　和男

学 科 名

国

社

数

理

音

美

体

技

家

英

文

会

学

学

楽

衛

育

術

政

文

科

科

科

科

科

科

科

科

科

1教授助遡講鋤手謙
3

3

2

4

1

4

5

3

1

1

1

3

2

4

3

2

1

3

3

3

3

3

11．

ll．

3

1

3

3

窯

1

o

e

1

1

0

1

1

1

1

0

7

9

6

10

7

8

1⑪

le

7

5

2＃8



1

異常児教育学科
教育保健学科
教　　育　　学　　科

教育心理学科
職業指導学科
附属教育工学センター

2

3

3

3

0

ω

0

3

1

2

2

1
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2

0

3

0

0

0

0

2

1

1

0

0

4

8

8

6

2

yx“

計 38ωi34
　　　　　　　　　　　　　　　　　

26｛1⑪　1麟
（注）表中，附属教育工学セソターの教授ωは併任

2　学部改革の推移

　　（1）教員養成学部整備充案の動き

　瑠和30年代後半に入ると，いわゆる噺剃大学」の抱えている矛盾点や

澗題点が，次第に顕在化してくることになる。一方，大学進学率の著しい

増大，戦後の経済復興に伴う急速な技術革薪，諸科学のめざましい進歩等

とあいまって，大学の見直しと，その整備・充実の動きがにわかに活発化

する．教員養成蘭係挙部もその例外ではなく，昭和33年（1警58）の学習摺

導要領敢訂をも倉めて，小・中学校教育の整備・充実に伴い，教員養成の

あり方が改めて問い直される蒔期に到達した。

　こうした情勢の中で昭和40年（1965）3月31日には，文部大臣の諮問機

潤である大学設鐙基準等研究蕩議会の「大学設麗基準の改善について」の

餐申，同年6月22日には，教育職貸養成審議会の「教員養成のための教育

豪課程基準について」の建議，また昭和39年5月には，日本教育大学協会が

上述の大学設羅基準等研究協議会の審議に対応して「教員養成関係学部設

鐙基準要項案」をまとめるなど，教員養成学部の整備・充実をめぐって，

大学内外に活発な動きが見え始めた。

　一方，学部内においては，前述のように文理改組をめぐっての教育学部

の整備・充実の課題がにわかに浮上し，教授会においてその方向・計画が

模索されるのだが，これに先立って昭和38年（1963）には，二方義学部長

の発議により，学部内に教員養成カリキ隷ラム検討委員会（委員長秋由和

男）が設置され，自主的に調査・研究が行われるなど，学部の改革・整

備・充実への積極的な取組みが行われた、
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　昭和40年代に入ると，昭和41年（M966）には生協設立問題，昭和44年3

月に茨苑会館封鎖，嗣6月水哉寮事件・教養部校舎封鎖等いわゆる大学紛

争の火の手が燃え盛る．これに対応して教官側からも，自主的に大学改革

の方向が模索され始め，昭和44年5月には教育学部大学問題研究会が癸足

し，翌45年3月には教育学部改革委員会が設置され，学部内外の問題が検

討され姶めた．前者の検討結果は，『大学改革のための参考資料』　（昭麹

菊年3月），後者の検討結果については『茨城大学教育学部改革に関する講

問題2（昭和5k年3月）にまとめられている，，この閥，昭和48年（1卯3）に

は，畜村正二学長の下に茨城大学将来計灘委員会が設置され，茨城大学統

合の課題を達成すべく，各学部ともその改革の方向を模索することになウ

た．前述の教育学部改革委員会の報告書も，そうした一連の動きの申で伶

成されたと言ってよい，，

　これらの模索の結果は，もちろん法嗣上での問題・予算上での問題等か

ら，直ちに実現をみるには至っていないが，以下に述べる学部変革の過程

において，むしろ目に見えない形で作用してきたように思われる．

　　②　諜程綱の導入と学科霞の整備

　昭和35年（ts6の当時は，本節1の（2）で触れたように，学部の教育組織

としては，今日の課程鋼は確立されていなかった．それゆえ，その名称も

初等教育科・中等教育科となっている、，一方，研究組織の方も，今日の学

科目制は取られておらず，教嘗は教育職員免許法の「科目」又は「教科」

に従って，「科」という小集団を構成していたと言ってよい。しかもr科」

への教官配置も，研究・教育のための必然性から，あるいは学問体系に即舞

した合理的配置とはなっていなかったq昭和35年当時は，教育学部創設に

当たって，その前身たる各学校から移行吸収された教宮実員がそのまま鐵

定化された影響が，色濃く残存していたのである。

　昭和38年（1963）に至って，初等教育科・中等教育科の名称は，それぞ

れ初等教育課程・中等教育課程と改称される．しかし翌39年（1g6の2月

には，「国立大学の学科及び課程並びに講整及び学科iRに関する省令」が

定められ，「課程翻」が制度化されると初等教育課程・中等教育課程の名称．

は，学校制度に対応してそれぞれ小学校教員養成課程・中学校教員養成課
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程と改められ，今鑓に釜っているe一方，教官紐織の方も，この省令に基

づいてr学科目調」が導入され，各学科目ごとに教官定資が張り付けられ

ることとなった．学科目翻が，研究組織として適切か否かの論議はさて置

くとして，この年になってようやく組織的な教官配置が可能になったと言

ってよい。また，この課程翻・学科目制の導入によって，カリキ。。ラム・

躍修基準等も整備されるようになった．

　　（3）課程の堰設

　昭和41年（！os　6＞には，従来の小学校教員養成課程・中学校教餐養成課

程に叢んで，薪たに養護学校教員養成課程（小学校：・・一ス　e⑪名，＊学校慧

一 ス　10名）が設概され，研究組織としても「異常児の教育jr異常児の

心理」「異常児の保健」の3学科目が薪設され，取りあえず2名の教官増

を見るに至った．この課程の新設に嶺たっては，故・林正邦教官の熱意と

尽力に負うところが多かった凄実を付記しておく，，

　昭和5⑪年（ユgrs）には，　k述の3課程に煎えて，更に養護教諭養成課程

が設置された．これに伴って研究組織としては「基礎医科学jr臨床医科

学・君護学」　「教育保健」の3学科欝が薪設され，教育保健学科を構成す

るに蚕った。そして昭瀦42年以来，茨城大学に付置されてきた養護教諭養

成所は，この年をもって学生募集を停止し，昭和52年5月には廃止される

に董った、養護教諭養成所教官は，前述のように上記の教育保健学科に移

行され，今日に至っている、

　なお課程の増設とは溺に，昭和39年（1964＞には教育専攻科（学生定員5

名）が設麗され，教育学科及び教育心理学群の教官が，その教育と研究摺

導を担当することになった事実を赫記しておく．

　　㈱　小学校教黄養成課程における選蜂綱渡の導入

　小学校教員養成課程の学生についての教育・指導は，これまで多くの問

題をかかえてきた。

　第1には，教科専門科目に関するカリキ畿ラムが中学校教員養成に主軸

を鐙いて組まれており，小学校課程の学生は，その中から指定されたもの

を履修するという方式が取られていた．このことは，小学校教員の一貫的

体系的膏成という藤から見れば，便賞主義のそしりを免れなかった．第2
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に，小学校課程の学生は，8教科にわたって専開科目の選位を敵得しなげ

ればならぬ関係から，自己の所属する研究室がないため，研究上からも指

導上からも不十分の点が目立っていた．

　ところで昭和3⑪年我後半に入ると，小学校の整備が進み，教育内容の水

準も高まってきたため，8教科各2単位のみの専門教育では教貴資質とし

て不十分であるとの認識も生まれ，上記の閣懸点の解決策とあいまって，

いわゆるYピーク鋼」の構想が打ち旛される，、当初は，教養部から学部へ

の移竹時に，学生に志望のピークを選択させるという方法が取られていた

が，学生の志墾に著しい偏りがあり，受入れ学科はその講整に苦慮する一

方，学生の縄にも不満が増大することとなった．このような事態への対応

策として昭和43年くro　68）には，小学校教員養成課程にヂ選修」鋼度を取

り入れることにな肱学生には入学志願のときに，蟹文・社会・数学・理

科・音楽・美術・体育・家政・教育・教育心理のいずれかの「選修」を決

定し志墾させることとなった．昭和46年（柳1）には，上詑選修に「技衛3

が茄えられ，昭和52年（1977）には「職業指導」（後に進路指導と改称）が

蜘えられ，今日に釜っている．

　　働　学部の選蛍

　昭和35年（196⑪）当時は，教授会は教授のみで構成されていたが，重要

な問懸については，教官全貴で構成する「教官会議」に報告され，その意

見を鍛することになっていた。しかし教官会議の性格について問題があっ

たことから，昭和42年（1967）には，教授会に助教授以下の教宮の出鷹を

認め，入事案件以外の議慕は，この鉱大教授会で審議するように改められ

た。その後，学内戻主化の鋤きがにわかに活発化した昭和44年くX969）に

は，教授会規購の一部を敬め，教授会に学部教宮全員の出庸を認め，教授

会とは称しても事実上は学部教官全員で構成されることになり，今日に至

っている、

　一方，委員会設鐙については，昭湘35年当時は，教務・補導尚委員会を

主軸としていたが，昭和40年代に入ると大学全体及び学部の整備が進み，

その遜営も複雑化して審議検討すべき問題が山積し，かつ教育学部教授会

規穫の鉱大に葎い，今日見るような多数の委員会が次々と設置され，学部
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の還営に当たることになった．とりわけ改革委員会・組織検討委員会・人

事委員会・大学院設置準傭委員会等の設鐙は，学部の改革又は将来計画の

策定に重要な役罰を果たしてきた．

3　学部の将来計画

　　（1＞学部の改藁と将来欝画

　本笛2の①で述べたように，昭湘45年（柳⑪）には，概に教育学部改革

委員会が設躍され，学部改革の方向を模索している。嗣委員会報告書『茨

城大学教畜学部改革に闘する諸問題』には，学生の問題・教育内容の晦

題・研究上の問題・逮営組織の閤題・艦設設備の問題・Xクステンシ，，ソ

サービスの問題・大学剃度における問題・離属学校の簡懸等が，それぞれ

検討されているcとりわけ教育面については，学部カリキ無ラムの過密

イヒ・小学校教員養成課程の教育上の問題・附属学校の充実等が，また醗究

面については，免許法的r学科目鋼」に基づく教官組織・教官数の不均衡

と不足・研究設備の不十分等が指摘され，これらについては大学全俸の樗

来計爾の策定の中で，他学部との教育研究の統合・協力をも模索しつつ，

改革を志向しているところである．

　　②　大学院の設置

　学部改革の一環として，大学醜の設置は，概に上記の改革委員会が模索

してきたところである、、昭和50年（1975）に至ると，いよいよその機運も

熟し，属年11月にはザ教育学部大学陶問題懇話会」が癸足し，昭和52年7

月にはド大学院設麗準備委員会」が設けられ，大学院修士課程「学校教育

研究科（仮称）」の設置に向けて，活発な活勲を囎始した．以来，綿蟹な

研究と検討を重ね，昭和55年度には，その大綱を＆とめて，文部省に概算

要求書を提出し得る予定になっている、、今後更に検討を重ね，学部内陣容

をも整え，近い将来にその実現を期している、、
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第3節　組織と管理運営

1　麗織・機携

　　①　諜程の斬設・改廃

　茨城大学教育学部は，楽足嶺籾の段鱈では，短期大学に相当する£卑課

程を含む二つの課程（4年，2年）から威り立っていた，、これとは別に，1

部，2部，3部，4部，5部の椴成を持ち，小学校教員養成を主とする1

部に封して，中学校教員養成を主とする2rw　5部をその内訳とした．

　2年，4年の各課程のうち，2年課程は昭和32年度入学生をもって募集

を擁ち甥り，昭和34年（1％のに第9翻修了生を最後に，10年の歴史を朗

じている．なお，中等教育科の甥合には，昭瀦31年度入学生が2年課程最

後の入学生であった。

　2年，4年の餐課程に薄する名称は，馨足巌初は，2年諜樫，4年課程

と称したが，昭和27年（1％の4月1日からは，それぞれ乙類甲類と称

するようr教育学部規定」を敬めている、、

　2年課程の藤止後，謙程の名赫は用いられなくなったが，昭湘38年4月

1日，r教育学部規則」を改正し，改めて初等教育課程，中等教育諜程を

設麗した、，実際上は，前紀の甲類を教員養成の翼的に即して蒋編成したこ

とになる．

　昭和3轡年くig64）4月1日，初等教育課程を小学校教員養成課程，中等

教育課程を中学校教員養成課程と敗称した．昭瀦39年2月，文部雀がド撰

立大学の学科及び課程鐙びに講塵及び学科目に蘭する省令」を定めた事態

に見合う教育学部規則改正であった、

　昭瀦41年（1％の4月1ff，養護学校教員養成課程が薪設され，小学校

ge　一ス，中学校・・　一スの餐履修課程が麗かれている．

　昭和50年（1975）4月1日，養護教諭養成課程が設琶された．このこと

にかかわる教育学部規期は，翼年7月122日から旛行されたが，適薦は4刃

1臼にさかのぼって実旛されている．この措躍は，茨城大学養護教諭養成

所での学生募集を中止し，修業年限を4年とする課程を，教育学部に薪設
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することに見合うものである．

　修業年限を4年とする課程については，上記の4課程（小学絞教員養成，

中学絞教員養成，養護学校教員養成，養護教諭養成）が置かれて，現在に至って

いる，，これとは珊鯉に，修業年隈を1年とする養護教員養成課程が，昭瀦

37年G％の4月1日，文部賓皆示第87号に対応して設置され，昭和45年

度をもってその学生募集を一応中thした，，また，養護学校の義務教育化に

対応して，昭和52年（re　77）4月1日，修業年限を1年とする臨時教員養

成課程が設けられている．

　　②　学科の推移

　教育学部発足時には，小学教育科，中学教育科の2学科構成であり，ま

た小学教育科を1部とし，中学教育科を2N5部に分け，国語・娃会・英

語，数学・理科・家政，音楽・保健体育・美衛，職業をそれぞれの内容と

した。

　昭瀦25年度（1％のからは，中学教育科の内部を翻文科・英文科・鮭会

麟・数学科・理科・家庭耕・晋楽科・美徳科・俸育科・職業科に細分した

が，4年課程の1・2年次学生は文斜，理科，芸能科，職業科に大別し，3年次

に進むに当たって，学生の希塁で専放瀦に分れる二段携えの方式であった．

　小学教育科，中学教育科の名称は，昭和27年度からは初等教育科，中等

教育科に改められている、また中等教育科に，履修課程としての蟹文科，

英文科，社会税数学税理学＄＄，家政税音楽科美術科，体育科職

業科が設けられている．その仕組は，名称の上では多少の変更はあったに

しても，基本的には，教育学部発足当初と問じである。

　昭和38年度G963）から職業科を狡術科に改めた。中学校学習指導要領

の改正によって，職業・家庭科が技術・家庭科に編成替えされたことに伴

う処置であった．

　昭和43年度（1968）からは，小学校教員養成課程に選修の髄度（ピーク

鯛）が導入され，国文耕，投会科，数学科，理学科，美徳科，体曹科，家

政科，教育学，教育心理学の劉を設建した．昭和46年度には，小学校教員

養成課程に技衛選修，圃52年度に職業指導をそれぞれ撫えている．

　これらの敗変とは瀦に，養護学校教員養成諜程を異常晃教育学科，養護
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教諭養成課程を教育保健学科と学部内措麗では呼んでおり，教育学部の教

官，学生は，合わせて15の学科のいずれかに所属する形を取って，教育・

研究活動に従っている、，

　　⑧　箏務機構の推移

　教育学部発足の時点では，教育学部の事務機構は，教育学部長に直属す

る裏務長の下に，庶務掛，会計掛，教務補導掛，厚生保健掛，友部教場事

務室が置かれていた。

　以後掛（係），事務室の改廃を系統的に記述することは，資料の不足

もあってなし得ないが，その変遷の概略は，おおむね次のとおりである、

　昭和28年度（1953）1庶務係，会計係，教務係，友部事務室s附属水城

　　事務室，附属愛宕事務室，教育研究所

　昭和29年度（1954）：庶務係，会計係，教務係，友部事務室，附属水城

　　事務室，附属愛宕事務室，教育研究所

　昭和30年度（19＄5）1庶務係，会計係，教務係，通信教育事務室，附属

　　水城事務室，附属愛宕事務室

　昭和34年慶（k959＞1庶務係，会計係，教務係，通信教育事務室，東原

　　教場係，附属小学校事務室，附属中学校事務室

　昭和37年慶G％の：庶務係，会計係，教務係，通信教育係，東原教場

　　係，附属小学校事務室，附属中学校事務室

　昭和40年変（X965）：庶務係，会計係，教務係，厚生係，附属小学校事

　　務室，附属中学校事務室

　昭和43年変くXS68）1庶務係，会計係，教務係，厚生係，附属小学校

　　係，附属申学校係，附属幼稚園係

　昭和44年度（196g）：庶務係，会計係，教務係，学生係，附属小学校

　　係，附属中学校係，附属幼稚園係

　昭和51年度（X976）：庶務係，会計係，教務第一係，教務第二係，学生

　　係，附属小学校係，附属中学校係，附属幼稚園係

　昭和54年度（X977）；庶務係，会計係，教務第一係，教務第二係，学生

　　係，附属小学校係，附属中学狡係，附属幼稚園係，附属養護学校係

　これとは測に，昭和31年度（re＄6）から，事務長の下に纂務長補佐が置
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かれ，麗在に至っている、、

紛　教　授　会

2　運営紹織

第3章教育学部

　教育学部教授会規躍は，昭和26年（1％1）2月25日に舗定され，筒日付“

で砲行されている。その後，今日に至るまで，数圃の改正がなされてき

た．昭和26年2月25日と，昭湘29年G954）6月10日施行のものについて

は，r教授会規程」と1呼ばれているが，昭和42年改正以後はド教授会規興」

と称するようになった。

　昭和24年（ig49）から同32年ごろまでは，学部の審議機関として，教授

を構成員とする教授会が麗かれ，これとは製に報皆，連緒の機関として，

学部構成の全教官から成り立つ教官会議があった。これに対して，昭和33

年（ag58）教授会に，学部構成の全助教授，全専任講諦を倉めての審議機

関である鉱大教授会が設けられた。

　昭湘41年（1966）ごろから学躍紛魯が激しくなり，また学部内では学部

のあり方，教授会の繊成，教官会議の性格，講塵会のあり方等について論

議がなされ，昭瀦42年（1％7）5月18日に教授会規則の一部改正があり，

教擾会規則第2条第2号は」教授会は，必要に応じて助教授，その地の教

員を撫えることができる」と変更された。更に同年6月14日付でザ教育学

部教授会規期運周内規」が設けられた，，この規則により，学部長候補・者の

選定，昇任，採絹等の入嚢以外の審議は，原財として学部溝成の全教官で

行うことになった．そのため，今まで行われていた教官会議は，必然的に

消滅することになった．また拡大教授会は，昭科33年（1958）に数図，昭

秘2年から44年にかけては，牽数圃から数予圃も蘭かれ，重要な役謝を果

たしてきたが，昭秘4年5月128日には教授会規羅の一部敗罵があり，教授

会規則第2条第2号は，r教授会は，助教授，専任講騨および助手を撫える

ことができる」となって，構成員を一一re増大した．更に，昭秘4年（X969＞

5月28日に教授会規期運用内規の一部改正（第3条）があり，昇任，採騒

等の入事以外の審議は，教授会規則，第2条第2号によることとなり，ま

た鉱大教授会の廃止が，教授会還環内規に明示された．
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　その後，昭瀦45年（獅⑪）9月2珊に教育学部教授会規則の一部改正が

あり，教捜会規躍第2条はr教授会は，教授，助教授，専任講齢及び勘手

をもって組織する」を内容とするに至っている。更に問日付で教授会逮用

内規は，教授会逮蛍内規と名称が変わり，その内規の一部敬正があり，擬

内規の第3条は廃止となった．

　こうして，現准では，学部自治にかかわるすべての事項は，学部携成の

全教官が封等の楽鷺権を有し，僕重に審議の上，決定する体髄が嘗られて

いる。また，補導，予算など，学部内に設鐙する各種委員長も，教授会構

誠員による投票で選出される状溌にある．

　現在の教育学部教授会規購は，下詑のとおりである。

　　　　　　　　　　茨撚学鞘学部獺会規剛儒秘年明働

　（設麗）

第1条　本学部に教授会を置く，，

　（構成）

ag　2条　教授会は，教授，助教授，専任講師及び助手をもって組織する、，

　（権隈）

第3条　教授会は，次に掲げる事項を審議する，，

　ω　教員の採用，昇任に関する事項

　②　学部長の候補者の選出に関する事項

　㈲　教員の意に反する免職及び転任並びに降妊等に関する事項

　（4＞課程又は学科の設置並びに教育及び研究に関する施設の設置及び改擁に関

　　する事項

　紛　諸規則の欄定，改廃に関する事項

　㊨　学部の予算に関する事項

　ω　学科目の組織及び編成に関する事項

　㈹　学生の入学及び卒業の認定に関する事項

　㈲　学生の履修に関する事項

　⑯　学生の試験に関する事項

　⑳　学生の賞罰に関する事項

　働　学生団体，学生活動及び学生生活に関する事項

　⑬　その他重要なる事項

　（議長）

第4条学部長は，教授会を招集し，その議長となる、，

2　学部長に事故あるときは，あらかじめ学部長の指名する者が議長の職務を行
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　　う。

　　（会議）

　第δ条教授会は，毎月1回開くものとする、ただし，必要ある暢合は臨時に会

　　議を開くことができる、

　2　教授会構成員の3分の1以上の要求があったときは，学部長は，教授会を招

　　集しなければならないk

　　（議事）

　第6条教授会は，構成員の3分の2以上が出席しなければ会議を開くことがで

　　きない．

　2　教授会の議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の

　　決するところによる、，ただし，第3条第1号及び第2号に関しては構成員の過

　　半数第3号に関しては構成員の3分の2以上の同意を必要とする、

　　（庶務）

　第7条　教授会の庶務は，事務部において処理する、、

　　（改廃）

　第8条　この規則の改正は，教授会の議決による．

　　（雑翼の

　第9条　この規則に定めるもののほか教授会の還営に関して必要な事項は，別に

　　定める．

　　　　附　則

　　この規則は，昭和26年2月25Mから施行する．

　　　　附　則

　　この規則の改正は，昭和29年6月10日から施行する，，

　　　　附　則

　　この規則の改正は，昭和42年5月18日から施行する．

　　　　附　則

　　この規則は，昭和44年5月28日から施行する、、

　　　　附　則

　　この規則は，昭和45年黛月21臼から施行する．

　　②　各種委轟会

　教育学部には，多くの委員会が設麗されているが，そのうち予箪に閣す

る予算委員会，組織に関する組織委員会，学生の厚生補導に蘭する補導委

員会，教務に関する教務委員会，卒業予定者の教職志望に関する公立学校

採用問題検討委員会の各委員会の長及び補導委員会の副委員長は，教授会

で選出すると定められている．
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　これらの各委員会は，それぞれ委員会規則によって組織選営されてい

るが，このうち補導委員会規期については，昭瀦26年（1951）10月24翼髄

定の「教育学部補導協議会規程」があったが，昭和30年12月13日に廃止と

なり，嗣年12月14日，「教育学部補導委員会規則」が制楚された．その

後，詞規期は数圃の改正を行っている．教務委員会規劉については，昭和

26年（1％1）9月8日に「教務委員会規程」が鯛定されたが，その後，ザ教

務委員会規購」となり，更に数翻の歌正を見ている、，

　予算委員会規則は，昭和42年（1967）7月12日付，組織委員会規鋼は，

硲和42年慧月15日付，公立学校教員採罵問題検射委員会規財は，囎利49年

1月1鋸付で，それぞれ湖驚されている，、このほか，本学部の歌革戴びに

将来計画について，審議する改革委員会がある、岡委員会の規賊ま，醗和

45年3月17日に鋼定され，歌正を経て今日に至っている、

　　③　校書・農場の管理運常規躍

　教育学部校含の使用重ぴに管理選営については，昭瀦42年（1％の1醐

1日に制定されたY教育学部校舎並びに管理還鴬規則」により行われてい

る。また教育学部農場については，昭和53年（1978）2月1日に制定され

六Y教育学部農甥規購」により総織運営されている．

第4節教育・研究活動

1　カリギュラムの変遷と履習の方法

　　⑱　数科専門科簿

　カリキ臨ラムの変遷は，大きく分けて3段階になる。大学・学部の翻設

期としての昭和30年ごろまでを第1段賠とし，文理学部の改組による昭和

43年ごろまでを第2毅懸とする．現在は，第3段鱈に相当している．

　象ず第1駿鱈は，師範学校から薪綱大学教育学部への転換のため，それ

・に嬉応した薪しいカリキ。。ラムを模索していた時代である。大学設置基準

や教育職員免許法とのかかわりをどのようにすべきか，4年課程と昭漁32

年農（1％わまで募集していた2年課程，紡等教育科と中等教育科等のカ

リキ謡ラムの関連や履習規程等を作り上げていた時代である，，その時に作
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られた教育職員免許法をペースにしたカリキ講ラムの基本的部分は，現筏

でもほとんど変わっていない。しかし，そのころは，1部（初等教育科）

と5部（職業科）とを除き，2部文科（国文科，英文科，社会科），3部理科

（数学科，理学科，家政科），4部芸能科（音楽科，美術科，体育科）の各所属

学生は，3年次に進むとき，希塑によって各専攻に分かれていた。この形

態は昭湘3⑪年度入学生まで続き，昭魂31年度入学生から中等教脊科は，濁

文，英文，社会，数学，理学，家政，音楽，美衛，俸育，職業の10学科に

分かれて，第1学年から履轡することになった。また，初等教育科の場合

も，昭和30年度から教育・教育心理及び小学校の8教科について，それぞ

れ12単位又はro単位を選択専攻させることになった、

　しかしながら，国文，英文，教会，数学，理学の5教科は，当時の文理

学部の授業科目をほとんどそのまま教育学部の教科専門科目として認定す

る状濁であり，教育学部教官の撫当する教科専門科目数は20％に昆りない

有様で，教育学部全体としても教育学部専任教官の担当する教科専門科目

数は50％程度で，残り半分は主として文理学部教官が担当していた．この

状況は，昭湘42年度の文理学部改紐まで続いている．

　第2段贈は，文理学部の敬組により，圏文，英文，麺会，数学，理学の

5教科の教官定員が，k6名から32名へと2倍に増え，教科専躍科目を臨が

りなりにも教育学部の教官が担当できる態勢ができてきた時代である。し

かし，文理学部の改組とともに，いきなり教科専門科目の担当が全面的に

実施できたわけではなく，昭和42年度までは文理学部，それ以降は人文学

部，理学部の協力を得ながら，徐々に教科専門科目の担当を教育学部へ移

行し，それに伴い，その内容も教育学部の教科専門科目として必要な内容

に敬善されていった．

　教科専門科目数は，昭和3⑪年ごろには300程度であったが，年々増撫し

て現雀では450迂くにもなり，履習の便富上ばかりではなく，専門教育の

力量を高めるとともにその多様化にも対応できる状態になっている。その

ために，現在でも他学部教官に教科専門科目の挺当を依頼してはいるが，

それは教育学部全体の10％余りにすぎない状態である。また一方では，昭和

30年ごろは数名にすぎなかった教科専門科目担当の非常勤講師が，理在で
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はその10接にも増え，予数％の捜業を挺当している状況である．

　なお，小学校教貴養成課程では，昭湘43年度（1968）より第1学年から

各選修に分けて罎習させる，いわゆるピーク舗が設置されるようになり，

昭和48年度からは，小学校教員養成課程の定員が40名増貴されて，25⑪名

の入学定員となっh－，，それまでは小学校教員養成課程向けの教科専門科目

として，音楽図工，体育の3科目が設定されるだけで，他の5科目は，

中学校教員養成諜程との共通科目を選択履習させるようにしていたが，前

述のような変化に対応し，昭和52年度からは小学課程国語が，嗣54年度か

らは小学課程家庭が，小学校教員養成課程だけの教科専門科目として鵜講

されるようになった．

　以上，中学校教員養成課程と小学校教員養成謙程のカリキ。。ラムの変遷

について述べてきたが，昭和41年度（1％○からは養護学校教員養成課程

が，昭和5⑪年度からは養護教諭養成所が養護教諭養成諜程に改組してそれ

ぞれ発足した．これらのカリキ譲ラムもそれぞれの特性を生かすべく工夫

がこらされており，履習についても，養護学校教員養成諜程では，特殊教

育専門科目を28単位，養護教諭養成課程では，養護専門科目を68単位，そ

れぞれ必修として課し，卒業単位数も，小学校教員養域課程，中学校教員

養成課程は13G単貌誌後なのに魁して，それぞれ140単位，150単位と多く

し，専門的力蟹を璽視したカリキ晶ラムになっている．

　　②　数職奪闘科鶴

　教職専門科翼は，大学発足以来，教育学部においてその擬業を挺当する

ことになっていたため，教育学，教育心理学関孫専関科目はもとより，各

教科教育法や各教材研究などは，教育学部の専任教官が授業を担当するの

を原購とした、特に，蟹文，英文，社会，数学，理学の5教科について

は，当初教科専門科目は文理学部の教官が撮当することになっていたた

め，教育学部の専任教官は，主として教職專門科霞を担当するために配置

されていた．したがって，教員養成のために必要とされる教職専門科目の

うちの基礎約科霞については，昭和3⑪年ごろと比較しても，ほとんど変わ

りがない状況である．ただし曙瀦35年度からは，教育職員免許浩施行規期

の歌訂に伴い，　r道徳教膏の研究」が必修となり，薪たにヂ道徳教育の研
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究」が教職専門科目として圏講されるようになった．

　またその後，小学校教員養成課程にピーク翻が導入されたり，学生定員

数が増撫したりして，教育学，教育心理学関係の教職専門科目は，蚤質

共に増大し，理在では昭和30年ごろと比べて，授業科目数が借以上になっ

ている。ただ教耕教育法関係科目については，蒋講などを含めてもあまり

変化がなく，三十余りの授業科目を醐講しているにすぎない．一方小学校

教員養成課程の必修科目である教材研究は，小学校教員養成課程カリキュ

ラムの充実とともに，各教科とも徐々に開講科目数が増え，親雀では特講

なども含めて，昭和3◎卑ごろの焙以上に当たる50科目近くが携講されてい

る．そのため，教膏学部の教職専門繕目数は，昭禾030年ごろは，頁余程度

であったが，諜程の変遷や学生数教官数の増瀦に伴い，現在ではその倍

ぐらいの科目数が閣講されるようになっている。

　なお，弛学部向けの教職専門奉嘱についても一書述べておきたい。現

在，他学部でも教育職員免許状を取得しようとする学生数が増加してい

る。特に1年次では，教職専門科目としての教膏原理を受講する他学部学

生が，600名を越える状溌である，，その後，種々の事梼で教育職員免許状取

得希墓を取りやめる学生が増えてくるが，卒業時には2⑪0名以上の学生が

免諮状を取得している．そのため，飽学部向けの教職専門科目は，15本ほ

どが用意されており，非常勲講騨の任駕も多くならざるを得ない．

　なお，教育実翌も教職専門科目として必修であるが，この項では記述を

蜜略し，項を改めて後紀する。

　　③　養護教諭専圏科目

　養護教諭養成課程のカリキュラムは，養護教諭1級普通免許状に加え

て，本学においては中学校教諭1級普適免許状（保健）も併せて取得する

ために必要な授業科翼により講成されている．授業科目の中には学外機関

に依存するものもあり，ことに3，4年次に実施される3種類の実習，す

なわち看護実轡，教育実習，養護実轡はすべて学外実習であり，これらの

学外実轡を軸に教鳶課程が編成されているといっても過雷ではなかろう．

養護専門教育科目としては，街命では基礎医科学，臨床医麟学・着護学，

教育保健の3学科目が設置されているが，本学ではさらに教曹保健を保健
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学と教育保健に分けている．養護専門科目の教育職員免許法上の単位数は

4⑪単位であるが，本学における最抵履修単位は必修科目60，選択必修科目

8，計68単位である．選択科目としては10科目，16単位が開設されている

が，なるべく多くの科目の履習が鋸まれている，，これら臨床医学・看護学

の講義及び実轡の多くは，学外の医系機闘の理解と協力によって行われて

おり，その実旛に患たっては配慮を要することが多い．看護実醤は，3年

前期に週4日，10週間にわたり国立水芦病院等において行われている，，ま

た教養部における一般教育科目として人間生物学4，養護教諭論4，計8

単位を必修として履修しなければならないが，これら授業科藏も養護教諭

専門科目に準ずるものである．このように本学においては，養護教諭専門

科目の履修の充実がはかられ，看護及び養護の能力，資質の向上を目指す

カリce　。。ラム構成となっている、，教職専門科目についても，小学校及び巾

学狡教員養成課程と共通な科翼のほかに，養護教諭として必要な養護実習

4，教育実習4，保健耕教育法4単位が擁わり，翫26単紘の履修となって

いる。このように実習を含む授業科目が数教科におよぶことから，卒業要

件としての最低修得単位数は150単位ではあるが，実質的には総受講時数

は多くなり，さらに3年次苗期の番護実習に備えて，医科学・看護学の専

開教科の履習を2年次後期までに修了させるために，1，2年次において

は極めて過密なカリキ。。ラムとなっている，また卒業研究の履修単位は4

単位で，養護専門科目，養護に関係の深い教職専門科目，又は保健科教育

法について行われる．

　　〈4）ピーク舗の導入

　小学校教員養成課程へのピーク翻導入については，昭釈40年代に入ると

学部の問題として取り上げられるようになった，、従来，小学校教員養成課

程の学生は，2年次から小学校8教科に闘する教科選修，教育・教育心理

に関する教職選修のいずれかを希塁によって専攻することになっていた．

とはいえ，各選修には一応の目安としての定員があるので，1年次生のと

きに希望を取り，選修科目に片寄りがあるときはそれを調整し，翌年4月

に学部として承認していた．しかし，学生の希望が年によって特定の教科

（特に騒・社・数・理）へ集中して50rw70入にもなったり，逆に⑪とか3，
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4入しかいないという事態がしばしば趨こるようになってきた．

　このような事態を解消するとともに，小学校教員養成課程においても特

定の教科・教職について，より高度な知識を得ていた方がよいという理由

でピーク鯛の導入が闘題化された．そのため，昭和42年（1967）に小学校

教貴養成課程を持つ鼠立大学にアンケート調査を行い，10月の教授会にそ

の結果が報管された。それによると，入学時に選修刷に募集している大学

が28％，入学後に決めている大学が49％あること，入学後に決めている大

学のうち約70％返くが学科問での選修学生数の不均衡に困っている事実が

明らかになった。またこのとき，本学部の場合，卒業時において学生は選

修学科の単位を20～60単紘取響していた者が94％に達していることも，教

務委員会の調査で判明したeこれらのアγケート調査，学盤調査の結果を

墓に，昭和42年（1967）1幌25日の教授会において，小学校8教科に関す

る教科選修，教育学選修，教畜心理学選修の合わせて10学科に分けて学生

を募集すること，定員については鼠文・役会・数学・理学が各3⑪名，家

敷・音楽が各10名，美術・教曹心理が昏15名，体育・教育が各2⑪名とする

ことが決定された。更に昭和43年1月17日の教授会において，小学校8教

斜に閣する教科専門籍目を各2蛍位ずつ取得するほかに，選修学科の專

門科目をro単位以上取響することが承認された．これに基づき，昭和43年

度（1968）より小学校教貴養成諜程では選修別に募集することが蘭始され

た。また，昭和46年度（ag71）より技術選修，昭和52年度より職業（進路）

指導選修が薪設され，現在に至っている．

2教畜巽習

　薪しい教員養成の理念に立つ翻放鋼免詐翻度においても，教育実轡は教

員養成の実践的要ていとしての位置を占めている、蘭放舗免許翻度のスタ

ー トとともに，本学においても，教育学部だけでなく，文理学部，工学

部，蓑学部の学生にも教員免諮状取得の這が蘭かれるに至った．これによ

参，教育実習への全学的な取組みがなされるようになった．

　本学発足時から今日までの教膏実習の歴史をたどるとき，おおまかに言

って，そこに幾つかの殺階を区切ることが可能であると思われる。すなわ
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ち，①創設期の教育実習，②教育実習の確立期，③教育実習の改革期であ

る。

　以下，それぞれの段階について，各学部の教育実習の実情を概観してみ

たい．

　　紛　翻設期の数育異習

　昭和24年G949）から26年までは8週間・5単位実習が行われた．水芦

だけでなく土浦，友部にも教場があり，実習校も水城・愛宕の両附属だけ

でなく，土浦の場合は阻見中学校など，友部教場の場合は宍芦串学校など

の公立学校に依頼して4週聞の基本実習が行われ，残り4週聞はF地方実

習」として各地の協力校に分散した．第1踊生の思い出には，次のように

ある。「私は土浦教場に通学していたので薄見中で4週問の墓本実習をし

ました。残りの4週間を26年の2月にやったのですが，友入の～人に自分

は稲敷郡の奥野中という所で実習するが，自分の家でメシを食べさせるか

ら一緒にやらないか，と誘われ，何しろ食糧難の頃でしたので鱈とも有難

い誘いと二つ返事で受け，もう一人の友人とり晶ックに本だけ詰め込んで

出発し，友人の家からその学校に通いました．多分，現在私大などの帰省

実習などに近い形かと思います．しかし，その学校ではとても歓迎してく

れ，とにかく楽しい4週閥でした．信じられないでしょうが，全期閣に60

時間以上授業をやったのです」．そういう時代であった．

　昭和27年G％のからは，3年次の葡期実習（4週間）と4年次の後期実

習¢週間）になった．実習校は附属2校のほか，小学校が6校，また申

学校が7狡程度で，初等科約80名，中等科約80名の実習を行っていた．基

本実習は附属校に限らなかった．また昭和30年には，　ヂ通年教育実習」が

開始されたことも，大いに注目されてよい、，同年の実施状況を見ると，2

年課程の実習が水戸市内の小・中学校で，また4年課程の実習が附属2校

と協力校25校で行われている。この時期の協力校には，その年その年でか

なりの変動がある。これは昭和3X年から4年課程の縦専実習を通年実習

か，ヂ地方実習」で行うことにしたためである。昭和30年では小学校で石

岡小学校，太田小学校，笠間小学校などの，また岡31年では中学校で高萩

中学校，下館中学校，太田中学校，大宮中学校，・K岡申学校など，現在も
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実習を依頗している協力校の名が見えている．地方実習が今翼よりも，教

育実習に地域の教育の実傭や特色をより一一一・－tw反映させていこうとする積極

釣な意図で行われていたためである．しかし総じて言えば，この時期の教

育実習は，内容的にもまだまだ不十分であり，また事歯のガイダンスなど

も現在ほどのものではなかった、，ただ大学が特別な努力をしないでも，協

力校に専ら依存するだけで教育実習を運営できた時代であった。

　　　①教育学部
　創設期の教育実轡の実情は，今日ではごく限られた資料しか残存しない

ため，その全体像を正確に掘握することは難しい。本学での教育実習に関

する統一的な規程は，昭和27年（ag52）4月から施行のr教育実習内規」

であり，昭和34年3月までこれによって教育実習が運営されていた．それ

以前の昭和24年から26年までの実習が，釘に基ずいて実施されていたのか

は，今日では定かでないeただし，実轡期間・単位は8週聞5単位で，4

年課程，2年課程共通の単位数であった．昭和27年からは，1週間1単位

に藪められ，教育学部4年課程は6週間6単位，同2年課程は4週間4単

位，文理・工・農学部は4週閥4単貌となった．この時期の教育実習は，

すべての面で今日のそれとは異なった様根を呈しており興味深い。翻設期

で，しかも戦後の困難な時期でもあったが，教育実習をめぐる状況として

は非常に恵まれた時期であった。それだけに実習運営も比較的容易であっ

た．既にこの時期から教育学部教育学科を中心とする教育学部運営俸舗が

でき，この体髄で，この後今Hに至るまで，約4半世紀間の本学の実習運

営が行われるのである．

　　　②文理・工・農学部

　文理・工・農学部の実轡期間は3週闘3単位である．文理学部は100名

近くの実習を昭和29年には全員附属校で，間31年からは水戸第一中学校を

串心にして10校ぐらいで運営していた．農学部はほとんど土浦第一中学校

と附見中学校でほぼ50名近く，また工学部は多賀中学校，跡灘中学校のほ

か，工業科実習のために日立工業高等学校などで20名から多いときで50名

ぐらいが実習していた。実習生が比較的多いのは，不況のせいもあると考

えられる、，
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　　②　教膏契習の確立期

　教育実翌の企灘・運嘗・指導俸欄が整うのは，麗学後10年経過した昭瀦

34年G959）あたりからである，，まず第1に，これまでの「教育実轡内

規」に代わって，罵式にY茨城火学教育学部教育実習規罵」が昭瀦34年

α％のに鯛定され，教膏実轡に濁しての統一的な基準を示すものとなっ

たこと，第2に，従来手簿だった実轡指導に大学が積趣的に乗り出し，内

奪藏での充実が図られたこと，実習協力校がほぼ固定し教育実習の還営に

おいても，指導においても継続性が鐵られやすくなったためである．

　　　①教育学部
　教育学部の実習は，昭和30年代単ばにほぼその定型ができ，安定した時

期に入ってくる．初等教育課程では，基本実習が鮒属小学校と協力小学校

5校で，翻専実習が協力中学校U校でそれぞれ行われている。この翻専実

轡の履修率は，既にこの段階で80％を超えていて，協力中学校の確保が今

後次第に鰯難になってくる．中等教育課程では，基本実轡が附属中学校と

水芦第一，第二，第三，第四の各中学校，勝田第一中学校などで，更に灘

専実轡は協力小学校5校で実施されている。醐専実習の履修率は，ほぼ50

％程度である．

　教育実轡の事前のガイダンス，実習期間中の指導体制にも検討が撫えら

れ，本学の教育実習はかなり軌道に乗ってきている。

　　　②文理・工・縷学部

　この時期，文理学部が2年閣ほど独自に教育実習を還営したことが註欝

される。この文理学部独自の実轡運鴬は，ヂ高校実習」という形で行われ，

昭和34年（1％のには，水芦第二，水芦第三，水戸商業，太田第一，日立第

一の各高等学校，昭和35年には，水声商業，水戸第三，太田第一，茨城（私

立）の各高等学校で実施されたe文理学部による独自の逮営は，それなり

の背景があったことに起因するものであるが，しかしこれは長続きせず，

結局昭和36年からは，元どおり教膏学部の逮営にもどることになった．工

学部は日立工業高等学校で，農学部は土浦第一中学校と阿見中学校で輿施

したが，このころから文理・工・縷学部の実轡希望者は次第に減少し始め

ている．これは日本経済の鉱大による雇用状況の妊転によるものである．
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　　③　教育案習の改革期

　本学の教育実習運営は，鵬学以来主として教育学部教育学科と教育学部

教務係が拒当していたが，昭和40年代に入り教育実轡の還営hの業務が増

大するにつれ，運轡総織をより強化する必要に追られ，教育学科を中心に

しながらも，それを更に拡大した組織として昭和44年（1969）に「茨城大

学教育学部教育実習委員会」が発足し，以後この委貴会が逮営の責任を持

つようになった。

　本学全体の教育実轡運営が照難になり始めたのは，昭和40年代末のころ

からのことである。それは特に中学校での協力校確保難という形で現れた

のである。その漂鶴は，内部要因としては，各学部の学科増，定員増によ

る実習希塑考の増煎があり，また昭和40年代半ばころ大学を巻き込んだ学

園紛争の影響などに求めることができる。特に学園紛争に関しては，この

中で露呈した学生の気質や風俗の変化に協力校が敏感になっているにもか

かわらず，大学縄の指導がそれに十分に即応し得なかったこともあって，

櫨力校の実習悪避ムードを生み出す要困の一つとなったeまた外部要因と

しては，進学率の上昇の中で，私立大・短大での教育実轡希璽者の大幅増

撫という漂因を挙げることができよう．この場合，ほとんどの実習生が帰

省して出身校実習という形を取るため，中学校の協力校の多くが，本学の

実習に薫えて出身校実習の増加によって負担増を強いられ，実習を敬遠す

る傾向が出てきたのである。

　特に昭和48年くme　73）のギ石濾危機」による雇驚の先特き不安感，翼に

ザ人材確保法」の舗定による教農給写の改善は，安定した職業としての教

職への醐心を高め，これが教育実習履修希望者の大輻な増撫をもたらし，

この後，各学部ともこれへの紺応に苦慮することになる．地域の実習協力

校，県教育委員会・市教育委員会・学識経験者等の参撫を得て，本学の教

育実習の実施計画並びにそれに伴う地域の教員養成の諸問題を協議する機

関として，薪たにr茨城大学教育学部教育実習蓮営縮議会」が発足したの

は，こういう状況の中での昭和48年11月のことであった．また教育実習生

の大幡増蒲への対策としては，履修墓準の強艦による実習生の厳選などの

ほか，実習協力校の大幅増加が挙げられる。昭和48年以降，実習校は増加
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し続け，ほぼ倍増した．

　しかしこういう中で，各学部の教育実習選営体湖を放本的に改革する必

要が生じてきた、，各学部が当該学部の教育実轡の逮営に責任を待つこと

が，従来の教育学部主導の運営よりも，協力校との関係の強化，実習生の

掴導の充実等の颪で一屡有勘であるとの認識からである．そこで昭魂50年

（X97＃＞2月から，まず教育，入文，理の3学部で運営体翻の改革に醐す

る話合いがもたれ，後に工，農の2学部も含めて検討が行われた．ほぼ30

翻にも及ぶ検討会は，種々の曲折を経て，昭和52年慧月に最終的な合意に

達し，嗣53年度から薪しい依購の下で，より兜実した実轡還営が行われる

ことになったのである．またこの蒔期から水芦地区の実翌協力校は，教育

学部及び人文・理学部それぞれの鶴定櫨力校のほか，教畜と人文・理で一

年交替で依頼する鷲一テーシ饗ン協力校に分かれることになった．

　　　①教育学部
　教育学部では，曙灘48年（1併のの小学校教貴養成課程の学生定員40名

増により，附属小学校での基本実轡が4班編成で各班2週閥とな！l　，残り

2週間は毒内協力小学校に依頼する方式になった．そうしてこれら学生の

4年次での翻専実習のための協力中学校の確保が容易ではなくなった．つ

まり，小学校課程所属学生の醐専実習履修率が90％を超えるため，250名

以上の実習生の配当が困難になったのである。また，中学校教員養成課程

や養護学狡教員養成課程（特殊基本・醐専実習）実習生配当にはそれほど困

難はないが，ただ養護教諭養成課程の教育実轡（保健），養護実習が多く

の障害を抱えている。

　教育学部では，こういう困難な状況の中で，安易に協力狡の増撫という

方法にのみ頼るのではなく，危機の克服を学部のより主体的な努力によっ

て図ることが必要であるとの認識に立って，既に昭和40年代初めから度々

教育実習の内審や方法の改善を附属狡の脇力を得て行ってきたのである．

　　　②入文・理・工・農学部

　既に述べたように，昭和40年代宋ごろからの教育実轡避営が園難さを増

す中で，各学部とも，これに対して一屡真剣な取組みを示し，協力校の關

拓，実習生の詣導，協力校への連絡担当教官の派遣など，教育学部との密
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接な連携の下に主稼的に行っている。蒋に昭和53年からは，実轡の内容的

な指導や評価等の業務を除くすべてにわたって責任を持って当たる態勢が

出来てから，これらの学部の教育輿轡は飛躍的に充実したと醤ってよいで

あろう．特に実習生の実轡意欲などは，各学部の拙導の強化により格段に

向上したのである。

　　㊨　教育粟習の今後の課題

　現在，本学の教育実習は，教育学部実習生総数約1，100名，入文・理・

工・農各学部実習生総数約26⑪名，実習協力校総数は鮒属学校を含めて約

8⑪校の多数に上り，囎学時に比べてその規模は数焙に達している．多くの

大学の実轡運営が困難を極めている中で，本学がとにかくここまで出身校

方式によらず協力校方式で来られたのは，何と言っても多くの協力校の絶

大な協力のたまものであり，これなくして，全国的にも高い評緬を得てい

る本学での教育実習の現在の姿はあり得なかったであろう。

　しかし，本学の教育実習還嘗をめぐる環境は，決して楽観できるもので

はない．概に蘭拓堀能な実習協力校は蘭拓し尽くした感があり，一方では

筑波大学の醐学に伴い，県南，菓酉地域での協力校確保の競合といった隠

遜，そして何よりも協力校劇本が環在の様々の深蒲な教育閣題への嬉処を

迫られる中で，教育実習生を受け入れる余裕をますます無くしているとい

った状況を考え合わせたとき，教育輿習問題への全学的なより積極的な取

組みが必要となることは必至であると雷ってよい、，第1には，教畜実習の

内容面での指導の充実をより一層園ること，またそれとの醐連で，教育工

学的手法の導入を閣ることも必要となろう．そして第2には，教育実翌の

運営の円滑化を麟るための一環として，大学による地域サービスを，今後

も積極的に捲進していくことが不可欠なのである．

3　養護巽習・看護糞翌

　　Φ養謹契習
　養護教諭養成課程においては，「養護実習」がr教育実習」での墓本実

習に相当するが，学生定員45名について酎属校における基本実轡4単位の

履修は困難であり，附属校と学外の実習協力校に依額して，盗校2　rw　3名

231



叢　部局史〔it　）～各学部吏

の配当の下に実掩している．本学における養護実習の蒋色は，最終学年の

4年次において，春秋2期に分け，小・中学校の2校種において，合計5

週間＋αの期間実施していることである。春期は5月下旬の2週間附属，

小学校において実施しているが，実習に先立って定期健康診断行事の日程

に合わせて箪均6園の学校訪問を行っており，実習期闇としては実質約に

約2．5週閥に相当し，多大な効果を上げてきた．秋期は前・後学期の中間休

みを利用する全学の教育実習に合わせて中学校において実雄しているが，

3年次生の教育実轡（保健実習）との絡みから，現在は養護教諭養成課程

4年次の養護実響生2名，3年次の撮健実習生2名の躍当で3週間実習で

ある．養護爽習は鋤務の場所が保健室中心であり，主として養護教諭の指

導の下に実施されている．将来は他校種実習なども含めて，翼に改善を検

討中である。

　　②春護異習
　養護教諭養成課程においては，養護専門科醤のうち，本学では臨床医

学・看護学として29灘紘を履修しなければならないが，その講義及び実習

の多くは学外の医療機関に依存して実施されており，実轡担当学科である

教育保健学科教官の配慮は並たいていではない。なかでも看護実轡（瞭床

医学・看護学臨床実習，δ単位）については，看護婦免許（看護婦養成）と無

関係の実習であり，本質的に実施の羅難性が内在しているが，麗立水戸病

院（看護部）等の格罵な理解と協力により，3年謡期に週4日，10週問に

わたって実施されており，看護実習の重視が，本学の縛色として挙げられ

る，，実習は外来及び病棟を含む臨床各科について，君護婦及び医締の摺導

の下に5名よりなる班単乾で実施され，実習期間中教育保健学：科教官は，

交替で巡礪指導，連絡を肴っている．また看護実習委託費及び謝金につい

ても，従来予算の閣係上極めてきん少にとどめられており，看護実習の困

難性を一層増していたが，文部省予算の教育実習委託費の中に不十分なが

ら薪規に講上されてきており，今後の増額配当が望まれる．
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4　教官の硫究活勲

　　（f＞研究紀饗の刊行

　学部構成員としての教官借自の研究活動は，昭和26年（1％1）に第1号

を刊行した『茨城大学教曹学部紀要』以来，逐年刊行の各編に収められ，

成果を世に問うてきた。最新のものは，昭和54年3月刊行の『茨城大学教

育学部紀要』第28号である、

　文理学部改組に伴う教科専門科目の学部内自立体翻，学生定員増に起因

する教官定員増などによって，構成賃人数の増煎があったとはいえ，近年

にあっては，紀要に寄稿される論文等の件数が目立って多くなった．その

ため，昭和52年度からは，それまで1柵にまとめた方式を改め，（人文・

社会科学，芸術）（自然科学）（教育科学）の3分冊で刊行を続けている．

　学部発足当初は，環境整備が当面の急務であり，そのことから研劣紀要

の毎年鞘行を果たし得なかったが，昭和4⑪年代の大学紛争に伴う混乱の中

でも，研究紀要の刊行を繰り延べることなく，毎年袴行の俸鋼を保ち得た

事実は，蒋筆に値しよう。

　　②　奉1学購究費による蘇究

　昭和24年度に教育学部が発昆して以来，教育学部教宮に対する文部省科

学研究費は，昭和34，35，44，48年度を除き，毎年度交付されてきた．昭

和36年度以降の内容（種類，氏名，研究課題，交付金額）を示すと，下記のと

おりである。

鞭　氏　名　　研　究　課　題　交（募讃
34

35

36　　下　野　　　米

37　　高　瀬　一　男

38

39

舞

満　井　隆　行

三　好　信　浩

高　瀬　一　男

正眼者のための点字楽譜の研究

地学教育に関する基礎的研究一地殻変
動に関する模型実験装置の製作および
その実験

近代日本の外国史研究

教育実習に関する歴史的，比較的研究

理科教育における地学教材の基礎的研
究

9

4

5

6

6
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39

⑳

ノタ

欝

魂蓋

欝

覗

爆3

44

娼

終

妬

Sf

fノ

鐸

47

拶

護9

5⑪

51

ss

鞍

＄2

1｝

53

234

高　橋

高　野

堀　口

小　倉

津　田

大　森

三　好

津　田

　　栄　　八郎潟漁民の変質過程

恒　雄　理科における観察能力の発達段階に関
　　　　する実験的調査

友　一　1近世における疾病の歴史地理学的研究

　　学1欠席の年闇変動とその事由ならびに要
　　　　因に関する研究

理　子　1乳歯驕蝕予防の栄養学的生化学的研究
和　子一家事労働のXネ7Yギー一代謝に関する研

　　　　究

信　浩

理　子

吉　田　昭　久

中　原　弘　之

中　原　弘　之

橘　　　　　難

田　寧　靖　央

吉　田　昭　久

中　原　弘　之

上　原　貞　雄

橘　　　　　豊

吉　沢　　　勲

高　瀬　一　男

田　中　靖　夫

山　張　爽

山　本　　　宏

山　根　爽　一

馬　場　道　夫

近代初等教員養成学校成立過程の比較
研究

乳歯齪蝕予防についての生化学的研究

玉賊ol敬鎗○奪Of　Ambiguityに関する操
作的実験的研究

幼児期における集団適応行動に及ぼす
親子関係の影響についての実験心理学
的研究

幼児期における集闘適応行動に及ぼす
親子関係の影響についての実験心理学
的研究

室町時代書簡作法書の研究

重質量星と質量放爵

1蜘1螺鱒心的fA撫bi即靭と攻繋性と
の関連に関する操作的・実験的研究

幼児期から学童期における集団適応行
動に及ぼす親子関係の影響についての
実験心理学的研究

アメリカ各頻憲法の教育規定に関する
研究

江戸時代書簡作法書の研究

結晶表面横造の転位の運動に与える影
響

亜炭田地域に湧鐵する強酸性水の地球
化学的研究

球状星団等における銀河風効果

アシナガバチ類の巣における髪機能外
被》の寒冷適応に関する研究

1，2，4－yリオキサンの合成とそ
の反応

アシナガバチ類の巣に関する系統学的
研究

捜業における教育Xll学的手法と学生の

9

7．2

10．3

7．2

1⑪

烹⑪

Io

8

沁

50

30

B
30

13

25

25

22

嘱

33

3烹

32

4⑪

36

47
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〃

〃

〃

54

〃

〃

〃

〃

山　本 宏

中　村　直　美

尾　崎　久　記

高　野　恒　雄

尾　崎　久　記

牧　野　泰　彦

虹　木　崇　康

山　根　爽　一

理解思考過程との関連についての分析
的研究

1，2，4一トリオキサンの合成とその
反応

オカトラノオ属の系統分類学的研究

脳波周波数成分の頭皮上分布と脳の局
所間活動の解明に関する研究

教員養成学部における自然科学の基礎
及び総合教育の研究

脳の局所間活動解明のためのEPEQU
ENCYトポスコープ試作に関する基礎
的研究

砂岩泥岩互層を主とする砕屑岩層の堆
積様式の変遷について

度合を表わす語と形容詞句を含む英語
の名詞句に課される出力条件の研究

コアシナガバチにおける女王生産性と
群サイズ及び気候条件との関係

43

35

40

39

70

75

60

60

　　（3）　『教員養成力リキュラムの研究』の刊行

　新制大学の発足に対応して，師範学校を基幹とする教員養成制度は，そ

の方式の大幅な変革を達成した。以来，教員養成は大学において行われ，

非教員養成学部，非養成系大学にあっても，課程認定を得た場合には，等

しく教員免許状の申請権を保有し得る体制が確立する。俗に言う開放制教

員養成制度の誕生である。

　茨城大学においても，この体制の下，教員養成学部である教育学部の卒

業生のほか，文理学部，工学部の卒業生も，教育職員免許法が定める所定

の単位を取得すれば，教員免許

状を取得できることになった。

　とはいえ，教育職員免許法が

定める必要単位の下限は余りに

も低く，またそのことが，教員

免許状の乱発傾向を助長すると

の意見が，初等中等教育の実際

を担当する方面から，強く叫ば

れる事態が，やがて発生する。 『教員養成カリキュラムの研究』
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　こうした坐気を念頭に麗きながら，詳細は後述される教驚学部教育研究

所が中核となって，昭和30年11月，教員養成カリキ嘉ラムの研究が蘭始さ

れている．そのねらいは，教職の専門性を確立させ，歓会の要請に強くこ

たえ得る秀れた素質を鐘えた教齢を養成するには，どのようなカリキ論ラ

ムを組む必要があるのかを，見定めるところに躍かれていた。

　作業は，茨城県内の小・中学校長，指導主事，現場教員を嬉象とするア

ンケーyを実施する中から，教育の現場における切実な要望をくみ取り，

またその薯実を踏まえながら，蒋来あるべき教貴の姿を見定めることを輿

的とした．

　教員養成カリキ誌ラムの研究は，学部を挙げての研究活動であったが，

作業の中心となった教育研究所の幹纂・委員の努力は，特に大きかった，、

成果は，昭湘34年（X9＄9＞にゼ教員養成カリキ瓢ラムの研究』として剥行

された．この種の観究では全羅初の成果であった関係から，各方彌で参考

にされ，日本教育大学協会教貴養成課程検討委貫会の審議に，大きな影響

を与えているes

　　〈4＞日本教育大学協会への寄与

　学校教育法に基づいて閣設される大学には，建前の上では，設麗基準が

適期され，教育研究活勲の根韓をなしている．親行の各学部設麗基準は，

昭勲31年G％6）に旛行された文部雀令第28号を手がかりとする．実際に

は昭和38～39年に二次的な検討を加えた成果が適用され，茨城大学におい

ては，入文・理・工・農の四各学部が，それによって教育研究活動を実旛

してきた、けれども，教育学部の場合には，二次的な検討は結実せず，極

めて不十分の評がある当初の設鍛基準が，その存立のよりどころとされ続

ける状況に観かれている．

　ところで，上記の文部省令第28号の旛行以前から，教育学部の内部では

望ましい教貴養成カリキ議ラムの検討が開始されていた．更に煎えて，教

鳶学部長二方義が日本教育大学協会の雑設した教員養成大学設麗基準検誕

委員会の委貴長に就任した嘉情も燦わり，茨城大学教育学部教膏研突漸が

その漂案作成に蘭与する結果となった．審議に当たっては，教育研究蕨主

事秋山和男が作業員として参撫した、昭和32年ころのことであった。

236



第3章教育学部

　このようにして，教員養成大学設置基準要項原案は完成するが，文部省

が採用するところとはならなかった．そのため，昭和35年（1％のに入る

と，日木教育火学協会は，教員養成課程再検討委員会を発足させ，本学部

からは第二部会関東地区選出委貴として，秋山和男が審議に参燦した．二

次案と称される薪しい設置基準要項（教員養成関係学部設躍基準要項案）は，

昭和39年5月に文部省に提出され，文部大臣の諮問機関である大学設置基

準等研究協議会で検討される結果となった．

　大学設置基準等研究協議会は，昭和38年から翌年にかけて，13学部の設

置基游を決定する．うち七つは，畷湘31年に施行された文部省令第28号の

条文に手直しを撫えたものであり，残る六つについては薪規に要項を定め

ている。けれども，教員養成学部については，結論を得ることができなか

った、日本教育大学協会提出の第二次案は，この際に検討の対象となった

わけである。

　結局，教員養成学部設麗基準は，引き続き検討の留意事項を付されて決

定を後Hに持ち越したものの，大学設麗基準等研究協議会そのものが解散

したため，今臼に至るまで教員養成学部は，取り残された形となってしま

う。

　とはいえ，H本教育大学協会の努力，ひいてはその下地を作威した茨城

大学教育学部構成員によるr教員養成カリキ轟ラムの研究が，無意味に

終わったわけではない、

　　〈5）　r雀令カリキasラム」への関与

　文部省は，昭瀦40年（maas）に至って，課程一学科目鯛を墓幹とするド雀

令カリキ蕊ラム」を設定する．その結果，教員養成系大学は学芸大学から

教育大学へ，教員養成学部は学芸学部から教育学部に改組されていく．

　茨城大学の場合には，昭和42年（196のに実施された文理改組とかかわ

りながら，教科専門科目を教育学翻専任教官によって撮当しうる体翻が確

立する。そのことへの法制的根拠は，前記のヂ省令カリキュラム」に依存

した、

　ギ省令カリキ議ラム」は，日本教育大学協会が提案した教員養成学部設

置基準要項案から見れば，著しく不備なものであり，教科専開耕目趨当専
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妊教官定員が，類似する学部に此べて極端に不足する現実を盤み幽してい

る，、とはいえ，「省令カリキ論ラム」は，茨城大学教育学部にとっては，

教科専門科目の学部内自立体剃を確立するよりどころになる重要な存在で

あった．

　ゼ省令カリキ識ラム」の内容を検討すると，日本教育大学臨会による教

員養成学部設置基準要項案の影響が明らかに読み取れる。またその事実を

介して，鑓教貴養成カリキ轟ラムの研究』が，歴史的な存在意義を有する

ことになる、，

　ff本教膏大学協会は，昭和49年（MW4＞6月，薮嘗閥係学部設麗要項案

を再度作成する．昭和40年以来，教員養戊課程検討委貫会を設麗し，検討

を重ねてきた成集である．この審議に当たっては，昭撫43・44年の澗年変

にわたって，獄茨城大学教育学部教育研究所紀要』が特集した教科教育学

の研究が，大きな波紋を巻き趨こした，、今日では，教貴養成系大学，醐学

部が大学院を設麗する場合，教科教育学の確立が絶鮒条件とされている

が，その方向樹立に当たって教育学的な理論展蘭を他に先駆けて特ったの

が，高久溝吉教官（現筑波大学教育学系）の論文であった事実を指摘して

おこう，，

　　（6）茨城大学教育学部教欝研甕解

　茨城大学教育学部教育研究所は，法綱的に認められた存在ではなく，学

部内での予算播罎によって設鍛されてきたが，その歴史は茨城騨範学校当

時にさかのぼる．研究所の横成員は，学部教官・附属学校躍教官の全員で

あり，学部教官から主蘂が選出されている。

　研究働会を鑓時蘭催するほか，『茨城大学教育学部教育研究研研究紀要3

を漂財的には，毎年鷺膏する．なお，後遽する茨城県教育研究連盤には，

茨城大学教曹学部教育研炎研として加盟している．

　　　①　前史（茨城師範学校時代）

　ア．昭和18年G943）：この年，師範学校の国立学校への改組・昇格に

伴い，全麟いっせいに教育研究所の設置が義務づけられた，，t逮営に当たっ

ては，中央に設麗された騒立教育研究所に統轄される存在であった．茨城

師範学校教育研究所としての初代所長は，田澤次郎，主事には寓永儒定が
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任命された．

　イ．昭和20年（1945）：第二次世界大戦宋の8月1日，アメリカ倉衆醗

窒軍による水芦地区空襲に際して，茨城師範学校の校地が存姦する無水戸

城二の丸地区も焼夷弾攻撃を被り，校含のほか，水芦城三層櫓（俗称・天主

閣）も炎上し，保管中の貴重な教育資料多数を焼失した。

　ウ．昭和24年（1949）；薪制大学発足の年であるが，師範学校も存続し

たため，教育研究所の舗度もそのまま残っていた．しかし，当時は属家離

規模での大転換の時期であり，国立学校，公立学校の駈管区分明確化の影

響も加わって，全県組織の強鋼統綱力を裏付けとした性格が失われ，教育

研究所の存姦そのものが，あいまいなものになってしまった．

　　　②　発足から現在まで

　ア．昭和24年（1949）窪この年9月，薪翻大学として発足した茨城大学

における教育学部の存在を世に問う意気込みの下，民主教育推進の中核化

を目指して，教育研究研の鋭皮・再編が意図された．規約を改正し，屍主

的教育研劣の指晦を明確に打ち出している．所長は，教育学部長の兼務で

ある。

　イ．昭勲25年（195の；この年9月，教員免詐状の親目饗替えが実旛さ

れた．けれども実際には，新制度による免許状に必要な条件を具備し得な

い公立学校教員が多かった．このような事態に魁処するため，茨城大学教

育学部に，文部省認定による遜信教育部が設置されたが，そのことへの嘉

務処理には，教育研究噺が当たる手筈になる．所長は斉藤儀重，主薯は小

林健道であった．

　6月，規約を改正し，強化したスタッフにより，『茨城大学教育学部研

究紀要』第3号を発毯，理数科特集号とした．研劣紀要は，茨城県内の教

育委員会・公立学校にも以後引き続き配布され，現場の教育に資するとこ

ろが多い．

　ウ．昭和31年（1956）：この年3月，茨城県連合教育研究会と茨城県教

育研究会との一本化が決定され，茨城県教育蘇窒連盟（詳細後述）が発足

した．茨城大学教育学部教育研究所もその構成員となり，初代会長に教育

研究所長（教育学部長）二方義，初代事務局長に教育研究所主事秋山和男
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が就任した．茨城県教奮研究藍盟の事務は，茨城大学教蔵研究所を窓口と

して今日まで実麹され，活動の推進に貢献している、

　11月，研究所韓裏会の決定に基づき，教員養成カリキ。。ラムの研突が閥

始された。研究所の嶺業としては，研究の規模，内客共に画期的なもので

あり，日本教育大学協会の教員養成大学設置基準要項原案作成に責すると

ころ大であった．

　・x．昭和34年〈re59＞1この年3月，『教員養成カリキcuラムの研究』

を発想する，，全麟の教貴養成系大学，同学部に送付され，その成果を高く

評纐されている，，

　オ．昭和4⑪年（1965＞以降　歴代所長が茨城県教膏研究連盤の会長に就

任する慣習は継続し，昭和54年（XW9）5月31日魏在，教育研究研長（教

育学部長）秋山和男が，その妊にある。けれども，教育研究所主事が茨城県

教育研究連盤の事務局長に就任する慣習は，跡を絶つことになった．こう

して，茨城大学教育学部教育研究所としての研究濡鋤は，対外的な制約を

脱し，独自に実施する体舗を保ちながら，今日に至っている．

　『茨城大学教育学部教育研究所研究紀要』は，昭和54年（ag79）3月刊

行の第11号を最新とし，Y現代の子供像」を特集した，，

　　（7）茨城票教育研究連盟

　本県での大規模かつ組織的な教育研甕沼動として，1日捌師範学校の附属

小学校等を核にして窃くから実績を積み重ねてきた茨城県連含教膏研究会

（略稼・連研）による年1蹴の研究集会と，戦後発足した茨城県教職員紐

合により，昭和26年（X951）から年1観行われてきた茨城県教育研究集会

（略称・教研）があった，，

　これに対して，児童・生徒の成長発達を霞指す教育現場は一つであるに

もかかわらず，性格の異なる組織による二つの研究集会が，毎年ほぼ同時

期に行われることに現場は芦惑いを感じていた．こうして両研究会の統合

を望む声が高まり，ついに昭和31年G％6），爾研究会は発獲的に統合さ

れ，茨城県教育研究連盟（略称・教研連）として誕生したのである。この

統合化については，当時の教畜学部長二方義の功績が大きい．

　教研連には，茨城大学からは，麟範学校当蒔から存在した教育研究所と
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鮒属学校が懸体として加盟し，教育学部長（教育学部教育研究所長）が教研

連の会長に，教湾研究所主事が教研連の事務局長になった．現准も教育学

部長が会長の地位にあるが，教育研究所の主事を事務局長に充てる習慣は

なくなった。その他，教育研究所から幹事と監事，附属小・中学校からは

幹事を出しており，事務局の役割は，教育学部教務第二係において主に勤

めるなど，教研連の運営に果たす教育学部の存在は大きい。

　教研連は，年1画，11月初旬ごろの2日闘を利用して研究集会を持って

いる。当初は附属小学校を会場とし，昭和31年α％①の第1回には，13

の分科会を設けて研究討議を行った．その後は，茨城大学講堂及び教育学

部教室を会場とし，昭和53年（1978）には23分科会を躍き千余名の会員の

参加を得て，教育学部を中心とする多数の大学教官も助言者として加わる

中で，盛大かつ有意義に研究を進めるまでに成長した、

　これまでの会長及び事務局長は次のとおりである。

　会　　長：二方義（昭31～39），大谷滋之助（磯の，灘井清一（昭41－

　　42），坂井望（咄3），小林健道（昭44－46），石原秀志（昭47磁8），堀

　　口友一（昭49），秋山和男（昭5⑪～現在）．

　事務局長：秋山和男（昭31～32），堀q友一（昭33～36＞，定形善次部（昭

　　37～38），林正邦（昭39～41），金澤直人（昭42－・44＞，関勤（融δ～46），

　　仁平有孝（昭47～48）e高瀬一男（昭49～5の，平岡忠（昭53～現在）ew

第5節学生の動向

1入学状溌

　　（f）学生驚轟・入学者の変遷

　茨城大学発足の時点では，教育学部の募集人員は，初等教育課建340名，

中等教育課程320名の計660名であった。昭和54年度での1学年につき4×5

名に比べると，その数は著しく多いのだが，実際には，各課程に2年課

程，4年課程をそれぞれ設躍し，その爾者に見合う数を一一va募集した結果

である。
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　昭和25年度（1％のには，初等教育課程を小学教育科，中等教育課程を

中学教育科と改称し，双方に2年課程，4年課程を置くとして，募集入員

の応訳を，次のとおりとした．

2年細灘課飛4年謙魂叢翻鵬
　どちらの学科でも2年課程の募集が多い事実が注目される，，薪学翻の発

足に伴い，教員の需要が急増していた事椿への鮒応であったと書えるだろ

う．

　ところで，初年度においては，志願者は448名で募集人員の約3分の2

にすぎず，入学試験を実施したところ，入学青は345名に減少した．翌25

年度においても志願者は募集人員を下回っている．

　志願老が異常に少なかったことは，学部濁係春にとっては大きなシ遡ヅ

クであった．そのため，昭湘24年末，学長・学部長連名で，県内各高等学

校長や市町村長にあてて，教育学部志瀬者勧誘の依頼状を出している．

　志願看が募集入員を越えたのは，昭和27年度G％2）からである。それ

でも，入学試験の結果，入学春は523名にとどまり，募集人員を下翻っ

た。志願者，入学者が，共に募集入員を越えたのは，昭和29年度からであ

る。

　昭和27年度には，小学教育科を初等教育科，中学教育科を中等教膏科と

改めた．また4年課程を甲類，2年課程を乙類と呼び変えている。

　募集入員は，昭和26年度からは57e名に減少したが，4年課程の場合に

ついて言えば，初等ll⑪名，中等15⑪名と拡充の方向をとり，昭和32年度を

最後に2年課穫の募集が打ち蜀られると，20⑪名（初等），170名（中等）を

募集入貴とする体鰯が成立した、

　募集人員は，昭和40年度G965＞から310名（初等21⑪名，中等鐙O名）に劇

減される，、その後養護学校教員養成課程の増設に伴って昭和42年度から

20名を増して330名となり，更に昭和48年度には小学校教員養成課程の学

生定員40名増とのかかわりから，37⑪名に蒋獲の変更をとげている。

　曜和50年度からは，茨城大学養護教諭養成所に代わって，養護教諭養成

課程（学生定員45名）が設麗されたため，募集人貴は姐5名となった、
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　茨城大学は蘭学以来，昭湘53年度（1978）に釜るまで，いわゆる二二期校

に位麗づけられてきた。そのため，学部によっては合格者の中から，かな

りの入学辞退者を患してきたが，教育学部の場合には，辞退者は常に少な

く，共通一次試験への思惑がからんだと思われる全学で170名という大量

辞退（昭和S4年度）に際しても，わずか17名の辞退にとどまり，学生定員

はおおむね確保されている。

　　②　出身地・男女跳

　教育学部在籍の学生は，閲学以来，茨城県出身者によって，その過半を

古めてきた、第1回入学生を対象とした実態調査の結果は，通史に収めた

一覧表のごとく，X85名（12月現在）が茨城県出身であった．この年度の

入学者は345名と記録されるから，在籍者の6劇近くが茨城県内患身とい

う結果になる。

　これに対して，昭和54年度（1979）には，合格者424名のうち，茨城県出

身が80。2タ6に達する高率であった。こうした傾尚は，曙和50年代における

一般的状況である、子細に検討すると，茨城県出身とは言っても，県北地

区出身者の占める比重が大きい。教育学部の所在地である水戸の位置が，

県央ではないことの影響のほか，県南，県西が東京圏の外縁に当たり，東

京への指向性が強いこととのかかわりと想定されよう。

　昭湘54年度においては，合格考424名のうち，237名が女子で占められ，

女子学生が全体の56％に相当する状況であったeとはいえ，女子学生が全

体の70％にもなった昭和49・51年農に此べると，緩和傾向にあると言える

だろう、教育学部学生，とりわけ小学校教員養成課程に在籍する学生の大

半が女子によって占められるのは，近年，全燭的な現象であるのだが，教

職が大学卒業の資格を持つ女性にとって，男性と対等の待遇を期待し響る

数少ない職場の一つである事態の反映とも考えられる。

　ところで，第1圓入学生の場合には，女子学生の占める比率は1判程度

であった。昭和32年度（1957）でも，4年課程学生1，317名のうち，女子は

2／6名q6％），2年課程学生221・名のうち，女子は150名（68％）との結果

になる。2年課程に女子学生が多かったのは，当時は県内の短饗プく学が茨

城キリスト教短期大学のみであり，国立短期大学として事実上は機能した
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2年課程が，かっこうの女子修学機関となっていたからであろう，、

　学生鰹貴の過半が女子学生によって占められたのは，昭和40年代前辛以

来の理象である．経済の高度成長に伴って，大学卒業の男子が企業に相次

いで就労した現象と見合う事態とも判断し得る．

2躍駕補導

　　紛　教禽学部繍導委黄禽

　茨城大学が，瀾学以来，学生のr厚生禰導」闇題を特に重視してきた事

構については，隊城大学十年史』に詳述されているので，省略する。教

育学部における厚生補導業務も，大学としての方針に従い，その一環とし

て，車に従嘉してきたわけである．

　現肴の「茨城大学教育学部補導委員会規期」は，昭瀦30年くX955）12月

U日に翻建されて即日施行し，昭和42年10月25日，同44年1月1日，同52

年7月13日にその一部をそれぞれ改正の上，現在に至っている、

　上寵の規刷では，⑦学生の休退学，②学生の教養研修，③奨学生の椎

薦，④授業料の減免，㊧学生の自治活動，⑥学生の課外活動⑦単生の寮

生活，⑧学生の就職，⑥学生の保健衛生，⑱その他について審議の上，そ

の結果を踏まえて学生の補導に当たると定められてきた。

　とはいえ，現実には，⑥・⑦については教育学部が単独で実施し得る業

務ではないことから，中央補導委員会，水戸地区学生委員会の決定に従ウ

ている。水芦地区学生委員会には，学部長，教育学部補導委貴長，講翻委

員長のほか，教授会から選患された学生委員2名が参燦するが，学生委貫

と教育学部補導委員は刷鋼の存在であり，学生委員は教育学部補導委員会

の審議には燦わらない．

　就職問題については，教育学部就職委員会が特設されているため，補導

委貴会としては，闘与しないのが現状である．就職問題については，茨我

大学教育学部公立学校教員採用問題検討委員会も設置されているが，具体

的な内容については珊寵する。

　教育学都補導委員長，驚補導硝委員長の任期は1年で，それぞれ教授会

で選出されている。補導委員長には教授を充て，融委鍛長は教授会構成最
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のうちからの選灘である，，

　　②　教育挙部学生自治禽

　茨城大学における学生自治組織の成立経過については，野茨城大学十年

史』に詳述されているが，教育学部においては，昭和33年G958）4月に

正式に発足した．理特の「教育学部学生自治会規購」は，昭和43年1月28

日発効のものである。学生自治会の最高議決機関は，学生大会と定められ

ているが，日常的な処理は，7名の常任委貴会が行ってきた．学生自治会

における議決機関は5i名の自治委貴からなる自治委員会であり，各自治委

員は，学科，課程ごとに選出されている。

　『茨城大学十年史』には，　r一般学生の政治意識は低調で，明朗平和な

学園生活をのぞんでいるため，自主性の少ない政治的活動を強調する自治

会執行部のよびかけには，あまり効果的には反応していない」と記述され

ている、こうした状況は，その後も継続したが，昭和51年秋，民青系学生

と革マル系学生による学内衝突に端を発した蕩害事件が，警察力を伴う強

制捜索を招いたのを契機として薪しい局面を迎えるに至った、とはいえ，

一般学生の政治意識は従前と変わらず，学生自治会としても，m…一一rw学生の

関心をひきつけるためには，日常的な学園生活にかかわる身近な問題を優

先的に取り上げる必要に迫られている。

　　③　茨城大学教育学部公立学校教興採罵問懸検尉委貫会

　教育学都卒業生は，そのほとんどが教員を志繋し，また出身地とのかね

あいから，大半が茨城県公立学校教員への就職を強く希望してきた。とは

いえ，志鯉者全員の就職が実魏しているわけではない。

　昭和52年度卒業生について見れば，総数352名のうち，教翼となった春

は，279、名である。事務・サービス業務，進学者を除くと，60名が非就職

者と記録される状況であった。60名と算定される非就職者の中には，申魯

を怠ったことによる計上が若干は含まれるとはいえ，かなりの卒業生が教

員採用試験に不合格となったがための非就職という状溌なのである。

　このような状況の中で，学生自治会は，教員採用試験不合格は，試験成

績の不良が事の漂鰹ではなく，受験者に対する差騨の結果と主張し，かか

る事態への対応を教授会に要求するに至った、

245



1　部局史〔1）一各学部吏

　学生自治会の主張は，自治会役員経験者が教員採爾試験に合格した嘉傍

はほとんどなく，特に茨城県の場合には，それがはなはだしいことを，そ

の根鎚とした。学生自治会の要求は，差甥撤廃を教育学部教授会として茨

城県教育委員会に申し入れると周時に，そのことへの傍証として大学での

学業成績と教員採用試験合否との相関を明らかせよとするものであった．

またそのことの帳底には，教員採罵試験が合否のみを発表し，得点，翼に

itま糊定の帳拠を一蜀明らかにしないことへの不僧感が横たわっていた．

　学生自治会によるこのような主張は，学生の補導上からも見過し得ぬ問

題であるとの認識に立った教育学部教授会は，慎重審議の結果，茨城大学

教育学部公立学校教員採用閣題検討委員会を発足させ，筒規期を昭和49年

G卯の1月16日から旛行するに蓋った．

　特設委員会であり，委員長を教授会で選出する教育学部公立学校教員採

翔問題検討委貫会は，度重なる討議の後，昭和52年度（va　77）の報告書に

おいて，大学における学業成績と茨城県教員採用試験の間には相関は認め

難く，学業成績上泣にもかかわらず，採用試験に不合格となる事弼が幾つ

か存在する察実を朗らかにした．この嚢実と，自治会役員経験が醤結する

tは認め難いが，「払拭できない疑問が残る」との結論であった。

　上記の結果を踏まえて，教育学部長，教育学部公立学校教員採用問題検

討委員長は，茨城県教育庁に藩する要望を行ったが，県側の回答は，大学

での学業成績の良蒼と教員採用試験の合蕾は劉偲の問題であり，差別した

事実は全くないとの内審であった．

　茨城県における公立学校採用問題については，その後，県南地域におけ

る入口増に基づく教員需要の増火もあり，合格犠向上という事実にも裏付

けられ，学生自治会の濁心も従前よりは弱まるなかで，小康状態を保って

いる。

3　卒　業　駕

　　①就職状溌
　教育学部発足当時は，新学凝の発星に伴い，義務教育としての新購中学

校設置が宥われた関係から，教貴需要が急増し，修了生，卒業生は引張り
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だこの状況であった。特に，昭和27年（X952）3月修了の2年課程修了生

の就職率は，l！OO％を記録した。けれども，このような好況は長く続かな

かった。

　茨城梨内での教員組織が整鐘されるにつれて，卒業予定者に対する就職

斡旋は次第に困難となり，学部教官が就職先蘭拓のため，県内あるいは近

県に患張する必要があった．昭和30年代前半における教員希望者の就職難

は，全国的な傾向であり，本学本県もまた例外ではあり得なかったわけで

ある．

　とはいえ，関係者の努力によって，昭和33年度（1％＄）卒業生の場合に

は，初等教育科4年課程98、5％，同2年課程93．0％，中等教育科89．2％の

成績（5月類現在）を収めることができた。昭湘37年度には，初等教育課

程，中等教育課程，養護教員養成課程の卒業生は，10⑪％（昭和38年5月1

H現在）の就職を達成している、

　昭湘40年代における就職状況については，茨城大学教育学部公立学校教

員採用問題検討委員会についての詑述に関連して，その概要を朗らかにし

たが，曜和46年疫（197X）卒業生3W名について書えぱ，教貴249名，進学

者5名，専門的職業従裏者10名，事務従事者3名となり，非就職者34名で

進学者を含む就職率は89．3％であった。

　教員としての配躍は，小学校教員が最も多く，昭和46年度では159名が

小学校，52名が中学校への就職である。高等学校教員養成課程が設置され

ず，また採用試験に際しても，非教員養成系大学卒業予定巻多数を含んで

競争激しい高等学校教員採矯事惰の中で，27名が高等学校への就職を達成

した事実は，特筆に値しよう．

　昭和52年度卒業生の就職状況については慶述したが，教員としての内訳

は，小学校X76名，中学校68名，高等学校16名，特殊教育学校7名，その

櫨1名である．この年度での就職率（進学を含む）は，89．3％であった．

　　②　数育学部同窓会

　卒業生の中から同窓会設立を墾む声が出てきたのは，茨城大学が発足し

てから鐙年ほどの年月が経過した時点であった，そうして教科ごとの築ま

りや，地区懸の懇親会などが持たれるようになった。
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　教育学部卒業生全体を包含する組織は，茨城大学講堂建設の募金還動と

雁行する形で，昭瀦36年（te　6“に茨城大学教育学部嗣窓会として発足し

た．欝年陰月39，水戸帯立第二中学校講堂を会場として翻立総会が閥か

れ，会長に水芦清平，翻会長に照沼和夫，堀川賢寿を選出，婁務所を教育

学部補導室内に醒くことになった。卒業生2，327名，2年課程修了生k，745

名が当初の会員であった．教育学部全教官には客員としての参撫を仰ぎ，

二方義教育学部畏を名誉会長に推たいした．

　発足と同時に会員名簿を刊行したが，この褒昭瀦41年（1966）1月，同

50年12月にもより充実した内容の名簿が発行されている、，本会はわずかな

終身会費（発足時1，0⑪⑪円，現在2，⑪Oαη）で効率的に還鴬され，翻立のころ

の総会では講翻（高見順，二岩上二郎，後藤武男各氏）を招へいして会員の研修

に資し，昭和42年3月からは年1羅，会報（A5判鴛～4頂）を発行して，

同窓会活動の報告や，会員の研究その勉の情報交換に役立てている，、教育

学部定年退官の教官に対する謝恩の記念晶贈呈は，昭和40年（1965）から

総会開催時に行い，また教官・賑教官の潔去に際しては厚く弔意を表すほ

か，教科支部にも慶弔規定を設けるなどきめ細かい醜慮を行っている．

　昭和54年Ggro＞5月規在の会員は，卒業生8，355名，修了生1，745名で，

総数鐙，000名の大台に乗った．昭瀦39年からは，教育学部在学生も準会員

として舶わっているため，全体では更に大きな世常となっている。これら

の会員は，教科支部，地域支部（おおむね市郡単位）の活動にも参煎し，研

修と懇親の実を挙げてきた．会貴の大部分は教員として活躍しており，校

長，教頭，指導主嘉など，教膏界の中核として活勲している者も多い．母

校茨城大学にあって，後輩の指導に当たるかたわら，嗣窓会の推進役とし

て努力している会貫も10名を越している，，現在の主な役員は，会長堀川賢

寿，醐会長高瀬一男，井坂行雄，荒井文也，高倉知義，幹裏長篠原洋であ

り，名誉会長には秋山和男教育学部長を推たいしている．

　岡窓会創立io周年を寵念して植えた，教育学部A棟玄関前の綜欄は，た

くましく成長して，茨城大学教育学部の発凝と，同窓会の隅結を象徽して

いる。
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第6節施設・設備

1　校地・校舎

　　（響）校地の変遷

　教膏学部が使用してきた校地の歴史は，教育学部が自立・統合する歴史

と称しても過書ではないと思われる．第1飾でも詑したように，発昆当時

の教育学部校地は，農場用地を含めれば4箇所に分散する状態であった．

　学芸学部構想に基づくil大学設置認可申請書』（昭和23年7月）によれば，

水戸地区校地は35，0⑪0埣（旧陸軍東部37部隊）・25，300坪《旧水戸高等学校），

土浦地区校地18，781埣（校舎・同用地）・84，728埣（寮舎・同用地），友部地区

校地78，341埠，吉沼農場40町9反1畝1歩から成り立っていた。もっとも

これらの校地は，薪翻大学発足後にも存続する1日翻度の諸学校との共用部

分を含んでいた，、

　ところで，学芸学部構想は，その後，文理学部，教育学部の並立に改め

られることになり，茨城大学発足薩後に刊行された『茨城大学』要覧昭鵜

24年度では，水戸本部38，453舞，土浦地区85，501穿，友部地区229，260

1　教 室

2　作　　業　　室

3　教 室

4　倉 庫

5　畜 舎

6　収　　納　　禽

7　職　員　宿　舎

8　プ　　：　ノレ

9　外　人　宿　舎

1⑪職　員　宿　含

図3　東原校舎平面図
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坪（吉沼農場を含む）と記す状態になっている。このうち，水戸本部は事務

局，文理学部と共用であった。ほかに，師範学校附属学校から受け継ぐ水

城，愛宕の両校地が存在した。

　学部統合の第一歩は，昭和26年（1951）4月30日付で完了した土浦教場

の水戸移転であった。友部教場の水戸地区への移転は，まず校舎を旧水戸

高等学校用地の一部へ移転し，農場の移転を段階的に実施しながら昭和30

年（ユ955）3．月31日付けの完了をもって東原教場を開設した段階を経た後，

昭和38年（1963）7月15日付で完了した東原教場の水戸第一校舎地区への

移転によって，その目的を達成した。なお，東原教場の移転に伴い，農場

も台渡里農場を新たに開設するに至ったが，その位置は，水戸第一校舎地

区から北西に約1km離れた場所に置かれている。

　　　　　　“　　　　　　　　　　　　　東原教場の移転完了以後の教

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　育学部用地には，変化は見られ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ない。大学院設置計画も，現地整

轍鷹
伽
翻

竣工当時の教育学部（校舎）

、、
鰯寒瀞畷盆・毒㌦’・甑層．，、

教育学部D棟校弁

備を前提として進められている。

　　（2）校舎の変遷

　発足当時の校舎は，いずれも

旧軍施設の転用であった。土浦

市大岩田町（現県立土浦第三高等

学校用地）に開設した土浦教場

は，海軍航空要員研究所跡地，

友部教場は，筑波海軍航空隊跡

地であり，校舎は軍用建物に多

少の改修を加えた上での使用な

のである。水戸地区での場合に

も，事情は同様であった。

　昭和27年度（1952）から職業

科研究室として使用を始めた東

原での校含は，附属小・中学校

統合を前提とし，昭和25年12月
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表4　建 物
（単位は㎡）

＼影膣麟馨擁糊辮宿鶴宿舎！計

教育学部
附属中学校
　　幼稚園附属
　　小学校
附属養護学校

6，菊5

4，5瓢

3，025

L119

2，286

　　　　　　　　　｛

5，1騒農，261

　　1島462

　　12，ア251

　　　　　　　　　　　　　　　　　｛

　　m・369

899

880

459

16，156

7，882

6，630

3，⑪18

　　　　　　　　　　　　く

墓難甕

に竣工していた木造二階建新校禽の転用である．

　教育学部校含の近代化は，昭麹41年（1％のro月25日から施工され，翌

年9月20日に竣こ〔したA棟・B棟・C棟の建築によって，第一歩を踏み撫

している．鉄筋＝ンクリート5階及び4階建，13，488㎡（約4，078蝉）がそ

の内訳で，各教科の実験塞・研甕室等も面目を一薪した、、

　昭和50年（1975）4月1日，養護教諭養成課程の薪設に伴い，B棟に隣

緩して建築されていた茨城大学養護教諭養成所の校舎を，共期するに至っ

た．養護教諭養成所校禽は，鉄筋コンクリーy4階建1，662㎡であった．

　昭和52年（1977）9月1日，鉄筋＝ンクリート4階及び2階建校含

2，493．50㎡の建築が開始され，翌53年3月25騒に竣工した．D棟と呼ばれ

るこの校舎は，小学校教員養成課程の学生定員を1学年につき40名増募に

伴う摺置であり，不足がちであった教室・研究室の充実に大きな役謝を果

たしている．昭和54年3月3蝦規在における教育学部の使罵建物の内訳

は，表4のとおりである。

　　③　教育学部農場

　茨城大学教育学部職業科は，茨城青年師範学校を母体として，昭廊24年

G949）5月31日宍戸町平町の旧笈波海軍航空隊跡地で発足した。この校

地は，茨城大学教育学部友部教場と称され，職業麟教員の養成に用いられ

た，，

　附属農場の藤積約8haは，友部教場敷地43h撒の一部に開設のうえ，将来

を横想して整備が進められた。その過程にあって，昭和26年3月31日，騒

立学校設置法の一部改正により，師範学校の廃止に伴い，併躍されていた

25A



Xl　部局吏〔1〕一各学部史

茨城彦年師範学校が廃止されたため，名実共に茨城大学教膏学部職業科の

附属農場となったのである。

　ところで，その後，教育学部校地の水戸地区への統合実施により，土浦

教場は昭和26年4月3鋸，移転を完了したが，附属農場を持つ友蔀教場の

移藪は，農場晦設に時闘を要するため，早急の実現は困難であっk．その

ため，水戸東原地区での本格的な開墾が鵬始された昭和29年4月より1か

年を要して，昭利3⑪年（ress）3月3輪，6年闘の歴史に終止符を打って

移転を完了し，薪たに東原教場が発足するに至ゆた，，

　東原教場における農場は，踊墾から始めて，作物・園芸の閥場1．5ha，

花卉醐場0．　2haの整備を完成させ，教育農場としての機能を発揮できるま

でに至ったが，昭和38年α％3）東原教場の本部統合によって，この農場

も整備途上にありながら9年間で終止譜を打ち，現在の台渡磁地区に移転

のk，農場1．2h歌の整備充実を麟って今日に蚕っている．

　この間，昭和33年（19SS）4月より，薪設された中学校技術科教員の養

成と，職業科教員養成の二本立てで，教育襲場の使命を果たしてきたが，

昭和53年G97呂）3月より，より広く利用のできる教育農場としての位罎

づけを明礁にすべく，教育学部の規財に農場規期が擁えられて，農場運営

委員会が発足し，学蔀内での幅広い利用が可能になった、

第7節教育工学センター

1　設立の経緯

　教育工学センターの設立趣旨は，教育工学的手法を絹いた教育方法の改

善及びそのための教育研究を行うことにある．この本来の意昧で言うなら

ば，kO年爺より本学部においてもその設置は考えられてきた。その後，国

立大学教貴養成学部において多くの教育コ1学センターが設麗される事態に

なり，また県内の公立小・中学校等の教育機器設備も大輻に改善されるに

及んで，本学部においても教育工学センターを設置しようという気運が急

速に高象った．

　昭和52年度（獅7）概算要求として教育工学センターの設麗が提禺され
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た後，昭和51年9月8日，茨城大学教育学部設置準鮨委員会規購が教育学

部教捜会において承認され，更に強力にセンター設置のための活動が誰進

されることになった．その後の準備活動が実り，昭和53年疫概算要求とし

て提出された教育工学セン、ターの設麗が承認され，昭和53年4月1日より

茨城大学教育学部附属教育工学センターが正式に発足したのである、，

2　施設と運馬

　教育工学セγターは，設立準備中より，各附属校にも教育工学センター

の設備を置くサブ・センター構想と障害児教育重視の方針を採用した。こ

れらは，他大学の教育工学センターと区溺されるべき大きな特微となって

いる。

　　①学部センター

　教育学蔀棟薪築（昭和42年）とともに，B棟内に視聴覚教室が設置さ

れ，その後，テレビ受像器，VTR，アナライザも設備され，その機饒を

果たしてきた．教育工学センター発昆とともに，圃室にビデオ・カメラ，

VTRを中心とする教授・学習過程自勲観察記録システムを設農し，この

面での研究・教育に利罵できるようになったほか，膏面スクリーンを薪設

し，視聴覚室としての機能も拡充された。また，スライド作成機，携帯用

ビヂオ・カメラや教育工学闘係図書も購入されて，学部教官・学生に利用

されている，、

　　②附属養護学校サブ・センター

　附属養護学校新築（昭和54年）に伴い，間校含内に教育工学センターの

分室（サブ・センター）を設けることが計醐され，175㎡5室がサブ・セン

ターに当てられることになったe

　ここにはCCTV髄御室が遣かれ，全教窪のTV映像を受1言・送信でき

るように計画されており，麗に大教室内には，テレビ・カメラが設置さ

れ，計画は一部実現の殺階に至っている。このほか，教育実習用のシミ講

レーシ。ン室，＝ンピュータ室，教材教具麗発室が作られ，特に応答する

環境室では，マイク慧・＝ンピ議一タを利用し，大爾薩の繭激を自動的に

＝ント雛一ルして，児童の学轡を大幡に改善しようとする障害児教育用の
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薪しい教育装置の開発研究が進められている、

3　予算と組織

　　　①予算は，昭和53年度（re79）より3年闘にわたり約4，000万円

の爵画になっており，昭瀦53年凌には約1，⑪⑪O万円の設備費のほか，375万

円の運鴬費が認められ，設備・運営に轟てられている．

　　　②　組織は，教授会において選出された併任のセンター長（初代馬

場道夫）及び専任助教授がおり，薩接の運営に当たっている，，このほか，

職貴としては，十数名のセンター教官が学部教官のうちから委嘱され教育

研究を行っている．また，茨城大学教育学部附属教育工学センター運営委

員会が昭和53年（ts78）5月17日に設置され，初代遣嘗委員長に金崎鎧教

官が就任し，他の7名の婁員とともに今日まで本センターの選営について

の検討を實っている．

　緯　記）

　　なお，昭和灘年度には，附属中学校及び附属小学校にサヅ・セソターが設けら

　れ，教授・学習過程観察詑録システム等を設備し，教育研究に活用される予定で

　ある、学部センター建物535㎡，4階建は，昭和55年度に建設が予定され，大型

　VTRプ舞ジsクターや授業シミ講レーシ簾ン装置を導入し，センターとしての

　本格的活動開始が図られている，、

第8節　教育学部附属学校・園

1　附属小学校

　　〈1＞統禽・翻立の経纏

　茨城大学教育学部附属小学校は，昭和33年（1％8）4月1ffに2絞の附

属小学校を統合の上発足した．それは，昭和32年1明2帽に鵬かれた附属

学校統合整備委員会で協議の結果，第2代学長束龍太郊の採決によって決

定された措置である。

　Y水城小中学校，愛宕小中学校は，校名を附属小学校，附属中学校と変

更する，，附属小学校は水城地区に，附属中学校は愛宕地区に置き，統一を
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一挙に実施する。その発足は

昭和33年4月1日とする。」

　上記の決定によって，統合

への第一歩が力強く踏み出さ

れたわけである。ことここに

至る経過を，次に記述してみ

よう。

　昭和20年（1945）8月，茨

城師範学校男子部附属国民学

校（水城校），茨城師範学校

女子部附属国民学校（愛宕校）

は，戦災によって共にその校

舎が灰じんに帰した。そのた

め，同年9月以降，水城校は　　　　　　　　　　　　　　　　　　　水城小中学校全景

現在の附属小学校が建つ地にPTAの寄附によって校舎を建てて授業を実

施した。愛宕校は青空教室の後，旧東部37部隊跡に，次いで現在の附属中

学校の校地に移転の上，PTAの協力を得て授業を継続したのである。

　昭和26年（1951）8月，文部省第9特別委員会（新制大学設置条件の審議

会）の決定内容について大学本部から報告があり，両附属校に対してはi日

水戸高等学校跡に校地を定めて統合するようにとの要請があった。この要

請内容について，両附属校PTA役員等が集まって協議した結果，校舎建

築の見通し，通学距離，校地のゆかり等の理由で，両附属校統合は困難で

あるとの話合いに落ち着いた。統合予定地とされる旧水戸高等学校跡に

は，それまでに水戸市立第一中学校，茨城大学教育学部職業科の教室移転

などがあり，学園の用地としては，面積，環境などの点で不適当という意

見も出されていた。

　その後，昭和31年（1956）5刀18日，学長，教育学部長並びに両附属校

PTA会長及び両PTA実行委員全員の協議によって，両附属校統合につ

いては，次のような確認が行われた。

　（1）両附属校を統合建設する適当な土地は水戸市にない。
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　②現在の爾附属の敷地は，ザ紘躍・環境・歴史などから考えて，学園

　　としてふさわしい磐地であり，ここに存置したい」．

　⑧　したがって，愛宕・水城の校地のいずれかに小学校，いずれかに中

　　学校を統合して建設することが適当である．

　⑯水戸毒内の交通事椿，教育学部との距離などから考慮して，水城地

　　区に小学校を，愛宕地区に中学校を建設統合することが適当である。

　⑤　統合のための学長の諮問機闘として，講附属統合整篇委員会を持

　　つ．その構成は，大学からは学憂・教育学部長・教授会代表・纂務局

　　長・嶽務課長・会計課長・施設課長，爾附属校からは学校長・教頭・

　　PTA会長・同翻会長1名とする，，

　照和31年7月14日，第1翻雨購属統合整備委員会を調儘し，両附属統合

のための最低条件として，次の事項について，文都省に積極的に陳情する

ことを決議した．

　ω　戦災後移転し，kSt　e年を経過し危険校舎である水城校は，歌築薪営

　　する必要がある．

②愛宕校が中学校となるためには，諸般の情勢から学級増が必要であ

　　る。

　昭和31年7月20日，第2園爾附属統合整備委員会を開催し，第i回に決

定した最低条件についての新衝法を協議するとともに，水城絞の薪営計顧

について懇談した、，

　昭和31年11月17羅，第3翻爾附属統合整備委員会を鵬催し，盗分拒者か

ら経過の報皆を受け，その内容を確認した、、

　昭和32年（1957）1月26日，第4躍両附属統合整備委員会を躍催し，最

低条件の要求がかなえられる見通しのついたことの報告があった．そうし

て，統合出発の時期を昭湘33年度と予定し，擬32年度は具体的準儲の期閥

とした。

　昭和32年6薄14日，爾附属PTA打合せ会で，茨城大学鮒属校建設特別

委員会を設定し，統合についての会計面を研究することになった。

　昭和32年12月14日，両酎属PTA実行委員会で一挙に尚地区に統合を完

成しようとの態度を決定した、
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　昭和32年12月20日，第8圓統合整備委員会を開催し，大学の基本方針の

決定が，学長の採決によってなされた。

　その後，両附属校統合のため，各種の準備会が結成されて，度々その会

合が闘催された．主なものは次のとおりである．

　昭瀦33年（1958）1月11・12日，岡鮒属校それぞれにPTA臨時総会を

麗催し，PTA統合準備委員会を発足させた．

　昭和33年1月22日，第1圓PTA統合準備委員会

　昭和33年2月22日，第2團PTA統合準備委員会

　かくして昭和33年4月1日，統合が完戊して，「茨城大学教育学部附属

小学校」の閤標が掲げられたのである．用地の上では，中学校とはたもと

を分かち，愛窟小学校の児童・教職貴を迎え入れて，薪しい出灘をしたの

である。

　　（21施設設備の充異

　茨城大学教育学部附属小学校・附属中学校合問の瀾校式は，昭和33年

（1％＄）4月8日，茨城会餓において挙行され，あわせて第1圃入学式を

行った。初代の小学校長は酒井清一，学級数19，晃童数760肇教官27の樽

成であった。新校含については，中・高学年普通教塞12が薪校舎第1期工

事として完工し，4月8日より使用を始めた．更に薪校舎第2期工事が罵

33年10月31日に着工され，普通教室2，特別教室4，昇降口，給食室等が

翌34年3月31日に完工した．校舎の建設が進むと，校庭整地も行われ，睦

上自衛隊施設学校によって讐月13日に完了した．校魔西側に低鉄棒・砂擾

を薪設（1月2⑪日）し，3月25日には貯水洩・受電室も完成した．

　昭和34年度では，第2期工事によって完工した校舎に関連する設鮨や施

設の充実が主な二〔事となった。新校含南鰯舗装遊歩道の完成（4月5H），

理科室前・中庭の舗装，緑化工事完了（5月£⑪日），水道paS栓付替完了（5

fi　2s日），還勲・透戯旛設移設完了（8月25　ff＞，塑埃焼卸場完成（1⑪月3

9＞，鶏舎・藤棚設備G⑪月6日）と講爾に従って校内が整えられていっ

た，，特に，昭和34年度の特色として，7月1日から薪給食室の使用が始ま

り，児童のための給食が開始されたことが挙げられる．

　昭和35年度は，低学年教室6，校長室・事務室・会議室・更衣室・放送
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　　　　　　　　　　附属小学校正門と校舎の一部

室・保健室等の第3期工事が10月に着工され，翌36年3月31日に完工し

た。

　昭和36年度には，正門通り舗装が完成（5月20日），新校舎落成記念式

が5月22日に挙行された。また，11刀30日には体育館兼講堂建設工事が完

工し，12月2日に落成式が挙行されている。なお，体育館兼講堂について

は舞台幕一式が完成し，工事完工に花を添えた。その後，翌37年3月25日

に，体育館兼講堂への渡り廊下が完成した。

　昭和39年度には，4月1日に特殊学級2学級設置が認可され，9月5日

に特殊学級開級式並びに第1回入学式が挙行された。そうして，次年度に

入って，特殊学級校舎一棟が4刀1日完工したのである。この年度には，

体育館前造園工事（6月1日），国旗掲揚柱（2月13日），露上（3月14日）

等が完成した。また，学校教育の目標として掲げた「はらから」の心を象

徴した「はらから」像の除幕式が，3月17日に挙行されている。

　昭和41年度には，在外日本人子女教育施設香港日本人小学校に教官派遣

が4月1日に決定し，第1回派遣教官が4月18日に赴任している。ちなみ
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莚香港日本人学校開校式は，同年10月14Hに行われた．

　昭和42年度は，茨城大学教育学部附属小学校劇立1⑪周年に当たっている，

5月20日に石森延男作詞の校歌々詞ができ，11月20日に入野義郎作曲によ

って完成した．翌43年3月8日には翻立10周年記念式典並びに校歌発表会

を挙行した。また，餐立10周年詑念学習発表会・校歌々碑除幕武を行うと

ともに，創立10周年記念「茨城大学教育学部附属小学校拾年史～付九拾年

史抄一」が判行されている．

　昭和43年度には，4月1日に校旗が制定された。同年10月20日・21日に

は，関東地区国立大学附属学校連盟・間PTA連合研究集会茨城大会を開

催し，貯評を得た．また，翌年3月2鰻にはTBS主催日本子ども音楽：・・

ンクール合奏の部で，文部大匝賞を受賞した。入学児童選考制度が変わ

り，選考に紬せん鋼を採罵したのは昭和43年度で，翌44年（1969）3月1

むに初めて実施した．

　昭和44年度には，在外日本入子女教育施設香港日本人学校へ第2代派遣

教官が謹任，初代派遣教官と交代する．翌45年3月2⑪日には，特殊学級に

ついて1教室増設の工事が完成した．

　昭和47年度には，在外日本入子女教育施設香港日本入学校に第3代派遣

薮官が灘柾，第2代派遣教官と交代する．

　昭和49年度には，農園及び花壇の造成（5月1日），カラーAVシステム

ー式新設（1月£帽）がなされている．

　昭和5⑪年度には，雀外轟本入子女教育雄設香港ff本入学校に第4代派遣

教官が赴任，第3代派遣教官と交代する．1⑪月17日・18日には関東地区国

立大学附属学校連盟・同PTA連合研究集会茨城大会が開催されている。

　曙灘54年度には，屡内消火栓ポンプ小歴設麗G⑪月1頒），饗内消火姪装

麗取付（U月1媚）が行われている．

　　③　研究湧勲・肉容の完翼

　学校経営の蕃本方針については，r現代粒会の動向を薩視しながら意欲

的・創造的な経営実践につとめるjr有為な教員の養成につとめるJr初等

教育上の諸問魎を理論及び実際に闘する研究並びに実証を行い，小学校教

育の発展に資する」ことを目指して，常に研究的な教育の実践に努めてい
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る。各年度の研究主題や研突活動・内容は次のとおりである．

昭和33年度　新しい教育課程の研究と実践

昭和34年度　新しい指導要領に基づく教科指導の実際

昭和35年度　力づけのための教科学習はどのようにしたらよいか

　　　　　　　薪指憩要領による学力の確実性を期す教科指導の実践

　昭和36年度　薪教育課程の反雀と鹸進～3か年の実践をとおして～

　昭和37年度　蝿童の実態をみつめた確かな学習摺導

　（第：it年次）　～特に基礎的龍力をおさえて～

昭和38年度　兇童の実態をみつめた確かな学習指導

　（第2年次）～特に過程をみなおしてf・・V

昭勲39年度　児童の輿態をみつめた確かな学轡指導

　（第3年次）　～深化をめざして～

昭和40年度　学校の全教育活動をとおして児童の道徳性をどう高めるか

　（第X年次）～各教科の指導をとおして児童の道徳性をどう高めるか～

昭和41年度　学校の全教育活動をとおして児童の道徳性をどう高めるか

　（第2年次）～全体構造に立つ道徳教育の全体計画をどうたてるか～

昭和42年度学校の全教育活動をとおして児童の道徳性をどう高めるか

　（第3年次）～内面化をはかる道徳の時閥の指導をどうするか～

昭和43年度　各教科の本質をふまえた教材研究のあり方と指導の実際

　（第1年次）～特に教材の構造化をめざして～

昭湘44年度　主佑的沼動を重んじた学習指導法の研究

　（第驚年次）～教材の構造化をふまえて一

曙和45年度　能力の育成をめざす擾業の構成と展閑

　（第3年次）～教材の構造牝に立ってrw

昭和46年度　全入教膏をめざす教育課程の研究と実践

　（第1年次）　～計爾を巾心として～

昭和47年度　全入教育をめざす教育課程の研究と実践

　（第2年次）～各教科の指導をとおして～

昭和48年度　全人教育をめざす教育課程の研究と実践

　（第3年次）　～学習の偲別tt　・集団化～
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　昭和49年度　入闇性を育てるゆとりある教育

　（第1年次）～あすの学校をめざして～

　昭和50年度　入間性を膏てるゆとりある教育

　（第2年次）～あすの学校をめざして～

　昭和51年度　入間性を育てるゆとりある教育

　（第3年次）～逓課・臼課の構成と内客の研究～

　昭和52年度　子どもの目の輝く授業の翻造

　（第4年次）～みずから翻造的に学習できる子どもの育成～

　昭和53年度　子どもの目の輝く授業の翻造

　（第5年次）～総合学轡の実銭と反省～

　昭和54年度　一入ひとりをきたえる授業の計画と実践

　（第1年次）　～基礎基本をおさえた確かな学習指導～

　晃童の教育は善うまでもなく，教育実轡生の指導の上にも役立つ研究に

取組み，年1度の公開発表会を恒例としている。なお，昭和44年1月『道

徳教育の全俸計遜と内容研甕』（明治図書）を刊行した．

　　〈4＞特色ある研究

　「人閥性を育てるゆとりある教育」の研究は，昭和49年度より進められ

ている。この研究は，学校教育全般にかかわるものの見方・考え方のイメ

ー ジ転換を閣るもので，教科領域にとらわれず，学校レペルで抜本的に教

育を見直し，問題を掘り趨こし，ざん薪な気を入れる上で大きな転機とな

っている．研究実践の項目は，次のとおりである．

　日課表の改善，週課の見直し，土曜日課の誕生，通知票からつうしん

へ，たてわりによる生活斑編戊，夏の総合活動の充実，幼小一貫の視点に

立つ低学年の教育課程

　特に，土曜日課の研究は，ノーカバンデーとしてスタートしている。土

曜日は学年・学級の枠を外し，たてわり生沼斑によるオープンシステムの

形態を採用しており，1校時ごとの時間の枠を外して，目標や内容に即し

て活動の時間を十分取れるようにしている。土曜慧課は，単に土曜日のみ

の閥題でなく月曜日から金曜日までの教科・領域の活動の上にも質的変革

をもたらしてきている、
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　昭和51年度には，文部省より低学年の教育課程の研究実践校として婁嘱

を受けている．r幼権圏及び小学校における教育の連携を深める教曹課程

の研究麗発」の研鑑主題の下に，附属幼稚園・附属小学校の協力によって

研究が逢められている，，

　第1年次は，幼稚園との段差解消のための教育謙程を検討し，ヂ総合的

な学習」を導入している．この学轡の教育的意義やねらいを明らかにし，

第1学奪の教窟謙程を編成し，年闘指導謙轟を作成し実賎している．

　第2年次は，第1学年の教育課穫の改善をし，同時に第2学年の教育課

程を検討して，r総合的な学翻を導入した年閣指導計灘を作成し，実践

している。

　第3年次は，第1学年・第2学年とも聡合約な学習を中心とする教育課

程の実践を通し，総括的評価を試みている、、

　教科の摺導内容及び方法の敵警，土曜難課の沼蹴内容のかかわり合いな

どを押さえ，相互に効果的な指導が図れるように努力している。同学年ば

かりでなく，上学年との閣連もより密に研究が進められている，，

　瀾発という薪しいものを生み出す研突ということで，その実績は文部雀

にも認められ，多くの資料を全醐的に提供してきている．

　研究関発は文部省の委嘱を受けるまでもなく，独自に慣鴬的に続けなけ

ればならないものである．附属校としての研究の責務として当然果たすべ

き，思い切った試行として着実な研究が定着している．

　新指導要領でザ入閥性豊かな教育j　rゆとりと充実」　f基礎的・基本的

肖容」が強調され，学校裁量の時翻が必然的に入ってきた段鱈で，鮒属小

学校が，すでに手がけて実績を得たことは実践研究校として，面目躍如た

るものがあったとしている。

　附属小学校の特色ある研究は，すべて本校の教育課程の中に位置づけら

れ，学校の質的改善の一環として爽施されてきたものである，，学狡におけ

る子供の生活を見つめ，時間をかけて研究する中から，必然的に生まれて

きた背景をじっくり確かめ合ってきている．
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2　附属申学校

　　紛　附属中学狡の艶建・統倉

　昭瀦22年（醜の4月，学校剃度の教革すなわちr六・三舗」の実旛に

伴い，茨城師範学校男子部附属籔民学校及び女子部附属魍戻学校は名秣を

それぞれ「小学校」に改め，また中学校をそれぞれ併麗の上，

・　茨城師範学校男子部附属小中学校（現水戸市立第二申学校地内）

・　茨城師範学校女子部附属小中学校（旧水戸高等学校跡・現在の国立水戸病

　院地内，同23年9月水戸市愛宕町旧東部42部隊兵含跡多現附属中学校地に移転）

として髭足した．

　昭和24年5月31日，図立学校設置法の施行によって茨城大学が設麗され

ると，師範学校は大学に包括されることになった。そのことに伴い，それ

ぞれの附属学校の名称も，次のように改称された、

曙和24年9月3日

　　隣　　上

昭和26年4月1日

　　岡　　上

　このような経過を経て，

学設置条件に関する審議会）の決定内容について大学本部から報皆があり，

爾附属学校は1翼水戸高等学校跡に統合するようにとの要請があった．この

要講内容についての両酎属学校PTA役員等による検討，協議の結果につ

いては，前節（附属小学校）において異体的に言及した．

　両附属学校の統合については，それを実施する上で多くの努力を必要と

したが，関係看の配慮の下で，昭和33年（1％8）4月i日統合が完成し，

茨城大学教育学部附属申学校が薪発足したのである（附属小学校の部を参照

のこと。）。

　　（2＞教膏環境の整備・完案

　昭瀦33年G958）4月1日，茨城大学教育学部附属中学校は，水戸毒愛宕

町1997番地（現，水戸市文京1丁目3番32号），それまで茨城火学教育学部附

属愛宕小中学校のあった地に設立され，学校長に小林健道（現，茨城大学

茨城大学茨城師範学校附属水城小中学校

茨城大学茨城麟範学校附属愛宕小中学校

茨城大学教育学部附属水城小中学校

茨城大学教曹学部附属愛宕小中学校

　　　昭和26年8月，文部省第9特別委員会（新翻大

263



聾　部局史〔x）一各学部史

名誉教授）が癸令された．学校規模は，第1学年4学級217名，第黛学年4

学級205名，第3学年3学級156名の計11学級578名，教官21名（学校擬

を含む。〉であっft　as

　4．月8ff，閥校武及び入学式を茨城会館（現，茨城県議会議事堂の地）で

挙行し，茨城大学教育学部附属中学校の教育がスタートした．

　　　①　教育諸沼動の充実

　鮒属中学校の統合・鐵勢に当たり，教曹の基本的態農を決定した．r二

つの学校の伝統的な美風はそれぞれ認めて尊重していくが，教育の実践に

あたっては，つねに薪たな立場から立案計画して実践すること．統合され

た生徒が磁和協力し，和やかに楽しく学校生活がすすめられるようにする

こと．薪しい学校づくりのためには，まず，むりなく，つぎに能率的に，

さらに積極的な発展向上に努力すること」が，それであった．

　生徒の服装も，1年生は薪しい鋼服を全貴着用したが，2・3年生は統

合厳の各附属中学校のそれぞれの舗臓をそのまま着用することになった．

しかし，男子生捷の幡章や女子生徒の鋼股に蒲用するバッジは，茨城大学

の校章に準じて教育学部美術科の大道武男教官（現，茨城大学名誉教授）が

デザインした薪しいものであり，順調な学校生活の展閥となった．生縫会

活動も，4・5月の2箇月にわたる準備期闇を麗いて，5月2蝦，生縫会

結成総会を開催し，生徒会規約・常任委員会細則・学級生徒会細則等が決

定され，6月1臼に施行した．この闇に，学級対抗球技大会や遠足なども

実施され，生徒相互の結び付きを一一ma深めることができた．

　7月には水泳翻練を茨城大学東原プールで，8月26～28日には第3学年

修学旅行（仙台・松鵬・磐梯山方面）を行った。選動の秋を迎えた9月には，

全校生徒が声を一つにして歌うことのできる歌を，という要望に基づい

て，r鮒中体育の歌」を互いに律詞しようという活動が展蘭され，多くの詞

の中から神長美根子（当時第烹学年生徒）の作品が選ばれ，音楽科教官荒和

一が顧をつけた．r那珂の流れの水清く　筑波の峰の雲白し　ここにつど

いて若入の　枝を競わんときぞいま　われらが離属意気高し　われらが

附属意気高し」（2番略）．親在も体育的諸行慕の度ごとに，それは声高

らかに歌われている、
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　鷺月3日には文牝祭が，校地の一郭に建つ大学柔剣道場を会堤として催

され，翌年1月17日には学校周辺の道路を使って駅伝・マラソン大会を実

施するなど，今日までの鮒属中学校の俵統的行事の基礎を築き上げた．そ

して，3月には第1醸卒業生を送り出している。

　昭和34年度には，第1学年から第3学年まで4学級ずつ，計12学級の編

制となった。5・6月にわたり各学年とも修学旅行を実施し，第3学年は

俳豆・籍根方諏く2泊3目），第2学年は日光方面（1油2H），第1学年は

日立方灘（1日）へ族行した、、

　学校統合後の教育研究勢表会も，この隼に行われた．6月3・4日の両

日にわたり，県内外の中学校教員を対象に噺教育課程の計薩と実践」の

研究主題の下に，新教育課程に基づく各領域の飼溺指導計顧の検討と実践

上の諸問題の究明に当たり，附属中学校教育は充実発展の時期に入った，，

　昭和36年度には，生徒それぞれについての学校生活の一暦充実した展開

を期待して，4月12～15日にわたって学校生活のオリ＝ンテーシ饗ンを実

施した、言わば今日の中学校生活への適応詣導であり，r偲人及び集団の

一員としての在b方」及び「学業生濡の充実」に蘭することなどをその主

な内容とした。更に次年度の6月には，新たに女生捷の盛夏用鰯服を鋼定

するとともに，8月には，宿泊を伴う共岡学習（2泊3日）を第2学年生徒

を対象に奥久慈青少年の家で爽施している、

　昭和38・39年度には，本校金の永久校含への改築が行われた，，そのた

め，授業の大部分は仮校含（国立病院跡，現在の茨城大学野球グランド・庭球

認一 Dで行われ，仮校会と現在地という，ある時期には2簡所にわたる

不便な生活が納1年も続くことになる。しかし，昭和40年4月，2期にわ

たる本校會建築工事が終わって新校禽が完成した喜びは大きかった。生徒

会を中心に，この喜びを生徒会活動発展の原動力としようと，全校生徒で

r生徒会の歌」を作詞，作曲した。互いの作晶を発表し合い，検討して，

1⑪月ザ生徒会の歌」が決定されている。r白い校舎に輝く翰日　著い希望を

照らし出す僕も私も胸はって　ひとつこころで酋進だ畷るい被会と学

圏を　築くわれらの生徒会」（2番略）（作詞・作曲第2学年吉田真理子）．

　曙秘0年度には，学校諸行事への生徒の主体的な参撫を通して生徒の実
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践力を高めようという視点から，学校生沼全般の見盧しが行われた．その

中で特に，修学族行のあり方が問題となった．学校行寮の企醗立案の段隠

から生縫が参擁できないかと，いろいろと撲索・研窃の結果，修学簾行を

廃止し，昭和41畷2年度の2簡年謙画によって，全学年が宿油を伴う共詞

学習を実施することに決定した，、第1学年は奥久慈青少年の家（2泊3鐙，

第2学年は裏磐梯醗民休暇村（3泊4鋤，第3学年は鹿沢麟民休暇村（4

泊灘）を対象地とし，昭和41年度は第1・2学年のみ実施し，翌年度に

は全学年にわたって宿泊を伸う共同学習が実施された。自然に親しみ，登

出を通して心身の鍛練をしながら共岡生活を展閣する，、そして共同生活を

還して生徒相互・生徒と教師の交滋を一贋深めるとともに，集懸の一員と

しての自覚を深め，協力してより充実した生沼を築いていくことのできる

自治的・実賎的態度の育成を隠ったわけである．その後，学習地はいろい

ろな条件で一部変更する必要があったが，それは今懸まで行われている附

属巾学校の伝統的な行裏の一つとなっている．

　統合十周年に当たる昭瀦42年度には『翻立十周年記念誌　十年の歩み』

（1月5N発行）が編まれ，更に翌43年3月15日には校歌（作詞勝承夫，

作曲　中田喜直）が制定されている。

　統合以来今日まで，附属中学校の教育はr向学・自主・友梼」の三つの

柱を伝統として展溺し，既に貌合後23年に及んでいる．

　　　②旛設・設鮪の整癩，完実

　附属中学校の蘭校は，昭和22年（ro　47＞4月，第二次世界大戦後の廃虚

の中で行われた，，茨城締範学校男子部附属小中学校は，昭湘20年8月，戦

災に遭い，全校含を焼失したにもかかわらず，昭和22年3月には，いち早

く小学校校含を，翌年10月には中学校校禽を竣工させた．しかし，茨城師

範学校女子部附属小中学校は，旧水戸高等学校跡，旧東部42部隊兵舎跡と

校舎を移していた、昭和33年G％a）4月に特われた附属中学校の統合に

よって附属愛宕小車学校の校地・校會が縦属中学校へ転薦されたが，それ

らは韓東部42部隊兵含を敬装し，更に敬装に歌装を撫えて使罵されていた

のである．

　それは，Y冬は北風が吹き込み，漸々穴のあいた床にバケッをひっくり
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　　　　　　　　　　附属中学校全景（昭和52年撮影）

返しては，一階のクラスから水が落ちてきて困ると抗議を申しこまれた」

（第4回卒業生飯田千春「附中生活3年間の回想」一『十年の歩み』による）とい

う老朽化した校舎であった。この校舎を永久校舎としての鉄筋コンクリー

ト建築にすることが，附属中学校の生徒・教師・PTAの悲願であった。

　昭和35年7月11日，両附属整備委員会において附属中学校永久計画案が

作成された。それに基づいてPTAは，　PTA全額負担による体育館兼講

堂の建設に取り掛かり，翌年5月14日これを完成させた。

　附属中学校本校舎の改築が決定したのは，附属小学校校舎が完成した翌

年度に当たる昭和38年2月であった。同年7月17日，生徒会は「本校舎と

のお別れ会」を実施し，同月21日から本校舎の取り壊しが開始され，いよ

いよ2期にわたる改築工事となったのである。

　昭和39年4月，本校1期工事分（鉄筋3階，管理室15，普通教室6）の完成

に伴い，仮校舎での授業の大部分をこれに移し，既有及び新設の施設を活

用して授業を行った。第2期工事（普通教室6，特別教室13，ボイラー室）は

翌年4月6日完成。仮校舎での授業を一切解消して，同年10月30・31日の

両日にわたって，新校舎落成記念式典の行事が挙行された。

　本校舎の完成によって，校内の整備は着々と進展していった。旧管理棟

を移転改装して美術教室・美術研究室等とし（昭和41年3月18日），昭和41
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年度に新設された特殊学級校含（現，教育工学棟）が鉄筋2階建の校禽とし

て翌42年4月に完成，更に昭和44年3月1，キャブ叢テリア方式による絵食

施設（給食調理蜜及び食堂）と，音楽教室が本校舎4階に完成した．また，

昭和44年11月には水泳プール（％憩，㍗一ス）が完成するなど，施設の充

実が着々と進められた，，

　校舎・教室等の充実が一段落した後は，設備の充実となった．昭和46・

47年農にわたって，二つの大学寮の跡地などを整備して球技＝一ト催球・

バレー・バスヶッのを完成させた．また，LL教室（昭和妬年明），全教

慧にOHP装罎（昭和47年3月），技術・家庭科の栽培学習規藻境調節ハウ

ス（昭和5⑪年3月），天体観測装麗（昭和誕年3刀），普逸教室にカラーテレ

ビ（昭和54年5月）などを設置してきた．

　しかし，旧東部42部隊当時，砂利を敷いたり防空濠を掘ったりした現在

の校臓の整備は今後の大きな課題となっている，，小石や砂利は拾っても拾

ってもまだ出てくるし，大雨が降ると，fあるH，校庭の一角が突然陥

没」　（第／回卒業生　大和　修7小石の思い出」－r二十年の歩み講による）する

ことも，統合23年後となった今日でも見られる現象である，，

　　（3＞研究活動の展開

　附属中学絞の設麗目的の一つは，中学校教育を行うとともにr中学校教

育の理論及び実際に関する研究並びにその実証をする」ところに存する，，

　附属中学校統合以後の共同研究のテーマは，表5に掲げるとおりであ

る．

　これらの共岡研究の推進に当たって，碁勢は，東京都教育委員会宇留田

敬一（いずれも当時紹和3騨），東京大学細谷俊夫（昭和35年），東京教畜大

学中野佐三（昭和36年），文部省徳山正人（昭和37年　〉，名古屡大学広緯亮蔵

（昭和38年）の釜氏を招いて辮導を受けてきた．しかし，r大学学部との連

携をはかりながら，中学校教育の理論および実際に闘する研究並びに実証

を行う」という学校長秋出和男の学校経鴬方針に鶏り，昭和39年度からは

茨城大学教育学部の教官との共同研究を進めるとともに，一つの観究主題

について2～4年という比較的長期間にわたる研究活動を展蘭して，県内

外の中学校教貴を鮒象に，その成果を発表する教育研究発表会を蘭催して
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きた．

　昭和42年度（1％のに至り，

茨城大学教育学部鮒属学校長

選考内規が制定され，附属学

校教職員の意見が徴されるよ

うになった。学校長高野慎

雄　（昭秘6～51年，現筑波大学

教授），嗣金澤直入（昭和52

－55年）を中心として，教科

の枠を越えた中学校教育のあ

り方を追求しようという体剃

が生まれるとともに，その学

校全体による共嗣研究の成果

を公刊して世に問うようにな

った。昭和48年5月，『ひと

りひとりに確かな学力をつけ

る課題場面の構成と展蘭』

（A5判，188ページ）を明治

図書出版（東京）から，更に

昭和54年6月には『学習成立

の実践的探究』　（A5響，220

Sk　一ジ）を教育研究社（東

京）から，それぞれ刊行し

た。

　また，教官個入の研究の成

果を発表する場として『茨城

大学教育学部附属中学校　研

究紀要』を昭和47年12月に翻

刊し，毎年1圃ずつ発行し，

昭和54年5月現在で概に7琴

　　　　第3章教育学部

表5　研究活動の歩み

年劇 研　　究　　主　　題

昭和
33
34

35

36

37

38
39
40
41

42
嬢3

嘱

45
46
47

48
49
5⑪

51

52

53

54
55

（56）

道徳・特別教育活動・学校行事等
の計画と実践

新教育課程移行措置の具体的研究

学習過程の分析と指導法の検討

薪教育課程の計画と実践

過程をたいせつにする教科指導

実践力を高める教科外諸領域の指
導

ひとりひとりに確かな学力をつけ
る学習指導

調和と統一のある人間形成をめざ
す教育課程の研究

ひとりひとりを生かしながら基礎
的・基本的内容を確かに身につけ
させる学習撫導

ひとりひとりに学習を成立させる
指導過程

ひとりひとりの測造性を豊かにす
る薪教育課程の研究
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に達している、，

　以上，附属中学校の憲十年史の概要を詑載した．もう一つ書及すべき内

容に緻育実習校」としての役劃がある、、

　昭和42年度以降，教育学部中学校教員養成課程の第3年次における基本

教育実習（4週閥）を，全学生を対象にして受け入れ，学部と附属学校が

共嗣して組織的，計闘的に指導できるように拡充した．『茨城大学教育

実翌のてびき』（B5判，碧ページ）を昭和45年に作成し，昭和47年に改訂

したのも，その成果の一つである．しかしその後，中学校教員養成課程各

学科学生の定員変化，及び養護学校教員養成課程の薪設などに伴って，基

本教育実習を履習する学生数と附属申学校の規模との問に齪饒が生じてき

ており，前期・後期の2回にわたる基本教育実習だけでは消化しきれず，

昭和54年度以来，基本教育実習が3期にわたって行われる状況である．

　基本教育実習に関しては，その他幾つかの解決を迫られている課題があ

るが，これらについては，学部と附属中学校が共同して解決していかなけ

ればならない、、

3　附属幼種園

　　①　翻立以来の経緯

　茨城大学教育学部附属幼稚園の翻立は，昭和42年（1％の6月1日であ

る．我が國の幼稚園教育100年に，後8年という時期であった、、

　現在，全国に国立大学附属幼稚園は48園が踊設されている．本園の創立

順位はその最後の方である．一方，県内での設置状況を見ると，昭和40年

度あたりから急増を見，一時は公私立合わせて年間二十数園の薪設を数え

るほどであった．これらの現象は，幼児期の教育が人閥形成の上で，いか

に大切であるかが強く認識され，国の施策として，また教育界でのいわば

目玉商品として取り上げられたからである、，

　本園は，2年保育＝一スの4歳児・5歳児の各1学級を設置する計2学

級という，極めて小規模園として誕生した．第1回入園式は同年6月26

日，附属小学校体育館において挙行された、oもっとも園児は初年度のこと
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ei，i，　　　mu，　　　　、　　y．．薦撫

　　　　　　　　　　　　　附属幼稚園園舎

ゆえ，4歳児36名の1学級のみで，専任教官は2名，保育室は附属小学校

家庭科室を転用し，園庭はその中庭と，すべてが借り物で間に合わせであ

ったが，砂遊び場，三輪車，積み木，ままごと道具，絵本，紙しばい……

等を，フル回転，フル活用しての保育が始まったわけである。その聞，教

育課程の編成や，新園舎の設計を考え，園則やPTA会則を作るなど，多

忙を極めている。

　初代園長には，附属小学校長としての定形善次郎が併任で，教頭も併任

の漆野信夫，専任教官は野原主任，蓑輪教諭の2人であった。養護教諭，

幼稚園係長も併任，事務官，作業員各1名という陣容で出発した。園医は

非常勤である。

　昭和43年度一新園舎が附属小学校正門わきの一郭に完成した。この年

新たに4歳児が入園し，2年保育コースが滑り出した。4歳児組を花，5

歳児組を刀と命名，新任教諭2名を加えた。新園舎に遊ぶ園児たちは水を

得た魚，一方教官陣は五里霧中の毎日であったが，各方面からの要請にこ

たえて研究発表会を開催した。以後毎年，これは恒例の園行事となってい
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る、，この年，第一園の卒醗児を送り出した．涙と笑いの卒園式，その子た

ちは，現在高校3年生になっている．

　昭和44年度一一漆辱教頭（併）の妊が解け，專妊の野原教頭に発令され

た．

　昭和45年度一定形善次郎圏長（併）から闘敬義躍長（併）にバトンタ

ッチが行われた，，松丸教諭が茨城県教育委員会指導主喜に転出，後任とし

て柴田，岡崎教諭の着任，養護も大原教諭から塩野教諭（併）にと大移動

があった．

　昭和46年度一事務官の移動以外に特記する事項はない、，

　昭秘47年度一次年度から設置される3年保育繋一スの準備で，致い敷

地をめぐって問題が続出した，，この年，県関係では昭和49年変に腿かれる

第29圃鼠民俸曹大会茨城大会を控えておおわらわであり，本園も集団演技

の協力囲として多忙であった．

　昭和48年度一一3年保育3歳児16名が入園，星組として薪任の教論が担

任となる。国体関係の仕事も一段と活発になった．

　昭和49年度一一3学級増設による逮営にもかかわらず，プレハブ2部屋

の増築に終わり，このため固定遊具が北庭に移され，園鷹は一dee狭くなっ

た．

　3年保育欝一スが2学級となり，教諭2名が着任した、，憩月2ma，笠訟

選動公困で第29躍闘民俸膏大会茨城大会が開かれ，5歳晃31名が集団演技
姦毒

ふるさとのうだ夢に出場，澄み切った秋空の下で2，5⑪0名の幼児たちが繰

り広げるξ‘シャボン玉欝や鵜通りゃんせ・狸囎夢は，正にメルヘンの世界その

ものであった。

　昭和50年度一3年保育灘一ス星・光・空，2年保育コース花・月の計

5学級が勢ぞろいした．関東地区騒立大学附属学校連盤・爾PTA連合会

研究集会並びに総会開催の当番圏として大洗に会甥を持った．そのことに

ついてはPTAの協力も大きかった．

　昭和51年度一趨こう3か年閥，文部雀から購属小学校とともにr幼小

連携の教育」のテーマの下にザ教育研発閑癸校」としての指定を受け，全

教賞でその研究に取り組んだ、、この年4月1日付けで閣敬義圏長（併）が
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濁勤圏長：（併）に轡わり，官舗の変更によって，野原教頭が醐騒長となっ

た。教務主任も罎かれることになる。

　照瀦52年度一一12月に翻立10周年記念式典を挙行，認念誌が発行され

た．

　昭和53年度一非常勤ではあるが養護教諭が専任となり，別に教諭1名

が増貴され，園長以下13名の職員構成となった．

　昭和54年度一文部省に研究開発指定校としての報告書を提出し，指定

校としての任を果たした．

　こうして附属幼稚園は，薪しいカを総結集して，子供たちの幸せ，望ま

しい発達を願いつつ，一一日一ff，子供との営みを大切に歩んでいる次第で

ある．

　　（2＞施設設備の充案

　本園は，附属小学校の敷地内，正門左手の一郭1，950㎡の三角地欝に位

麗する．創立2年目，632㎡の新園禽が完成。当時の園児数は72名で，2

年保育＝一スの4歳児・5歳児各1学級の計2学級であった。敷地中央を

東匹に三つの保育室が並び，それに丁字を組んで管理棟と遊戯室が建って

いるe

　南面はテラスに，東面と北面健のわずかな空間が園庭で，懸定遊具が設

麗された，，

　昭和48年度から，薪たに3年保膏翼一スが実施されることになり，その

横想に関係者は頭をひねり合ったという。圏児数が2借以上に，学級数は

3学級増であるから，単に保育窯を3部歴増やせばよいということではな

い．硬所も水道も遊戯窒の広さも圏庭も遊具も，留それぞれに考えねばな

らない．それでなくても，附属小学校の一郭に設置規準ぎりぎりで建てた

園舎について，抜本的に考え直さなけれぱならなくなったわけである．し

かし，結論的には，何ゆえかプレハブによる保育室が2部屡増築という暫

定的な措麗に終わってしまった．こうして昭和49年度には，附属小学校低

学年の昇降口と目と鼻の先に，プレハブ圏含が建てられ，今日に至ってい

る．幼稚園児にとって充分な園薩の存在は何にもまして大切である。それ

にもかかわらず，ただでさえ狭かった躍庭にプレハブが建ったのだからた

273



XX　部局史〔1〕一各学部史

まらない．遊具の数を最少限にしても16⑪名の園児たちの園魔としては狭

過ぎる．そのうえ，馳颪の圏庭であるから，冬期は霜どけとアイスバーン

で全く使罵不能の状態である，，プレハブについては，夏は暑く冬は寒いの

はもちろんのこと，低い天＃，採光や照変にも悪い影響がある．例年5畿

児がここで1年聞の圏生活を送っているが，一灘も皐く正常な圏舎に生渚

させたいものと，教職員はB夜心を痛めている，、

　このように，園庭も園含も手狭な申での実際保育は，並たいていではな

い、、運動場をはじめ，体育館，プール，小鳥の森の利用など，附属小学校

へ協力方を求め，附属小学校の全面的な協力態勢には感謝の気持ちでいっ

ぱいである．しかし，物には，おのずから限度がある．

　翻立15周年を迎えようとしている今，教職員は，圏児数・学級数に見合

った幽庭と圏舎の実理を夢見ながら，魍児の教育に全力設球している．

　　（3｝研甕肉容の充案

　翔立2年目から，毎年研究テーマを設定して，全教官でこれに取り組

み，その成果を，県内外の幼稚園を対象に発表してきた、、その概略を次に

記述する，、

　　　　　　　　　　　　研　究　の　歩　み

昭和43年度

○幼稚園における教材研究のあり方とその指導

　一音楽リズムを中心として一

　・音楽リズムの教材研究のあり方について

　・幼児の発達にあった音楽リズムの指導

昭和44年度

○幼児の仲間意識をどう育てるか

　・幼児の仲間意識をどう育てるか

　・　望ましい行鋤目標とその指導

　・　幼児の集鐡構成についての一考察

昭和capt度

○幼稚園における教育課程の編成とその手順

　・　教育課程編成の手順と留意点

　・　実施上の諸閥題

昭和菊年度

○　子供の集団生活の指導をどうするか
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　一・一一入一入を生かしながら一

　・　子供の集団生活の摺導をどうするか

　・　対人認知の調査のための試み

　・　新しい集団生活に，どんな方法で適応してきたか

　・　幼児の思考についての一考察

紹和47年度

○創造性の芽生えをどう育てるか

　・　遊びの中での創造性の芽生え

　・　幼児の造形活動における計画性についての一考察

　・　お話し俸りに見られる想像的表現について

　・　表現意欲を高めるための指導

昭和48年度

C　豊かな心情を育てるための指導

　・　友達を求める心の発達とその指導

　・　やる気を趨させる指導について

昭和5⑪年度

（）墾ましい経験や活動の再検討

　一積み木を使ウての活動を中心として一

　・　3歳児は積み木にどう取り組むか

　・　友達関係の発達と積み木

　・　立体を構成するカと積み木

昭和瓢年度

○　墓ましい経験や活動の再検討

　一言語による活動を申心として一

　・　言語的理解が子供の行動にどう影響するか

　・　類はなゼにおけるつまづきの発見と搬導

　・　受隊きとるガの実態とその搬導

　・　生活言語の分析

昭和52年度

○　望ましい経験や活動の再検討

　一やる気をおこさせる指導を中心として一

　・　学級解体による保育の試み

　・　rごっこ」あそびの実態とその指導

　・　「探究心」の実態とその指導

昭和53年度

○　墓ましい経験や活動の再検討

　一総合的な指導の在り方攣考え方一
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　・　総合的な指導の在り方tl考え方

　・　七聾の子やぎごっこに見られる総合的指導

　・探検ごっこに見る指導の実際とその考察

昭和54年度

○　望ましい経験や活動の再検討

　一総合的な指導をささえるもの一

　・　総合的な指導のいろいろな考え方

　・子供たちとの心のつながり

　・　総合的な指導と活動の発展段階との関係

※　昭和51年一・53年「幼稚園及小学校における教育の連携を深める教育課程の研

　究開発」文部省

4　附檎養護学校

　　〈餐〉麟　　　史（附属小・中学校特殊学級）

　　　①　附属小学校特殊学級

　昭和39年G964）4月教育学部附属小学校に層して，特殊学級1学級の

設置が認可された，、そのため，定形善次郎校長を中心に腿設の準薦が進め

られ，7月に担当考として鬼沢実教諭が就任し，9月5日に溺級式並びに

第1回入級式が，帝楽室において挙行された．そして，資料室を教室と

し，沖学年4組」の名称で，教育活動が進められた，，

　次年度には，高学年学級設麗の認可が下り，r小鳥の森」の下f大いち

ょう」の木を仰ぐ位置に，教蜜2，和室，教官室等を持つ独立校禽が竣工

し，ザはらから」の精神の中で，児童，教官が共にの学校生沼が始められ

た．

　開設4年後の昭和幽年（1％9）には，低学年対象の学級設置が認斑さ

れ，低，巾，高の3学級になると岡時に，組木床張り，せり舞台付きの集

会室用の教室が増設された，，

　特殊学級の教育は，NHKによるrテレビと共に一一ある特殊学級の詑

録」として全国に放映（昭和44年3聖2日）されたり，普通学級の研究と共

に推進される中で理解を一層深めていった．昭和46年G971）のr全人教

育をめざす教育課程の研究と実践」では，研究の一環として『低中，高

学年特殊学級（糖神薄翁）年間搬導講画』（B4判，黛5鷺ページ）を炸成し，
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県内外に頒布した。また，昭和49年G974）から附属養護学校として勝田

に移転する53年（ag78）までの4年間は，　Y入閣性を育てるゆとりある教

育」の研究テーマの下に特殊学級児童教官全員が普通学級の1年生から

6年生までの縦劇り編成による4ブ灘ック，32班の組織のいずれかに所属

し，9常の清掃活動，集会活動，土曜日課活動，そして夏の総合活動や運

動会等の特裏に参煎し，統合教育活動を行ってきた．

　一方特殊学級内部においては『学習形態におけるオープンシステム化の

基礎研究」のテーマの下に，学級解体による能力溺指導，縦翻りによる推

導教授組織学習環境の工夫等算数科や生活単元学習を中心に進め，養

護学校教育にこたえるべく準備を進めていった．

　　　②　附属中学校特殊学級

　昭和41年（1966）4月，附属小学校蒋殊学級卒業生の受入れや特殊学級

及び養護学校教員の養成等の必要もあって，附属中学校にも特殊学級が開

設された。附属中学校の特殊学級は「五継」という名称で呼ばれたが，初

年度はまだ美術室の一部を借りての授業であったし，生徒の数も3名と少

なかったので，8月に補欠募集をする有様であった。

　しかし，次の年この教膏に非常な理解と関心を見せた二方義学長をはじ

め，大学関係者の助力もあって，当時としては全麟にも数少ない鉄筋2階

建の立派な特殊学級の独立校舎が完成し，生徒の数も増え，学級としての

形が整ってきた．校含の周りには生徒たちの手で睦の池や五組轟園等も作

られ，槙木も少しずつその数を増し，緑に囲まれた静かな環境ができ上が

っていった。

　また，特殊学級の教育課程において中核に位麗する作業学習のために，

作業棟には＝ンクリートブgeック製作の機械や活宇郵捌機等も設麗され，

生活講練をねらいとする和室には宿泊のための寝具も期意されるなど，編

のある教育活動が可能となった。

　普通学級とは，教科指導を通しての薩接的交流はなかったが，宿泊学

習，睦上競技会，いばら祭等の諸行事を通し，互いに理解を深めてきた。

また，研究においては，学校体劇の中での特殊学級のあり方ということに

ついて研究し，発表もしてきたが，特に昭秘8年度からの4か年間は「調
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和と統一のある入闘形成をめざす教育課程の研究」というテーマに陶かっ

て「やった」「できた」という達成俸験を生徒一入一人が数多く経験でき

るような教育課程の編成やその指導のあり方を求めてきた．そしてその結

果，教材学習，総合学習，生活学翌という三つの学習形態を取り，特に総

合学習においては一まとまりの活動，生徒の活動をより多くする等をねら

って，その時闇の取り方にも工夫をこらしてきた．

　一方，卒業生の挺会自立を目指して職場実轡等も取り入れ，進路指導に

もカを入れてきたが，約10年閥にわたる特殊学級時代の卒業生の多くは，

駄会の人々の中で，それぞれにがんばっている．

　　②　附属養護学校の設立

　　　①　設立までの経過

　祉会情勢の変化とともに，学校教育の延長を望む声が保護者の闇からも

高まり，それは大学及び関係諸機閣に署名，請願という彩で示された．一

方，教育学部においては，その繭きも受けて，昭和48年（19η）6月より

養護学校の基本構想や候補地等の検討を進めてきた．

　昭和52年（1977）2月4日，秋山学部長，大谷，岡山両評議員，異常児

教育学科教官2名，附属小・中学校長，附属小・中学校教官2名，事務長

からなる第1圃の附属養護学校設立準備委員会が蘭かれた。そして，その

鷲で，養護学校の概算要求がほぼ全面的に認められたこと，土地について

は，昭和52年度の予定が同51年度の予算で購入できることになり，対象地

を勝田市津田にしぼって交渉に当たっていることの報告があり，学校設立

の話が急に具体紘されてきた．

　そのため設立準備委員会の要請もあって，急きょ専門委員会を設け，現

場的立場から意見をまとめ，準備委員会へ提案し，意見を反映させるよう

にした．専門委貴会では，特にどんな学狡にするか（萢象兜をどの範囲で考

えるか），どのような教育内容で行うか，どんな環境で行うか（物的環境の

構成など），校含の内部構成にもかかわる基本的な凄項や学校移行期の諸問

題等について数蹴にわたり夜遅くまで話し合われた。

　　　②　養護学校の認選

　昭＊pm　52年（1併わ幾月19，茨城大学教畜学部附属養護学校として小学
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　　　　　　　　　　　　　附属養護学校校舎

部3学級，中学部3学級が認可され，それまでの附属小・中学校特殊学級

に在籍していた児童生徒及び特殊学級担当教官全員がそっくり養護学校へ

配置換となり，初代校長として吉岡伸（異常児教育学科教官）を迎え，新し

い学校としてのスタートを切った。

　　　③　新校舎建築まで

　しかし，このように附属養護学校は新しい学校としてスタートはした

が，本部（教育学部棟），小学部（附属小学校），中学部（附属中学校）と別れ

たままでの発足であり，教育活動でも，小学部，中学部の相互のかかわり

よりはむしろ附属小学校，附属中学校とのかかわりの中で進められてき

た。したがって，儀式以外の諸行事は従来と同じくいっしょに行う場合が

多く，研究発表会も共催（小学部は昭和52・53年，中学部は昭和52年度）で実施

した。

　その間，新校舎建築については，大学施設課と養護学校教官との間で細

部にわたって何回となく話合いが持たれた。

　また，昭和53年（1978）4月1日に高等部1学級設置が認可された。し
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かし，生徒の人数は4名と少なく，附属中学校において中学部と間農とい

う事情もあって，教育活動も中学部とほとんどいっしょであっfec　，，

　　　＠　薪校含に一つになって

　昭湘54年（1979）4月，待ちに待っていた薪校舎が勝田市灘田に完成

し，小・中・高の盗部が一つのキャンパスで活動できることになった．薪

校含で薪学期を迎えるために，3月には教師，生縫，父母による引越し稚

業や清掃，植木移し等の労力奉仕もあった．教職員の数も，小林翻絞長を

はじめとして大編に増え，心配された小学部児童の遇学閥題も，スクール

バスの運行によって解消された．5月からは学校給禽も姶まり，入学式を

はじめ，運鋤会，学轡発表会，蘇究発表会等の諸費事も初めて，養護学絞

として一つにまとまった形で実施することができた．

　一方，蘭校式典に合わせて，特殊学級時代の実践をまとめて鵡版する準

備を進めてきたが，昭和54年4刃ll精神薄弱児教育学習指導案薯例集』を

刊行し，県内外に頒布した、、

第9節　茨城大学養護教諭養成所

1　閣蕨の経緯

　茨城大学養護教諭養成所は，国立養護教諭養成所設置法により昭和42年

（1967）6月1日，本学に附置された3年鋼養護教諭養成機関であり，昭

和5⑪年4月から教育学部養護教諭養成課程の設遣に伴って学生募集を惇比

し，昭和52年（19W）3月，8蹴生までの卒業生302名を数えて1⑪年の歴

史を期じ，5月2日をもって正式に廃止された．その歴史は，昭和53年12

月に鑓茨城大学養護教諭養成所十年史』として刊行されている．

　養護教諭の髄度とその養成は，幾多の変遷を経ているが，明治38年

伽Oの学校君護婦の採罵に始まるとされ，学校衛生婦，学校養護婦，養

護譲導などの辱秣を経て，戦後の教育改革により養護教諭と改称され，必

置性についても，昭湘18年くX943）の規定が踏襲された。そしてアメリカ

的スクール・ナースの発想から春護婦免許が要求されて，養成講翌会など

により資格が附与されてきたが，サンフランシス＝条約発効後の昭瀦28
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年（1953）に教育職員免許法が改正され，再び看護婦免許とは無関係の養

護教諭養成舗度が発足し，短期大学，指定養護教諭養成機濁による主とし

て2年舗の養成が始まった．騒が蘭与する養護教諭養成は，実質的には昭

和37年（196のに始まり，看護婦免許を基礎資格とする1年制の養護教員

養成課程が，指建養成機鰻として麟立大学8校に附麗された。本学におい

ては，昭和37年G962）に附琶され，養護教諭養成所による3年翻養成が

軌道に乗ってきた昭和45年（197⑪）度をもって学生募集を停止し，9回生

まで227名の卒業生を送り出した。次いで昭和40年（1965）3月には属立

養護教諭養成所設鐙法が制定され，看護婦免許とは無関係の3年鰯養成が

躍始された，、設麗法の趣胃，大要は次のとおりである．

　国立養護教諭養成所は指定養護教諭養成機関に相当し，大学に附麗されてかな

り長期にわたり存続する。大学入学資格のある者を入学させ，修業年限は3年

で，養護教諭2級免許と申学校教諭2級免許（保健）を授与する．大学への編入

学，授業料の一部徴集猶予，免除の措置をする。給与条件は3年髄短期大学卒業

と同格とし，1級免許状は2年課程よりも早く資絡がとれるようにする．全国8

ブ＃…クの中心大学に順次設置予定で，昭和4⑪年度より2大学に設置する。将来

のあるべき姿としては，4年翻は望ましいと思われるが，現実における養護教諭

の需要にそなえるために，3年舗をとりあえずすすめることにする。

　立法に先立ち，昭和39年（1％の8舞には，文部省から本学に対して養

成所設麗の意向が打診され，学生定員は1学年40名で，教職員定員は教捜

3，助教擾3，助手6（後に3に減員），事務系職員12（実際には11）講24

名（現実には黛銘）の免込で，旛設は着護実習などのスペースが大きいの

で，約500坪の薪鴬が予定されるなどの内容が示された。学内では受入れ

については，教育学部教授会において審議された。学校保健挺当で，概に

養護教員養成謀程（a年課程）も担当していた小愈学教官より，受入れ

に当って学部内で確認してほしい条件として，次のような諸点が文書で捷

出された。①将来は4年翻大学の課程にする酋提で受け入れる，②卒業生

の大学への編入学の道を開く，③國立水戸病院及び教育学部の支援・協力

が不可欠である。そうしてこれら3点の確認と将来予測により，後に編入

学及び4年鯛養護教諭養成課程設立に闘する学内体鋼作りが，比較的円滑

に進む要因の一つになったことは，特記すべきである。本学への附琶は，
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　　　　　　　　　　茨城大学養護教諭養成所校舎

設置開始から3年目の昭和42年（1967）となり，最終的には全国で9大学

に設置された。本学に養成所を設置するに当たり，養護教諭養成所設置委

員会が発足し，各学部長，学生部長，教育学部教官5名，教養部教官2

名，事務局長をもって構成され，所長予定者として教育学部長を充てるこ

ととし，小倉学教官を養成所併任として設置準備が進められた。国会審議

の遅れにより，養成所の正式発足は6月1日となり，入学試験を6月16・

17日に行って，6月30日に入学式を挙行した。

2　管理・運営

　　（1）管理運営組織

　養成所における教育活動を進めていくには，特に教育学部との密接な連

携が不可欠であり，将来の編入学，4年制課程の新設などを展望して，所

長は教育学部長の併任とした。学部における教授会に相当する組織として

運営委員会が設けられ，養成所専任教官及び教育学部教授数名で構成さ
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れ，諸規建，入凄などの重要事項を審議決定し，また教官会議が所長及び

専任教官をもって構成されて，日常的な問題の処理に当った。こうして，

翻定された諸規定は，茨城大学養護教諭養成所学則，岡運蛍委員会規財，

教官会議規財，試験規期，授業料および寄宿料の免除ならびに綴集猶予に

蘭する規劉などである、，ところで養成所が学校教育法に決める大学でも短

期大学でもなく，大学に附罎された教育機醐であるという麟度上の変羅的

牲格は，本質的に掻々な問題点を包含していたが，本学においては全般的

に養成所に対する理解と配慮がなされて，問題点も解決されてきた。大学

評議会への参燦は文部省の見解により認められなかったが，学内では学長

選挙への参撫も認められており，また学内各種委員会への参加も次第に敬

警されていった．養成薪学生も全学的な学生団体の活動に参撫し響たこと

は，幸いであった．学生定員は当初1学年40名であったが，文部雀の要請

を受けて，昭湘45年度より5名増員されて45名となり，応募資格も，女子

とされた翻限が岡46年度より齪除されて男子の受験生も若干見られたが，

合格するには至らなかった．また養成折は，受験期日の蘭係から，國立大

学第3期校的な存崔であったので，多くの入学生が4年潮大学や短期大学

などを併願していた．そのため，入学合格者発衰は，減貴を顧慮して定員

数を上圓る数となった。

　養成所の財政は，主として実験系の積算配当校費で運営され，独立部馬

として慎常的経費が露るめ比率が大きかったが，全学予算委員会及び事務

局の配慮もあって，教膏研究の水準を維持することができた。また全翻紐

織として属立養護教諭養成断運営観議会が設立され，文部省に要璽書など

を提出したが，設備充実費，隠書購入費の追加配当がそれぞれ50万円程度

継続配窟されたことは，養成所逮嘗にとって，棲めて大きな役翻を果し

た。養成所独自の実習で，外部機闘に依頼して実施される看護実習と養護

実轡の実習謝金の確保については腐心した、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ようタよう
　学生寮については，当初は暫定的な養成斯寮r曄郷寮」が設けられ，水

戸地区女子薪寮薪鴬によって廃止されたが，これらの醒慮によって寮運営

経費の負担が低く擁えられたことは幸いであった、また学生の父愚による

養成所教喜振興会の年魍20余万円に上る援助は，教育や学生との交溌など
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に有効に利用された．

　　②　施設・設備

　養成所の発足蒔には，教育学部が薪館に移転して空室になっていた旧兵

舎の6・4号館の一部を改造して利用した。新校含の建築に当たっては，

4年欄課程への移行を予灘して，教育学部B棟を延長の上薪営され，＝ン

クリート4階建，1，662㎡，総工費59×2．5万円で昭和44年（1969）3月に

竣工した。また岡50年4月には，臨床実轡準備室（52。7㎡）が撰立水戸病

院に隣接する校地に設蛍された．設置に葎う設備費として，実轡設備費

600万円が3か年闘配当され，また建物薪営に伴う設儲費300万円が配霧さ

れたことにより，教育研究環境の整備は比較的充実したものとなった．ま

た図書窪（48㎡）が設けられ，邉趨予算酎当もあって，約4，⑪OO欝に及ぶ

基本的図書，雑誌が分麗された。

3　教欝と硯究

　　〈1）教育活動

　養成所の教育課程の作成に当っては，養成所設置法の要件（表のを満

たすとともに，養護教諭養成の理想豫を追って，4年制大学，殊に教育学

部の教育課程にできるだけ近いものが志向され，看護・医・保健系の専門

科目の充爽も鐵られて，逐次改善されていった（表7）。基礎教育科目

は，大学の一般教育科目に準じて縄講科目と単位数を増藻したが，このこ

とは卒業生を大学へ編入学させるためにも必要な譜置であった．また養護

専門科欝も，春護娠養成系に準ずる閥講を目指すとともに，健廉相談，卒

業研究なども撫えられた．教職科目についても，教育学部に準じて躍講耕

員を多くした、更に授業の履習時期については，学外に佼存する着護実

習，養護実習，教育実轡を中心に配慮された．これら教育課程の改善・充

実は，本学養成所の特色として挙げられるが，反衝，授業の過密化をもた

らすことになり，ほとんどの学生が約焉0単位を取得して卒業した，，

　時聞割の編成に際しては，非常勤講師が多く，殊に臨床医学・麿護学系

の授業を圏立水戸病院等に依頼していた関係k，希墓蒔闇の講整に腐心し

た。また講齢の送迎，試験などについても，特別な醗慮を必要とした，、看
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表㊧　養成所設置法施行規則による卒業要件

教育学部

第1側 第 2 欄 捧3欄
授業科目

の区分

基礎教育

科目

授 業 科 目

文学，倫理学，法学（日本国憲法を含む。），化学，

生物学，英語及び体育

第2欄に掲
げる授業科
目の単位数

17

解剖学及び生理学（実習を含む。） 6

衛生学，公衆衛生学，精神衛生学，欄人衛生及び衛

生法規・衛生統計
12

翻捌栄群（実習を翻及び飾学 6

科目 56

教職教育　教育原理，教育心理学（発達心理学を含む。），道徳

科目　　　教育の研究，保健科教育法，教育実習及び養護実轡
14

表7　茨城大学養護教諭養成所の科目区分別開講単位数

科　目　区　分
第1園生（昭42年入学） 第8回生（昭49年入学） 省命

必修睡択擁 必修睡択計
基礎教育科目

專門教育科目

教職教育科目

器

71

17

1⑪

⑪4

35

71

21

黛蓉

呂3

18

勲⑪

黛4

　1
菊

85
黛21　鎚

17

56

1爆

合 計　　U3 14　　　　　127　　　　　126 26　　　欝2 87
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護実習（看護法臨床実習）は，国立水戸病院及び豊島歯科医院で，2年次の

夏休み5遇閣，春休み5週間の講IO週間の長期にわたり，闘係考の深い理

解と擦力により実砲されたことも蒋記される．養護実轡は最終学年の3年

次に春秋2期に分け，小・中学校の2校種について実旛された．1～4購

生については，講期実習では酎属小・中学校で実施したが，5園生以降に

ついては謡期爽翌を水芦審内の小学絞で2週闘実施し，後期は教育実轡

（撮健）2週闘に引き続き，擬一縮力中学校で2週閥にわたり実施した。

教曹実響（保健）は養成所設置法によって卒業要件として規定されてお

り，3年次秋の全学の教育実習の中で協力中学校において2週間行われ

た．卒業研発は，学校保健及び近接領域について行われ，その一部が集録

として公閥されたことは特記すべきである．小倉学編『学校保健一その研

究課題と方法』第1集（昭和48年），第2集（昭和5⑪年），第3集（昭和55

年）。更に国内，国外の学会，学術雑誌に発表された論文も多数にkって

いる、、施設見学は，保健所，上下水道施設，特殊教育，医療施設など10箇

所について，3年次夏休みの最初の1週間に実施した，、入学看と卒業看及

び就職状況が蓑8に示される．学生の出身地は茨城県内が半数以上を占め

ており，次いで近県繊身者となっているが，全国各地からの入学が見られ

たk入学考に懸する卒業者の割合はほぼ95％の高率であり，教官の指導・

配慮も大きく作用した．卒業者数は8回生までを合わせて302名で，その

大部分はすぐに養護教諭として就職したが，若干名が教育学部に編入掌し

て卒業後に就職しており，卒業生の90％以上が養護教諭として就職したこ

とは喜ばしいk

　　②硯究活勲
　学校保健，養護教論養成に閣する分野で，本学は我が畿において特に顕

著な研究活勲を農開している、，教畜学部において学校保健を担当する先任

の小倉，肖山爾教官に撫えて，養成所専任教官9名の増撫により，研鑑は

多彩となり活発となった．併任の小禽教官は1年課程の卒業研究集鎌とし

て『養護教諭の職務研究』第1～5集（昭和ag　l　rw4Pt　：）の禰行に引き続き，

前述の養成所卒業研究集録を編集，公講した。またil養護教諭一その専門

性と機能』（昭秘δ年）は，養護教諭の本質的理解のための先駆的な指南
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表8　茨城大学養成所の入学考と卒業者及び就職状溌

年度

内翠入学者数卒業者数凄護教論編入学
聴　講　民　間　その他

44

45

46

47

墨8

魂9

5⑪

51

32

36

爆3

37

38

礁魂

4難

㌶

3x

35

42

36

36

38

魂1

43

261

28

34

3⑪

24

31

31

4⑪

51
2

3

4

3

3

3

2

壕

嬢

嬢

2

2

1

叢

1

3

5

爆

2

計 31713⑪2　　244 25 12 7い4
書として画期的な著作であり，更に『学校深健の研突調査法』（昭和48年），

『学校保健濡動』（昭和49年），『現代保健科教育法』（昭秘9年）など，多

数の著書，論文がある。専任教官の専門分野は，学校深健，養護教諭の職

務，学校看護，地域保健，環境保健，地域保健，小児保健，基礎医科学，

繕神衛生など多鼓にわたっており，『養護教諭のための学校保健統計入FW

（昭和as　1年）などの単著や共著も多数に上る。またそれぞれの分野におけ

る論文発衷も多く，なかでも茨大式神経発達スクリーニング法を瀾発応

用して，集団小兜神経学という新しい領域を国際学会などにおいて提唱

し，その確立，発展を進めている研究がある。

4　4隼潮養成課程設置の運動

　麟立養護教論養成所は，4年舗大学における正規の養護教諭養成への移

行期ないしは遇渡期の教育施設として設概され，大学に附置されて大学に

準ずる教官定員，施設・設備をもって3年制養成を行ってきたが，従来の

2年剃養成あるいは看護婦系養成に比して，比較的高水準の教育課程を編

成，実施し，また学校保健，養護教諭関連の研究者層の増煎をもたらし

た。しかしながら，大学でも短期大学でもなく，特刷立法の変則的性格の

教育機闘であるため，制度上，運営上の矛盾点も多く，また養護教諭養

成の理想像からも4年凝大学における養成が痛感されてきた。昭和44年
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（X969）7月，愛知教育大学養護教諭養成蕨の所擾らのメンバーによる提

趨を受けて，闘立養護教諭養成所鰯会（国養協）が設立され，魂年劇大学

における養護教諭養成運動が進められ，あわせて養成所の翻度上の矛盾点

についての解消を麟った，，文部雀や関係諸団体，諸機関に鮒する要望書提

出，闘会請願の方策をすすめ，会員の能力を結集して4年髄養成実麗のた

めの説得力のある資料を俸成し，提出したのである．『4年鵠大学による

養護教諭養成翻度の確立について』（昭秘7年），r養護教諭の職務内容に

ついて』（昭秘8年）の2資料は，その集大成であり，後に学科目の決定

などに当たっても，騒立養護教諭養成断協会の案が文部省の採択するとこ

ろとなった。4年綱実現運勲には，当初は文部省も難色を示していたが，

数次に及ぶ国会請願や保健に関する社会の急速な変化などにより，思って

いたより数年も早く昭和47年には実現のきざしが見え始め，岡48年夏には

昭和5⑪年度から大学に養護教諭養成課程を設置することが内定され，養護

教諭養成解の4年鵠課程への移膏とともに，1年鋼課程の特刷製科への移

行も提示された．昭和50年（1975）1月11日に政府案決定の朗報を響，岡

年4月1日付けで本学及び愛知教育大学に，他大学にさきがけて養護教諭

養成課程が薪設された．以後，願次移行が進められ，同52年3月には1年

舗課程が終了し，昭和55年3月には圏立養護教諭養成所の朗所，廃止が完

了して，15年の歴史を閉じたのである。その後引き続き新課程，特圃別科

の薪設が進められており，養護教諭の養成綱度の改善，資質の向上，全校

必麗性の実現とともに，職麟上，身分上の問題点の敬善が塁まれている．
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第4章理学部

第1節概 要

驚　文理学部から理学部へ

　昭和24年くX949）5月31日，新捌度による茨城大学が発足し，旧謂水芦

高等学校が茨城大学の文理学部となった．

　その後，昭和42年（1％7）6月1日，文理学部は入文学部・理学部及び

教養部に敗紐された。6月1日という目付になったのは，この年醒会にお

ける予算審議が遅れて，2か月の暫定予算が組まれたためで，学生募集そ

の他の実務はこの年の4月1日から始められた。

　文理学部をもつ國立大学は，灘時14大学であったが，これらの文理学部

は，昭和40年度から逐次敢組されて，曜瀦43年度をもって14大学のすべて

の改組が一応完了した。したがって，本学の文理改組は4年次にわたる改

親実旛の中の第3年次に行われたのである。茨城大学文理学部は，当時の

全国の文理学部の中では教官定員の多い方であり，改紐は早い年次に行わ

れると冤られていたのに，後半の第3年次にずれこんだのは，本学の改組

案の作成が難航したためと思われる。その閥の経緯は総説（第2章）に詳

しく述べられているのでここでは雀略するが，一言付け湘えれば，文理学

部理学科系教官は，39・40・41年度の3か年を通じて，数学・物理学・此

学・生物学の4学科及び共通学科目地学からなる理学部案を一貫して提萬

していた。昭和41年に提串した概算要求が認められて，昭和42年6月1日

から希墓どおりの理学部が発足したのである．また，岡口付をもって澗沼

臨湖実験所が官鋼化されて，正式に理学部の酎属実験所となった．

　発足当時の教官定員は，薮授9，助教授11，講師2，助手10の計32名で

あった。以後年次進行によって幾貴が増し，完成年次（昭和45年度）の定

貫は，教授16，助教授17，助手X5の計48名となった．ただし，その問の昭
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理学部校舎全景（昭和45年）

和44年度に国家公務員の定員削

減があり，当初の予定より助手

1名を減らされている。それ以

後，化学科及び生物学科の学科

目増があったこと，共通学科目

の地学が拡充されて地球科学科

となったことによる定員増があ

り，昭和54年度定員は教授20，

助教授21，助手14の計55名とな

った。

2　理学部の概要

　昭和54年度現在における理学部は，数学科（4講座），物理学科（4講座），

化学科（5講座），生物学科（4講座），地球科学科（3講座）の5学科（20講

座）よりなり，地球科学科は年次進行により，昭和55年度に4講座編成に

なる予定である。

　昭和54年度に大学院理学研究科修士課程が設置され，従来の学科目は講

座という名称に変更された。

　学部学生の入学定員は，数学科・物理学科・化学科が各35名，生物学

科・地球科学科が各30名であり，大学院生の入学定員は34名である。

　他に，附属臨湖実験所が北浦湖畔（行方郡潮来町）にある。この実験所

は，理学部新設当初の附属臨湖実験所が昭和47年に移転したものであり，

現在2名の教官が配置されている。

　なお，その他に理学部が管理している共同利用施設として，硝子細工

室・電子顕微鏡室・電子計算機水戸分室がある。また，理学部に所属する

放射線同位元素実験室も他学部教官の利用に供している。

　学部の教授会構成員は，教授・助教授・講師であり，助手は含まない。

なお教官人事に関することは，教授を構成員とする人事教授会（通称）に

よって決められる。教授会に属する委員会としては，教務委員会・補導委

員会・予算施設委員会・就職委員会・入試実施委員会・教育実習委員会・
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将来計函委員会・放射睦嗣位元素実験室逮鴬委員会などがある．

　事務部は事務長以下4係（庶務・会計・教務・学生）から成り，職員数は

定員内17名と定員外6名である．

　校舎面積は理学都発足当時は6，155m露（3階建）であったが，昭和45年

2，955m露（4階建）が償建物に接続して建築され，現在（昭和54年度）更に

3，600m2（4階建）の増築が進行している．別棟として硝子細工室（58㎡），

電子顕微鏡室（120㎡）があり，附属臨湖実験所は潮来町に敷地9，960m露の

中に630m露（2階建）の建物をもっているg

3　12年間の歩み

　昭和42年理学部が設立されて間もなく，全国的に大学紛争が起こった．

茨城大学における紛争については刷項で詳しく述べられるが，理学部教職

員が自主的に泊まり込みを行ったことについて一誘だけ触れておきたいk

昭和44年6月末，それまで茨苑会館を封鎖していたC共麗グループが教養

部をバリケード封鎖した。理学部は教養部と数十メートルを隔てて棟が撲

近していたので，教養部封鎖には神経質にならざるを得なかった．たまた

ま7月3日，理学部も封鎖されるといううわさが流れたので，かなりの教

職員が建物に泊まり込み，それがきっかけとなって，その夏いっぱい（9

月上旬まで）交代の泊まり込みが続いた、泊まり込みについては，封鎖学

生を刺激するとか，機鋤隊の導入を誘発するという理由で，他学部からの

批判もあったが，多くの高価な機械・器具を抱えて研究・教育を続けてい

る理学部にとって，やむを得ない自主防衛の手段であった。

　紛争も収まり，昭和45年には煎述のごとく新館が増築されたが，それを

機会に理学部の全館を脱戦とし，上覆きに履き替えることとした．この決

定は多少の反対もあり，また学生用にスリッパを買い入れたり，下駄箱の

薪設をするなど出費もあったが，実施してみると建物内は清潔に保たれ，

機械・器具の管理に嬉都合であるばかりでなく，学生たちもビラはりを自

讃するようになった。この習慣は他学部にも及び，現在では部分的にでは

あるが脱鞍を行っている建物も増えた．

　このときの増築で敷射性岡位元素実験室が設麗され，T・cx・P鑛など
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の敢鮒性元素を罵いた実験が行われるようになった．

　昭和47年には澗沼の臨湖実験班が瀬来町の北浦湖畔に移転したcaこれは

澗沼が年々観光地化して研究に適さなくなったことと，琵琶湖に匹敵する

霞ケ浦を県内にもつ本学としては，ここに臨湖実験所を移すことが陸水生

物の研究と極めて意義が大きいという判断をしたためである．この実験所

は，昭和51年6月更に湖畔からやや離れた薪に土地を取得して本餓を建

て，従来の湖畔の建物も利用している．

　昭秘8年度に髭学科に1学科目1が増設された。これは理学部閑設時の構

造・合成化学という複合学科目を分離したもので，教官の定員純増は1名

であった、昭和44年の助手驚貴肖鍼もあって，いわゆる不完全学科目（助

手定員を欠く学科目）が次第に増すことになった．

　昭和49年度から理学専攻科（定員2⑪名）が設躍されたが，これは昭瀦54

年度大学院修士課程の設罎に葎って廃thされた．

　昭和50年度生物学科に薪学科目（生態学）が増設され，岡時に生物学科

の入学定員が20名から3◎名に増加した．これも象た不完全学科目である．

しかし，これで4学科がそれぞれ4講座以上を持つこととなり，大学院設

躍の条件を満たすことになった．

　昭和51年度には業通学科Rとして圏俸地球化学が薪設され，それに伴い

徒来の共通学科目地学は地質学に敗められた。これによって，蒋来地球科

学科という学科増の見通しができたのである、薪学科については，学部内

では最初宇宙及び地球科学科という学科の設鐙を企画したが，複合学科的

色彩を帯びるために企顧が難航し，最終的には地球科学科に固まっていっ

た．この2学科目を基にして，昭和53年度に地球轡学科が薪設され，1学

年定員30名の入学をみた．昭湘54年度に惑星及び地球物理学という講幽

（この年から学科目が講慶となった）が開設され，残る1講座（岩石鉱物学）

は昭和55年度に開設の予定である，，

　さて，繭述のごとく各学科につき4学科目以上という条件が満たされ，

年次進行の完成する昭和54年4月に大学院修士課程の設置が認可され，岡

年第1翻の院生が入学した。

　以上が理学部12年聞の歩みの大要である．研究・教膏条件はまだ充分と
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は書い難いが，次第に整備され，その閣全教官は悪条件に鮒えて研甕を続

けて多くの業績を挙げ，また熱心な教膏によって優れた卒業生を多数琶会

に送り出すことができた。

第2節組 織

1　学科及び講座（昭和53年度までは学科目）

昭和42～47年度　数学科（代数学，幾何学，解新学，応用数学）　物理学科

　　　　　　　（基礎理論，宇宙物理学，物性実験学，原子物理学）　化学

　　　　　　　科（機器分析化学，構造及び合成化学，量子化学，錯体化学）

　　　　　　　生物学科（系統学，生理学，細脇学）　共通学科目（地学〉

昭和48年度　化学科の構造・合成化学が構造化学と合成化学に分離

昭和49年度　理学専攻科薪設

昭和50年度　生物学科に生態学増設

昭和51年度　共通学科目に闘体地球化学増設

昭頽52年度　共通学科目の地学を地質学に改正

昭＄“53年度　　地球科学黍導楽斤設

紹瀦54年度　大学院修士課程の薪設（専攻科廃止），地球科学科に惑星

　　　　　及び地球物理学増設

2教官定員

＼＼奪度
　　　　＼学　科

数　　学　　科

物　理　学　科

化　　学　　科

生　物　学　科

地球科学科
臨湖実験所

43　礁3　嘱　魂5　妬　47　畷8　魂9　5⑪　5王　52　53　5曝

7

6

8

7

3

1

9　　10　　12　　12　　12　　12　　12　　12　　12　　12　　12　　12

7　1⑪　11　11　11

10　11　12　1黛　12

8　　8　9　　9　　9

3　　3　　3　　3　　3

1　　1　　1　　1　　2

U　12　12　11　11　U　11
13　　13　　13　　13　　13　　M3　　13

9　9　11　11　11　11　11

3　　3　　3　　4　　4　　4　　6

2　　2　　2　　2　　2　　2　　2

合 計　　　　32　　38　　43　　48　　4呂　　49　　5⑪　　5⑪　　52　　53　　53　　53　　55
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3　学生の定員

①学部学生

∵紅く一淘盛4454β4－95・5－3－54
数　学　創3＄7⑪1。灘⑪14⑪i4川⑪M⑪蜘1401婆⑪14。蜘
物　　　理　　　学　　　科　　　　　3｛｝　　7◎　1⑪15　MO　14⑪　1護⑪　1魂⑪　14⑪　14⑪　14⑪　14⑪　烹4⑪　1婆⑪

化　　学　　科　暮雅7⑪蹄慧⑳1菊1鱒1如1魂⑪1⑳1⑳1鱒1⑳1菊
盤鑑　　物　　　学　　　科　　　　2｛｝　4⑪　　ff⑪　　8⑪　　＄⑪　　8⑪　　8⑪　　80　　＄⑪　　9⑪　烹⑪o　klo　薫20

地球科学科　⑪　⑪　⑪　o　o　⑪　⑪　o　o　⑪　03⑪60

合
翻撚2s。鰯⑪⑪5⑪⑪5⑪⑪5。⑪5⑪⑪5。。　＄x。52⑪鰯。⑪

②専攻科生 ③　大学暁理学研究科（修士課程）

＼＿年度
学繕＼＼1　49　se　5x　＄253

数　学　科15　5　5　難　5
物　理　学　科　　5　fl　s　el　5

北学科555s5生物学科1　5　5　5　5　5

合　訓2⑪2⑪2⑪＃⑪2⑪

4事務部

係　名“総務係1

定員（名）

42 4雛　44　4＃　妬　47　絡　4襲　欝⑪　瓢

庶務係

会讃係

教務係

駿　　53　　5壌

庶務係

会計係

教務係

学生係

5　59821×9＿XgX81818㌧71718
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第3節管理運営

1　教授　会

　理学部運営の塞本方針を決定するために，毎月1回，定例教授会が蘭か

れ，必要に応じて臨時の教授会が蘭催されている。審議事項のうち，教員

の入事については専任教授をもって構成する‘A＄’教授会が審議してい

る。なお，助手は教授会に参加していない。

　　　　　　　　　　　　茨城大学理学部教授会規則

　　（趣旨）

　第1条　この規則は教授会の組織，所掌事項及び運営等について定める．

　　（組織）

　第2条　教授会は，学部長及び専任の教授，助教授，講師をもって組織する，，

　　（所掌事項）

　第3条　教授会は，次に掲げる事項を審議する．ただし，第7号に掲げる事項に

　　ついては，専任教授をもって組織する会議で審議する．

　　ω　学科及び講座に関する事項

　　鋤　教育課麗の編成に関する事項

　　鋤　学生の入学，退学及び卒業の認定に関する事項

　　＠　授業及び試験等に関する事項

　　㈲　学生の摩生補導及びその身分に関する事項

　　㈲　諸規則の劇定及び改廃に関する事項

　　α）教員の人事に関する事項

　　（8）学部長候補者の選出に関する事項

　　⑨　予算に関する事項

　　ω　その他重要事項

　2　教授会は前項に掲げる事項のほか教育公務員特例法その偲の規定によりその

　　巌限に属せしめられた事項を審議する．

　　（議長）

　第4条学部長は，教授会を招集し，その議長となる，，

　2　学部長に事故あるときは，あらかじめ学部長が指名する者が議長の職務を行

　　う、、

　　（会議の招集）

　第5条教授会は，毎月1回開くものとする．ただし，必要がある場合は臨時に

295



　薫　部局史（貰）一各学部史

　　会議を開くことがある．

　　（議決）

　ee　6条教授会は，構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決する

　　ことができない．

　2　議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数のときは議長の決するとこ

　　ろによる、、ただし，第3条6号及び教授会が重要と認めた事項については，出

　　席者の3分の2以上をもって決する，

　　（委負会の設置）

　第7条教授会は，専門の事項について必要があるときは，委員会を麗くことが

　　できる、

　2　厳項の委員会の組織及び運営については，教授会の議を経て学部長が定め

　　る、、

　　（構成員以外の者の出席）

　第8条学部長は，必要があると認めるときは，教授会の同意を得て教授会の構

　　成員以外の者を教授会に出席させることができる．

　　（庶務）

　第9条　教授会の庶務は，事務部において処理する．

　　（雑則）

　徽⑪条　この規則に定めるもののほか，教授会の運営に関して必要な事項は、別

　　に定める、、

　　　附　則

　　この規則は，昭和ce年胡1日から施行する，、

　　　附　則

　　この規則は，昭和娼年烹月8臼から施行し，昭和47年4月1日から適絹する，，

　　　附　則

　　この規則は，昭和54年4月6日から施行し，昭和54年4月1日から適用する。

　　　　　　　　　　　　　　2　各種餐黄会

　理学部には教援会の下に教務委員会，補導委員会，予算旛設委員会，就

職委員会，入試実施委員会，教育実習委員会，将来計醗委員会，放射性縄

位元素実験蜜運営委員会，選挙管理委員会などがあって，それぞれの専門

的事項を扱っている。以上の委貴会の他に，必要に応じて臨時委員会や小

委員会が柞られることもある．

　　〈X＞教務委員会

　この委員会は，各学科から推薦された1名ずつの委員によって構成さ
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第魂章理学部

れ，委員長は互選によって定められる。審議事項は　α）学科課程に闘する

事項　（2）転学部，転学科に関する事項　③聴講生に関する事項　（4＞その他

教務に関する事項である、

　　②　補導委員会

　この委員会は，各学科から推薦された1名ずつの委員によって構成さ

れ，委員長は互選によって定められる。審議事項は（D身上に関する事項，

〈2）厚生に関する事項，⑧奨学生の推薦及び授業料の減免に関する事項，④

課外及び自治活動に闘する事項，㈲賞罰に関する事項，㈲その他厚生補導

に関する裏項である。

　　⑧　予算施設委員会

　この委員会は，各学科から推薦された1名ずつの委員によって構成さ

れ，委員長は互選によって建められる。学部の予算執行案の作成，概算要

求の頽位施設及び設備の設麗等の原案作成を行っている．文理学部から理

学部になり，一応理在の形態に整備されるまで，校金の増築や設備の薪設

について活発に機能してきた、

　　（の　就職委員会

　この委員会は，学科主任をもって講成され，卒業予定者の就職について

欄人指導や就職先欝拓に当たっている。

　　㈲　入試実施委員会

　この委員会は，入学試験の実務を麺当している。委員は各学科から推薦

された1名ずつの委員と，理学部から選鐵された茨城大学入学試験運営委

員の2名合計7名で構成されている。任期は1年である。

　　㈲　教育実習委員会

　この委員会は，全学組織である教育実習運営協議会に理学部から参加し

ている1名の教官（委員長）と各学科から推薦された5名の委員で構成さ

れる。実習校の開拓や事務連絡など教育実轡に関するすべての仕事がここ

で処理されている。

　　⑦　理学部将来計画委員会

　この委員会は，理学部から選出された全学将来計醐委員2名とその下部

機構である専門部会委員2名，助手会から3名，その仙全将委の総務蘭係
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者によって構成されている．全学将来計画にそった理学部将来計霞の立案

が主な任務である，、

　　（8）選挙管理委畏会

　この委員会は，以前は選挙によって委員を選燦していたが，最近では当

番学科（3学科）から錐薦された1名ずつの委員計3名で溝成されてい

る．学長，学部長，評議員，その催の管理職選轟のための選挙を管理して

いる。

　　〈91その他の委員会

　その弛，臨湖実験所運営委貴会，硝子細工室選営委員会（共同利用施設），

電子顕微鏡室還鴬委員会（共同利用施設），電子計算機水芦分室選営委貴会

（共同利用施設），大学暁入試検討委員会などがある．また，地球科学科薪

設に闘する翻設委員会などの臨時委員会が麗かれたこともある．

3　助　手金

　この会は，理学部に所属する助手全員で構成されている。随時会議を麗

いてその意向は学部長に伝えられる（助手は学長候補適任者，学部長候補者，

評議員の選挙権を持ウている）。

第4節研究活動

1　各挙科の概炎

　　①　数　学　秘

　環雀研究されている肖容は多鼓にわたっている．その主なものを挙げれ

ば次のとお参である．

　飛数学；鉱大多項式環の代数学的性質（松田），代数的数の封数の代数的

独立性（竹内），幾何学；甕間形の部分空閣と距離函数との関連（初瀬），＝

ホモgeジー実射影塞聞上の慧ンパクトリー変換群（麻生），解析学；昨有界

特性を持つ解析函数の構造（荷見），rm次元複素ユークリッド塞間内のあ

る種の領域上の特異積分・擬微分作驚素（藪田），リーマン薦上のハーヂ

イクラス（林），バナッハ環上の作用素の表現（高橋），ヘンストク積分の
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型を決める問題（久保田），応用数学；グラフ理論（北村），保測変換の構

造（大石），ミニ及びマイクpaコンビ．一ターのソフトウェア（閥本，中村）

　また，これまでに研究された主な内容は，次のとおりである。

　体の自己同型群，準素環，代数的数の有理数による近似；半願序集合と位

相幾粥との関連，断面曲率のピンチング問題とその周辺；複素解析と函数

　　　　　　　　　　　　　ぷ解析の関連，函数環の理論，　CWh環上のスペクトル・純ステーy・多項式近

似菱近似連続ダンジmeワ積分の特鍛付け1非標本誤差，ミPt　：2ンピ瓢一タ

ー のソフトウ。。アなど，

　なお，これらに関する研究成果は，r理学部紀要（数学）』をはじめ，種

々の国内誌及び欧米誌に発表されているnc文理学部紀要』の発展的消滅に

伸い，『理学部紀要（数学）』を独自に（教室予算をもって）霧行することにし

た。以来，年1躍の発行を継続しているが，徐々に潅目されるようになり，

最近では数学のアブストラクト誌Mα〃tematicαl　R碑∫6⑳5（Ann　Athew＞

に紹介されるようになっている．数年前から，毎週公開の談話会を行って

おり，現在では教養部・教育学部の教官及び院生も参撫するようになって

いる。報告者は輪番舗で，研究報魯・論文紹介そして闘連討論などが行わ

れ，岡時に専門外の知識を広く得る場にもなっている。

　　②物理学科
　物理学科は基礎物理，漂子物理，宇宙物理，物理実験の4学科目で出登

した．この時点での地大学の物理教室にはみられない特簸は，第1に理論

と実験の学科目の比が3：1であること，第2に掌宙物理学を学科目とし

てもっていることであった。発足後，物理教室の運営，教育，研究の面で

物理教室以外（教養部・教育学部など）大学内の物理研二究者と物心爾面で共

岡若しくは協力が行われてきたのも特徽の一つである．

　研究面では，発足以来，学科目の名目にあまりこだわらない内容をもつ

分野で研究が膏われてきた．主に，宇宙物理学，物性基礎論素粒子論

物理実験に大鱗される、、各々で進められた研究内容は次のようである．

　宇憲物理闘係では，早期型慨星の観測及び理論的研究（小暮），天諏プ

ラズマ（浜田・石塚・中村），宇宙気体力学（石塚），強磁場下の電磁現象一

X線パルサー（浜田・中村・菅野古矢），恒星進化の最終過程（野本），プラ
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ズマの阻止能（浜田・中村）があり，物性基礎理論関係では，多体ボーズ

粒子系の転移・比熱の問題・臨界指数（菅野），高分子の重合のメカニズ

ム（菅野）があり，素粒子論関係では，ハド・・ンの非軽粧子崩壊の硯象論

的分析併本），カレント代数を使った分析（井本・土田），クオクレベルか

ら入り光円錐代数を使った分析（古井・豊田・土田），ハド・・ンーハド・・ソ

相互作胴からの多重発生の親象論的分析（野田），多重発生のメカc・ズム

の研究（野田）があり，物性実験闘係では，昭瀦45年腸子複プリズム干渉

実験を提曝（国府），この線上での陽子ビームを質量分析的手法で実硯さ

せるためのイオン光学的研究（森川・佐々木），その理論的研究（国府），広

い意味での醗体物殴（固体表面，準結晶性非結晶，翻俸の輸送現象中性子蹴析

及び熱測定による非調和状格子振動及び絹転移）　（森規・佐久間）などがある，、

　　（3＞化　学　科

　既述のごとく，化学科は4学科目より出発し，現在は5講座から構成さ

れているが，餐講座にまたがって金属錯体（特にキレーのを穀象化合物

とする研究が多い，、他に分析化学，量子化学，膚機化学などの研究が行わ

れている、

　金属錯体；金属錯体による光Xネルギー変換（栗村），高分子金属錯体

の反応～特に窒素の撮定（栗村），吸光光度法による金属キレートの分析

化学（山本），金属キレートの酸化還元反応（大橋），金属一シッフ廃基錯

体の合成，携造，反応性並びに立体㍍学（藤井），高分子金属錯添による

ア之ノ酸の光学分劇，，不活性分子の活性イヒ糠井），蹴駈瞳害に墓く尭学

納溝性金属錯体（仲野・近藤）

　分析牝学：分析に利用される化学反応の機構と速度論（山本），活牲炭

を堀いる分離分析（大橋），溶媒抽出の反応速魔及び微量分析への応用（大

橋）

　星子化学：ゲージ変換と摂動変分法（浜野），多重項状態分子の原子状態

（浜野・近藤），隙子分子系の多体論的取扱い（寺坂），M［yperviral　rd議tion

による波動関数の改良（寺坂），π系ジアニオンのNMR（平山），　XH，1℃

及び他の核のランタニド誘起シフト及びその緩和（平山），有機色素の光

化学反応の初期過程（臼井），光反応初期過程におけるミセル及び高分子
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効果（臼井），亜硝酸堀による光＝ト擁ヒ反応（臼井）

　有機化学：シッフ堪基類の立体化学（古賀元），C－D結合の強度に及ぼ

す立体化学的因子（古賀元），アンビデントアニオンの選択的反応性（依

田）高反応性窒素化合物（古賀ノブ子）

　　（4）生物学科

　昭和24隼の創設時に文理学部理学科生物学教室（2学科目編成）として

発昆した。当時は終戦後の混乱した蒔代であったが，初代教室主柾出口弥

輔教授の講想で次のような基本的な方針が俸られた。文灘学部はいずれは

文科系学部と理学部とになり，生物学教室は4～5講座の規模となるであ

ろうから，学問の方向を見通しながらこの程度の大きさの教室を考えるこ

と，また当面の不足分は非常動講師で教育面の充足をすることなどであっ

た、それから18年を経た昭和42年，文理学部改組により理学科は理学部と

なり，教室は3学科目の生物学科となった。この蒔点で細胞及び細胞下の

分野を文橡とする生理，緬砲の2研究室，煽体及び集団を対象とする系統

生態の2研究室を懇織して，4研究霊体翻で凝たに発足することとなっ

た。昭和50年学科目増により4学科目となり，4研究室はそのまま谷学科

Nの内容となった．次いで昭和54年大学院修士課程設置に伴い講座綱をと

り現在に蓋っている．各講座の研究内容は次のとおりである．

　系統学講座：中型土壌動物（昆虫綱一粘管目）の個体群生態学（田村），

海産及び陸生小形甲殻類の分類と生態（森野）．生理学講座：昆虫胚の環

飾パターン形成機構，始原生殖細胞・生殖巣の分化の解析を主とした発生

蛋物学（矢島・仁木），昆虫ホルモンの作用機溝に関する生理此学約研究

（一政祐），トリチウムの生物学的影響に閣する基礎的研究（一政祐）。緬脇

学講座：微生物原形体の生理・再生・融合（井①，原生動物（繊毛虫）の

接合，減数分裂の機構及び染色体の構造（菅井），細胞の膜系の脂質，脂

質代謝酵素との作用機構（一政満）。生態学講座1植物群落の構造と機能，

植生連続的解析（野本），植物偶体群及び飼捧の成長と再生産に関する生

理・生態学（横井・堀）

　　⑤　地球麟学科

　この教室は，水戸高等学校地鉱教室が，茨城大学の薪設に伴って文理学

3α



簸　部局史〔1）一各学部史

部地学教蜜となり，理学部薪設後，共逢学科目（地学）として学生定員の

ない教室となった■漁時，1学科目で観究の効果をあげるため，地質学專

攻者のみの教室が作られた、その後，理学部の整備充実が進み，新学科の

増設も見込まれて，濁体地球化学が増設されて磐石学専攻考が採罵され

た．学科増設の可能性が増大した殺階で，宇宙地球科学構想がたてられた

のであるが，4学科目でこの分野を含めた教育研究は無理であるとの意向

から，地球科学科として専ら固体地球科学を研究する学科を設立すること

になった．その結果，地質学・岩石学にとどまらず，地球化学・地球物理

学及び惑星科学まで範囲を広げたユニークな地球科学科が誕生し，現在年

次進行に捉って整備されつつある，，当学科では次のような研劣教育活動が

行われている。

　地質学：完薪繊・更薪世・第三紀の堆積学的研究（斎藤），第蕊紀・中

生代・古生代の化石屡位学的研究（高橋），脊陵山脈の構造地質学的研究

（天野）、、岩石鉱物学：砕居性石墨の分布と構造運動（田切），火山岩中の泥

質捕獲岩の岩石学（田切），外帯のマグマ活動（高橋）　，、鐵体地球化学1南

極産績石の地球化学的研究（池田），宇和島花嵩岩帯及びその周辺の岩石

学的研究（池田）　，，惑星及び地球物理学：測地学的地穀変動による日本列

島のテクト　・・ックス（藤井），震源域における前兆的すべり環象（宮下），

海薩堪積物中の宇宙趨源の元素に関する研甕（柳田）．

2　科学概究費

　昭和42年理学部発昆以来，昭都53年農までに理学部教官に交醤された文

部省科学概究費補助金の内客は次のとおりである。

昭和42彗渡

　今村泰二　本邦の海産ダニ類の分類とその生態　20万円

昭和44年変

　国鷹雄次郎　陽子複プリズム干渉用微細像線源　慧8万円

　小暮智一　輝線B型鍵大気構造の研究　25万円

　児玉睦夫　アミノポリカルボン酸の金属錯俸を含む求核置換反応のイヒ学

　　　　　　平衡および速度論的研究　24万P9
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第4章理学部

　今村泰二本邦産（沖縄を含む）ウシオダニ類の分頚・分有・生態　X9

　　　　　　万円

昭和45年獲

　今村泰二本邦産（沖縄を含む）ウシオダニ類の分類・分布・生態30

　　　　　　万跨

　欝賀　元　Diazo－Tran＄fer反応の研究　31万円

　小暮智一　雰定常な恒星大気構造の概究　28．5万聾

　石塚俊久　恒星の非動径脈動不要安定性の研究　20万円

　藤井有趨　エチレンジアミンモノ酷酸を配位子とする・・ッケル（の錯

　　　　　　体の研究　11万円

　石田満子　酵母細胞膜系の携造と機能　20万麗

昭和46年度

　小暮智一　諜定常な燈星大気構造の研究　290万灘

　一政満子　酵母液砲の生理的意義および小胞体の関係について　33万円

　田村浩志　森林土壌におけるトビムシ類の生産に麗する研究　20万円

　一政祐輔　家蚕の休隅ホルモンの作用機溝に闘する研究20万円

昭和47年度

　畿府雄次郎　陽子複Prism干渉用線源の改善　95万円

浜田哲夫強磁場中の水素厚子スペクトルの研究33万円

　臼井義春　励起芳香族分子とC◎（の錐体間の電子移動　3⑪万円

　平山昌甫π系ジアニオンのNMR　30万円

　石塚俊久　恒星系の非動経不安定性の薪究　20万円

　一政満子　酵母液胞の生理学的意義に関する研究　23万円

　小暮智一　恒星系の広域構造の研究　159万円

昭和48年度

　一政満子　酵母液胞の生理的意義に蘭する研究　3⑪万円

　高橋真映　Danu＄and　H◎fman　t総◎ramの拡張とその応用　22万円

　大橋弘三郊　金属錯俸の電子移動反応における溶媒勘果に閑する研究

　　　　　　　20万円

　一政祐輔　家蚕の贈質代謝に蘭する研究　31万四
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　皿　部局史〔窯）一餐学部吏

昭和49年度

小暮智一　銀溝風による銀溝の逸紘の研究3⑪万湾

　松田隆輝　不定方程式の研究　20万円

　一政祐輔　家蚕婦卵巣への鮨質輸送機構と休醗ホルモγの作用　23万円

藤井有起錯形成を利用する微暴のアミノ酸の旋光度測定法　30万円

　安達謙三　C◎x“na問題の多変数への鉱張について　20万円

　今村泰ニ　オセニアおよびアジア南部諸麟における水生ダ畿類および水

　　　　　域微緬動物に閑する調査　25⑪万円

　荷見守助　函数解析学の研究　296万円

昭和50年度

　浜田哲夫　強磁場中での電子と輻慰の相互作用　35万円

　荷見守助　複連結領域上の調和解析　23万円

　田切美智雄　領家阿武隈変成岩帯の接点に位置する筑波日立両変成岩類

　　　　　　　の変成作用　19万円

　秋田康一　核磁合炉に伴う生物医学的問題に関する失駆的基礎研甕

　　　　　　140万円

昭湘51年度

　山本勝己　三元錯体を利用する級光光度分析法の基礎的研究　80万円

　栗村芳実　ア鑑ノ酸を含む9バルト伽）一シップ擦蟄混含錯添におけ

　　　　　　る立体選択性の検討と錯形成によるアミノ酸の光学的役翻

　　　　　　120万円

　久保田陽人　近似連続Den　3◎y積分の特徽付け　23万円

　今村泰二　日本をめぐる島しよの水性ダニ頚の覇二究　35万円

　野田二次男　高エネルギー現象での二体相関問題と構成子結含模型　30

　　　　　　　万円

　菅弁俊郎　繊毛虫における還元分裂前期染色体の構造　34万円

　田切美智雄　領家阿武隈変成蕩の援点に貌麗する筑波日立葡変成岩類の

　　　　　　　　変成作用　　29万円

　森野浩陸褄ハマトビムシ類の形態および分類学的研究32万円

　秋田康一　核融含炉に伴う生物医学的問題に関する先駆的基礎研究
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第嬢章理学部

150万円

昭和52年度

　栗村芳実

　初瀬弘平

　石塚竣久

　野本ue－一

　菅井俊郎

　秋田康一

昭和53年変

　荷見守郎

　北村泰一

　久撮田賜人

　中村芳昭

平山昌甫

仲野義購

麻生　透

高分子金属錯体による窒素分子の固定と活性化　130万円

微分可能多様体の位相構造　45万円

ブラックホール，申性子星内，周辺での衝撃波の伝播42万

円

白色倭星への質最流入過程と新星超新星爆発の研究　35万円

繊毛虫に於る接合と滅数分裂　35万円

核轍合炉開発に伴う環境問題　X750万円w°

作罵素理論とその応用の研究　100万円

準群環の代数的性質の研究　45万麗

　潅似連続De蜘y積分の特鍛付け　45万円

相対論的プラズマ内での＝ンプトン散乱理論のX線バースト

現象への応嗣　45万円

芳香族π一ジアニオンの烹℃－NMR一核磁気緩和とカウン

ターイオンの解離平衝　45万円

蹴転障害に基づく光学活性錯体　45万円

＝ホモxeジー実射影空間上の変換群40万需

3　在外研究

（つ　在外研究員

氏 名瑚 間撫　的　国 目 的

憲賀　元k2．8．22
　　　　　1N44．8．21

今村　泰二

山本　勝巳

大橋弘三郎

43。7。10
～43。10。8

46。8。25
！v婆6。1烹。24

52．9。26
～53。9。25

アメリカ。ボストソ

翼一paッパ8か国

アメリカ・イギリス・

スウm一デソ・フラ
ンス・スイス⑫イタ
リア

アメリカ・カナダ

N一アジド類の合成と反応の
研究

ミズダエ類の研究と欝一舞ッ
パ諸学者との交流

金属キレートの分析化学的研
究

金属錯体の分析化学への応用
に関する基礎的研究
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ll　部局史〔1〕一各学部史

林実樹広53．3．27　アメリカ
　　　　　　　～54．3．28

関数解析学の研究

（2）そ　の　他（招へいによる海外渡航等）　（1か月以上）

氏　　　名 期　　　間 目　　的　　国 目　　　　　　　的

今村泰二 46．9．10 アメリカ ハワイ諸島におけるミズダニ
～46．11．10 類の調査

今村泰二 49．8．8 オーストラリア・ブ 第4回国際ダニ学会議出席及

～49．9．7 ルガリア・イラン・ び水生ダニ類の調査
他

今村泰二 49．12．11 オーストラリア・二 オセアニア及び東南アジアに

～50．2．10 ユージーランド・マ おける水生ダニ類の調査
レーシア・他4か国

林　実樹広 51．9．8 アメリカ 函数環論の研究

～52．6．18

荷見　守助 51．9．1 スウェーデン・アメ ミッターグレフラー研究所に

～52．3．18 リカ おける複素解析学の研究・他

藤井　有起 51．10．5 アメリカ 不飽和化合物の選択的水素化

～52．10．8 反応の研究

浜田　哲夫 52．10．1 オーストラリア 高密度プラズマ理論の共同研
～53．7．26 究

第5節教育活動

1　カリキュラム

（1）取得単位数

授業風景

理学部の卒業に必要な単位数

　昭和48年度に126単位，昭和52

　年度から124単位と変わってい

　る。これは，外国語の取得すべ

き必騨位が減少したためであ

る・

（2）カリキユラム改善

　　　　　　　各教室，教務委員会，理学部
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第4章理学部

将来計画委員会などで，毎年力

てきた。また，学生との協議な

どを経て，可能な部分から実行

に移されてきた。各教室は特徴

さび型（一般教育を科目によって　　　　　　実験風景

は高学年で履修し，基礎又は専門科目を1年次から履修する方式）が志向され，

学科の壁を越えて学部内共通授業の設置などの努力がなされてきた。しか

しながら，教養部との授業内容の調整や教室間の連係など，特に実験教育

をめぐって多くの問題が残されている。

　　　　　　　　　　　　表1　取得単位移行状況

＼項目
一 般教育 外国語 保健体篇 専 門

＼ 計 合 計 備　　　考
年度＼ 科 目 A　B 理論実技 科 目

42 36 8　8 2 2 56 74 130

43

44

45

46

47 ↓　↓
↓ ↓

48 8 4 52 126

49

50

51 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

52 8 0 48 76 124

53 1 1
54

↓ ↓ ↓ ↓　↓ ↓ ↓ ↓
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弧　部局史〔1）一各学部史

2　聴講生・競究駕

　　〈1＞聴　講　生

　理学部の講義を外部の看が聴講するために聴講生麟度がある．その在学

期間は1年で，これまでの聴講生の数は次衷のようである．

年度臣4＄＿4647＿48495⑪5me＿52535魂

人　数 4　5　7　11　＄　鴛　　襲　7　10　10　6

　　②　研　究　生

　外部の者が理学部において特定の専門事項を研究しようとする場合は，

研突生として受入れる鰯度がある．研二究生の数は次表のとおりである，、

年　度

人　数

47　　48　　49　　ξ5⑪　　51　　52　　53　　54

ア　　　5　　　驚　　　9　　14　　19　　21　　1婆

3　厚生補導

　学生の厚生及び補導の閣題は，補導委員会がその窓口となって教授会に

問題を提趨しながら処理されてきた、昭和43年6月12日の教授会で，人

文・理学部学生自治会結成属が審議された、教授会としてはヂ爾学部自治

会の連合体は，自治会の主体性及び自治会助鷺指導責任の上からこれを認

めない」との結論を撫した．これは昭和33年4月中央補導委員会の決定に

基づき，更に現実的に理学部からの便宜供与の対象とすることに難点があ

るので，理学部単独自治会の結成を進めるように指導することになった。

更に昭和43年9月11Hの教授会では，前蹴決定を再確認した上で，9月ま

で暫定的に文理学部自治会を認め，以後は入文・理学部自治会を認めるこ

とはしないこととした．その後昭和44年12月17日に理学部学生集会が開

かれ，昭湘45年6月に規約が成文化されて，教授会に承認を求めてきたの

で，昭和45年7月8日の教授会においてこれを認めることとした．
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第魂章理学部

　自治会と教授会が話し合った主なもめは，課外沼動の助成と合宿研修の

問題であった。その他，小さな問題として，土足禁止によるスリッパの貸

与と下駄箱の設躍，廊下の照明，暖勢時間の延長などがある。

　課外活動として薪入生歓迎会と秋の茨苑祭の～環として行われる理学部

祭が毎年行われており，学部ではそれに必要な物品を現物支給し，学生に

便宜を与えてきた、

　合宿研修は，予算決定が遅く，10月下旬からU月が実施時期となるの

で，夏期休暇を利朋できない難点があるが，ほぼ毎年実施してきた．研修

内容は，各学科ごとに教官と学生が相談して決定してきた．昭秘5年から

昭和53年までの実施状況を示すと次のようである．

年劇実施場酬実施期司参鰭剃内容の麟
菊

4囁

群
爆＄

49

5⑪

厳

52

53

大子合宿研修所

　　　ノ〆

　　　ノノ

　　　ff

　　　ff

赤　城　山　寮

大子合宿研修所

11月5日～11月13欝

11月29日～12月　3匿鷺

11月28日～12月　1　日1

1⑪月29日～11月2臼

11月1蝦～11月15目

1⑪月31旧「～11月1⑪iヨ

11月8日～11月12日

x76名

124名

ユ37名

x53名

18娼
2⑪1名

19⑪名

共pa　・ゼ鑑ナール

対話・卒論討論会

3・魂年次生対象

企画実施に当たって，墓準となるべき事項について合意が得られず，実
施せず

大心苑・白帆荘
少年自然の家

11月6日～11月11日 195名 共同ゼミナールなど

　全体的にみて，日中はスポーツやハイキングを楽しみ，夜は卒論のテー

マについてガイダンスや討論会が開かれ，特に教官と寝食を共にして相互

の理解を深めたことなどの成果があった。

　なお，昭和46年から始まった理学部祭は，講演会，スポーツ大会，映画

会，囲碁・将棋大会などを内容とし，喫茶室なども人気を集めている、、
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簸　部局史（慧一各学部史

轟　卒業生

（1）卒業者数

菊妬魂7娼魏5⑪瓢　呂黛53

数学科
物理学科

化　学科

生物学科

2｛｝や三　33　　32　　芸≧｛5　　3⑪　　36　　鷺難　　32　　3黛

娼慧1驚8澱軸3135勲勲騒⑪3＆
24壷叢　27　　25　　24　　33　　37　　欝7　　36　　38

1⑪161β娼　1817欝　烹827
備考蒙表中十藍壱ま9月卒

　　業生

参考のため入学者数を示すと次のようである、

郵〉鱒 4勲　43　嘱　4雛　礁6　47　48　49　5⑪　灘　52　53　級

欄∴∴讐∴1；箆欝篶
地球科学科 1 27　29

　　②　卒業生の翻肉

　卒業生の就職先は，学科によってそれぞれ特徴がある．以下に盗学科ご

とに詑載するが，表に認入されている数宇は卒業時の年度宋の時点のもの

で，卒業後の変動については，30年記念事業として晒和55年4月に岡窓会

が成立し，名簿が整備されれば明らかになるであろう．

　　　1）数学斜

　数学科の卒業生は，総謙272名である．その卒業当時の進路を総抵的に

みると，学科の性格h＝ンピ轟一タ関係と教職闘係に集中しているところ

に大きな特鍛がある．昭和5⑪年度以前は，会歓閣係が教職関係をやや上灘

っていたが，以後は滋に後者を志晦する者が多くなり，しかも以議は教職
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　第4章理学部

といえば高等学校を意味していたが，最近は小・中学校への就職者が急増

している。

　　　　　　　　理学部卒業生の動向
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数学科

進

学

教

員

大　　学　　院

専　攻　科　等

小・中　学　校

高　等　学　校

大学・研究所等

魂5

3

1

6

公務員・公社・公団等　1

会　　粒　　関　　係

〔≦麟内数で＝ン判

そ の 他

合 計

15

（15）

26

墨6

3

14

15

（11）

2

3壌

魂7

2

12

17

（12）

1

32

48

2

1

8

49

⑪

3

7

5⑪

fl

5

2

13

1⑪

（9）

4

25

19

〈B）

1

3⑪

11

（7）

磯

36

51

4

4

1

7

1

5

（3）

5∵3計
2

2

6

1

7

11

壌

7

23

16

15

85

2

81n　m
　　　　　　　　　　　　　　　　　

i

（6＞（9）　　（85）

3　213

25 32132　　　　　　　　　　1

2⑪

272

　　ib物理学科
理学部雛足以来卒業生の進路について主な変化は，4）就職先が多様花

していること，必ずしも専門を生かせる職場とは隈らなくなっている，，

・・）教騨を希窒する卒業生が多いこと，ハ）大学院に進む卒業生の数は，

発星当初の1桁台から2桁台になっていること，などである，，

留年生の数は，毎年減って50％台（理学部発足のころ）から2⑪％台（昭撫

54年）に減ってきている、この中には，物理学に興昧を覚えるがゆえに，

一一屡の勉強のために留年する着も多かったことを詑しておいた方がよいだ

ろう．また，既に研究者となって多くの学会で溝躍している者も少なくな

3tt
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い9

物理学科
　　　　　　年　　度

項　　目
菊

1妬
47 48

進
　学

大　　　学　　　院

専　　攻　　科　　等

3
毒3

繕 11

教
　員

小・串　　学　　校

高　　等　　学　　校 51

叢1 1黛

3

大学・研究　所等
11　1111　｝

公務員・公社・公翻等

㎜㎝　

慧

　　　　

3

会　　社　　関　　係

〔≦タ鹸鰍で惣ンビう

嚇　　　　　　窃

（Dl（1）1（D

蔭 婆

そ　　　　の　　　　他

　9h⑪dl　l

欝

合　　　　　　　　欝 18 21 驚呂 慧9

iii）化　学　窟

49

5

5

6

魂

11

31

5⑪

3

8

2

6

1

4

（2）

11

35

51

3

8

1

2

3

12

29

52

2

憩

2

2

me

烹

53

9

5

2

2

礁

（2）

1，　k6

1

3⑪　38

計

4魂

36

9

27

4

8

38

（7）

93

259

理学部創設以来の化学科の卒業生の卒業時における就職状況は別表のご

とくである。順位は，民間会祉，教員，進学の順になっているが，教員や

公務員を希望してもなれないことがあるので，希墾の実状とは必ずしも一

敷していない、，大学疏志鯉は漸増の傾尚にあると言える，，

　　　　　　　　　　　　　　　　化学科

進

学

大　学　院
専　攻　科　等

45

3

46　47

2 2

48

5

49

8

2

5⑪

7

5

51

5

δ

＄2

6

蒐

瞬計

6

k

44

無
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教
　員

小・中　　学　　校

高　　等　　学　　校 4 魂 5

13 1驚 窃5 1黛 23 4驚 15

3⑪

大　学・研　究　所　等 1 魂

｝牛

5 黛 15

公務員・公社・公団等 3 1 3 3 填 2 1 驚 墨 23

会　　投　　関　　係

吟幽榛内数で灘ン臼
13 1馨 12 6 1⑪ 5 9 呂 11 9⑪

そ　　　　の　　　　他 1 5 3 5 2 5 3 9 8 41

合　　　　　　　　計 2魂 28 ％ 2魂 33 37 27 36 38 露72

　　iv）生物学科

生物学科卒業生の就職状況は次表のとおりである．進路瀦にみて進学者

が最も多く，次いで高等学校教員が多い。進学看中で大学及び研究所に就

職して研究看としての道を進んでいる卒業生が翼立つ．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生物学科

進

学

教

員

大　学　院
専攻耕等
小・中　学　校

高等学校
大学・研究所等

公務員・公社・公団等

45

2

3

1

46

壌

魂

1

2

47

2

1

3

48

3

1

5

1
飼
s

1

49

壌

2

2

5

5⑪

4

4

2

2

21

51

2

3

2

2

it

1

52

3

8

1

1

1

53

7

縫

2

2

2

2

計

31

2x

11

27

9

6

会社関係1，1N1口1紐31　9
313
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〔≦麟騰で魂轟〕

そ の 他314 8

合 計1⑪ P6iX6

7…5
18　×8　17

4

16

3151

1∵7

　　　　　

1
42｝

mpl

　　③　1司　窓　金

　理学部には嗣窓会が結成されておらず，学科又は卒業年次別の連絡が私

的に一部で行われていた．茨城大学翻立30周年を詑念として，文理学部理

学科及び理学部卒業生をメンバーとする同窓会設立の準備が始められた、、

第6節施設・設備

1　建 物

　昭和24年文理学部羅足当時は，照陸軍の兵禽を改造した木造校含に各教

室は分激していた，，時がたつにつれて，火気を使用する理科系の実験室を

とりあえず不燃性の建物に移すことが考慮され，現在の理学部A棟の北隅

から鉄篇の建物が建ち始めた．その後，小闇切れに増築され，A棟が完成

するまでに数年が経過した．次いでB棟ができ，C棟が完成して初めて理

学科の各教室が集合して一続きの建物で研究できるようになった．昭和27

年から昭和39年までの12年闘をかけて造られた鉄筋コンクリート3階建

（薦積6，155㎡）の建物は，賑和42年理学部発足と同時に理学部に引き継が

れた。

　理学部の発足によって，学生定員が文理学部理学科1学年40名から125

名と3儲以上に膨れ上がったため，年次進行で現在のD棟，E棟，　F棟が

昭和44年度に増築された．D棟は講義室と一部実験窯に，　E棟は研究室と

事務窯（管理室を含む），F棟は特殊実験室になっており，　D棟は鉄筋＝ン

クリート2階建，E棟は問4階建，　F棟は聞1階建で，増築分の床面積は

2，　955m2である。

　昭和53年に地球科学科が蘭設され，昭和54年大学院修士課程が薪設され

3M



第4章理学部

たため，新たにG棟が増築され

た（昭和54年）。この建物は，鉄

筋コンクリート4階建で床面積

は3，622．88m2である。以上の

ような経過を経て，現在の理学

部の内容及び形態が整ったので

ある。

　附属臨湖実験所については後

述するが，建物の点だけ述べる

と，文理学部時代に澗沼の湖畔

に敷地面積694m2，建物119m2

が建てられていたが，昭和47年

北浦湖畔に敷地1，142．4　m2，建

物168m2が建てられた。昭和48

年更に土地9，960m2を得て，昭

和51年には鉄筋コンクリート2

階建，床面積630m2の本館が完

成して現在に至っている。

化学測定室

NMR実験室

2　設 備

　文理学部理学科時代より研究及び学生実験設備の充実について永年の努

力が払われ，各科ともそれぞれ特徴ある設備を保持している。数学科では

コンピュータ及び計測測量関係が整っており，物理学科では精密測定，工

作機械・エレクト・ニクス・物性に関する諸設備があり，特に学生実験室

の整備は目を見張るものがある。化学科にはポーラ・グラフその他の小型

分析機器から自記分光光度計，ラピッドスキャン分光光度計，ジャィアン

トパルスルビーレーザー，CHNアナライザー，電子スピン共鳴装置，核

磁気共鳴装置などの大型機器に至る一連の装置がある。生物学科には温度

調節可能な動物飼育室，植物飼育室，微生物培養室，自動気象観測装置を
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難　部局史〔1〕一各学部史

そなえた実験圃場，二波長分光光度計，資料用超遠心機，赤外線ガス分析

機，C・N自動分析機，ガスクecマトグラフィー，無菌空謁室，低温室，

極低温室などがある．

　地球科学科には講工設備，磁力選刷装置，岩石力学的試験機，雀種選鉱

試験機，分光分析器，各種顕微鏡，X線回析装麗，堆積物処理装置などが

整っている．なお，新設の各種特殊実験室には，核磁気共鳴装置，ラジオ

アイソトープ蘭係設備，低温実験室関係設備が集中的に設置されている．

その地，共岡潤用の電子顕微鏡，電子計算機，ガラス細工闘係の諸設鮪が

理学部敷地内に完備されている。

3学部峯算
　学部予算の推移については，校費及び族費の配当額以外に特濁設備費，

維持費，新設費，事項指定費など多妓にわたって，実際を把握することは

困難である。そのために，ここでは校費及び旅費の配当額の推移を述べ

て，学部発展の目安とすることにした．

年度

42

爆3

嘱

45

妬

墨7

塩8

紛

50

5烹

52

53

校 費 旅 費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

学部配当額 灘籍1鞭当耀編
　千円
22，720

驚3β卯

28，⑪礁⑪

33，561

2も292

3⑪，718

33β09

36，699

42，229

50，133

72，906

　千円
7，522

20，⑪32

23，287

27，5114

欝濃74

1創5⑪1

黛島593

23，⑪59

26，6⑪7

30，743

57，⑪14

　千円
　373

　6劔

　569

　邸欝

1，⑪⑪3

ma　，1⑪1

1β％

L難u
lβ7欝

ll　，928

2護⑪o

　千円
　255

　37⑪

　43⑪

　6襲6

　憾魂

　7鋭

　％⑰

工，憩0

1β21

1，357

L3襲⑪

備 考1

64β87 46，U9 2β31

　　　生態学増

　　　闘体地球科学増

　　　特別設備　2⑪，⑪00

　　　アイソトープ施設
x，59⑪、費

　　1地球科学科新設費

3Z6
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（1）沿 革

第7節附属施設

1　臨湖実験所

　汽水湖として注目されていた澗沼に関する研究は以前から行われてきた

が，昭和24年茨城大学発足当時，民家を借りて澗沼研究室が作られた。昭

和31年茨城町親沢に木造平屋の澗沼臨湖実験所が建てられ，昭和42年茨城

大学理学部附属として官制化された。更にこの実験所の発展的拡充として

霞ケ浦進出が計画され，昭和45年北浦南西部の潮来町大生湖岸に168m2の

鉄骨ブ・ック平屋が建築され，後に近隣の国有地9，960m2を得て，昭和51

年6月に鉄筋コンクリート2階建630m2の本館が建築され，現在に至って

いる。

　　（2）施設・設備

　i）　敷地9，960m2。　ii）

本館鉄筋コンクリート2階建

630m2，研究室・各種実験室・

学生実験室・管理室・20名程度の

宿泊室。iii）　分室：鉄骨ブロ

ック平屋建168m2・湖岸実験

室・採集器材室。iv）調査船

木造動力船「わかさぎ」　8．4

m　ディーゼルエンジン10馬

力。木造和船（Limne）5．4m

mysis）5．8m

速水質分析測定器，

v）　生態実験地

　　（3）利用方法

　　　　　　　手漕

船外機26馬力。器材：

　　トランシーバー，各種顕微鏡及び撮影装置，その他。

　：構内敷地4，500m2を自然状態で活用している。

　　　　附属臨湖実験所

船外機6馬力。FRPボート（Neo一

各種湖沼調査機具，音響測深機，迅

　使用希望者は目的，月日，人員などを記入して所長あてに願い出て許可

を受ける。実験所使用に関しては別に定めてある。
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2　放射性同位元素実験室

　　　　RI実験室
性同位元素委員会が置かれ，同年10月RIの使用が開始された。更に昭和

48年に茨城大学理学部放射性同位元素実験室規則が制定され，茨城大学理

学部放射性同位元素実験室運営委員会が置かれ現在に至っている。本実験

室は水戸地区キャンパスでは唯一のRI施設であるので，理学部のほか，

教育学部，教養部などの他の部局からも利用されている。主な放射能測定

機器として，ア・カの2π型ガスフ・一カウンター，パッカード社の3380

型オンラインコンピュータ付き液体シンチレーシ。ンスペクト・メーター

が設備された。安全管理のための測定機器としては，GMサーべ一メータ

ー
，レントゲンメーター，トリチウムモニターが購入され安全性の面で充

実されてきている。一方RI作業室については，小型フード，フードの増

設などがなされ，また廃棄物用の組立物置の設置などにより，RI取扱い

の安全性を高め，小さいながら機能を充分に果たすように工夫がされてい

る。

　放射性同位元素実験室は，昭和45年理

学部新校舎造営工事に伴なって，特殊実

験棟の一隅に新設された。建物面積は，

前室，RI測定室，　RI作業室（汚染検

査室，廃棄物保管庫，核種保管庫を含む。）合

わせて56m2であり，このほかに屋外に

は排水設備，屋上には排気設備がある。

昭和45年7月科学技術庁より14種の核種

についてのトレーサー使用の申請が承認

された。直ちに茨城大学理学部放射線障

害予防規則と茨城大学理学部放射線障害

予防に関する実施細則が制定され，理学

部長を委員長とする茨城大学理学部放射
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第5章工学部

第1節　工学部の開設及び発展

1　開設の経緯

　　紛　母体としての多賀工業専門学校

　多賀工業専門学校は，昭湘14年（1939）5月22日に多賀高等工業学校と

して設立され，周16年4月に助潤高等女学校（現ff立二高）に間借りの仮

校舎から現在地に移転した。剛9年に多賀工業専門学校と改称され，大学

開設後は茨城大学多賀工業専門学校として継続され，昭和26年3月に，第

10回の最終卒業生を送り出して幕を朗じた．

　翻立以来の卒業生総数は3，135名に及んだ．日中戦象の最中に工業生産

増強の一翼を麺うべく，室蘭，盛岡，大阪，宇部，薪居浜，久留米の各高

等工業学校と岡時に設立されたが，太平洋戦争，終戦を経て学制改革に黛

る十余年間の道程は，平たんなものではなかった、，特に昭和20年7月17

日，米軍の艦砲劔撃は官舎及び寮を薩撃し，早川當正校長一家，寮生13名

と職員1名が死亡，負蕩43名に及ぶ惨事は忘れ難く，殉難碑（寮敷地内）に

灘み承く後世に徴えるところである、しかし校舎及び寮（一部被壊）は戦災

を免れて工学部に引き纏がれた．

　多賀高等工業学校は，機械・原動機械・精密機械・金属工業・電気の5

科で発足したが，その後電気通僑科の増設，機械・精密・電気科の入学定

員の増加，船用機関科及び附設工業教員養成所の増設などで，昭和20年度

の在学生はL80G名に及ぶほどとなった、しかし戦後の翼21年度からの入

学定員は36⑪名に潮滅された、，

　　〈2）大学昇格運勤

　大学昇格還動は橋本宇一校長（昭和2⑪年8　fi　－22年6月）時代に始まり，

同22年3月には日立市長を会長とするr多賀工業専門学校昇格期成岡盟
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会」が結成され，崔学生もアルバイトなどで得た18万需を学校測に擬供す

るなど協力を措しまなかった、しかし機を同じくして校長の学校選蛍に対

する批覇などから学生を巻き込んだ学校騒動ともいうべき最悪の事態にな

った。岡22年6月に都崎雅之助校長が着任し，慕態は急速に鎮静化すると

ともに昇格運動についても従来の行き過ぎが蓬蕉され，地道な行政的，事

務的な準備段階に入った．このようにして準備万端を整え，工学部翻設の

轟を迎えることができた、

2　発 農

　昭和24年5月31日茨城大学が誕生し，工学部は文理学部，教育学部とと

もに発足し，都崎雅之助が初代工学部長：に任命された．学科及び1学年の

建員は，機械工学科50名，原動工学科50名，電気工学科60名，金属工学科

40名であった。初年度の入学者は158名で，その内訳は薪魏高校卒が57

名，旧剃の中学校，工専の1年次修了者が101名で，うち多賀工専からの

進学老は80名に及び，更に25年度には多賀工専卒の8名が2年次に編入さ

れた．

　昭和24年度の本学部の教授は学部長を含めて13名であったが，教養課程

の授業挺当者を含んでおり工学闘係の教授は7名に過ぎなかった。26年ご

ろから教授，助教授，助手の糠容が整うようになり，28年3月に第1圃卒

業生を送り出した．この年は賑鯛大学最後の卒業と重なるため就職が心配

されたが，産業界の復興と教職員の努力が実って杷憂に終わった．またこ

のころから入学志願者も増煎し始め，出身地も県内に限らず全国的にな

り，岡33年には6倍強の競争率に達した。

　昭湘30年には地元の要璽もあり，勤労青年の向学心にこたえるため，修

業年限3年の茨城大学工業短期大学部が併設された．

　岡31年に工業㍍学科40名が増設され，原勲ユニ学科は機械工学科に合併さ

れ，機械工学科の入学定員は60名に改められた．

　昭和33年12月，都崎工学部長は茨城大学長に就任し，岡34年真野克己教

授が工学部長となり，圃年精密工学科40名が増設された。またこの年は大

学翻立10周年に当た　za　窪工学部・学囲二十年史』（工専時代を含む〉が聚
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　　　　　　　　　　　　　　工学部全景

行された。38年兼先豊二郎教授が工学部長となり，39年徳江徳工学部長の

ときに電子工学科40名が増設され，電気工学科の入学定員は60名から40名

になった。41年には機械工学第二学科40・名が増設され，機械工学科60名と

合わせて同一のカリキュラムにより教育している。43年4月千早正工学部

長の就任と同時に，大学院工学研究科（修士課程）が設置され，昭和33年

以来の工学専攻科は廃止された。このころからいわゆる学園紛争は最盛期

に達し，日夜対応に追われる日々が続いたが，校舎の封鎖や不法行為など

は全くなかった。45年4刀黒木剛司郎教授が工学部長事務取扱，46年9月

に工学部長となり，47年には情報工学科40名が増設され，開学当初の4学

科は倍増されて8学科になった。学科増設による新築や木造建屋の改築な

どで，校舎のほとんどが鉄筋コンクリートになり，木造は学生部室などご

く一部を残すだけとなった。

　各学科の実験研究室及び施設の竣工順序は第3節の表4に示すとおりで

ある。また特殊設備としては多目的風洞装置，電子顕微鏡，教育用電子計

算機・X線マイク・アナライザー等があり，教育研究に有効に利用されて
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いる。

3　将来計画

　工学部は後方に阿武隈山地の緑の山々を背負い，前方には洋々たる太単

洋を鯉み，恵まれた自然環境の中にあり，その周辺には日立製作断の工雛

群，繋本原子力研劣所や核激含碑究断健設中）があり，工学を学ぶ上で

穀会的環境も極めてよい地に鍛かれている．本学部は，このような自然及

び穀会境環に恵窪れた日立地区に深く根を下ろして，規模の拡大並びに質

の向上を目指して将来計画を進めている．

　本学部において従来より立ち遅れてきた部門の拡充を図るため，目下，

建設工学科の開設の準備を着々と整えつつある．この学科は，構造工学，

水理環境学，土質及び材料工学，交通工学の4講酪で編成される予驚で，

その開設は濁係各方弼から大きな期侍が寄せられている．建設工学科に引

き続いて材料工学科，エネルギー工学科，更にシステム工学科等の増設も

検討している。

　我が岡工業技術のレベルを更に高度化し，工業立岡の永続を望むには，

有能な技術者を数多く養成することも大勢であるが，質的により高度の研

究蘭発龍力を備えた入材の育成もまた欠かすことができない．それには博

士課程の設置が望まれる．本学部では，親在騨東地区の勉の6国立大学と

ともに連合して博士課穫を設躍すべく連合大学院博士課程の繊想を練って

いる段階である。逮合大学院では，輻広い分野に対応できる能力と高度の

研究能力を有する博士の養成を目的としており，大学や研突所ばかりでは

なく広範囲の企業にも期待される入材の育成を目指している．連合大学院

の原案は，物性工学，材料工学，応用牝学，Xネルギー工学，生産技衛工

学，梼報システム工学，電子システム工学及び自然歓会工学の8專攻に配

鐙される大講整群から構成される形をとっている．本学部からは，材料工

学，エネルギー工学，生産技術工学及び椿報システム工学の4專攻へ6大

講座の形で参加する予定である．工学部の質的向上という観点から早急な

博士課程の実現が望まれる、
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第2節　管理運営の概要

1　教授会及び諸委員会

　昭和24年の開学以来，教授会は教授のみによって講成され，ほかに学生

主事を長とする補導委員会が設けられ，学生，教務閣係の事項の審議と学

生の補導に当たってきたが，昭彩43，44年の学生逮動の高まりによって，

大学の管理運営機構の抜本的改革の必要が痛感されるに至った。44年夏に

は，教授，助教授，講師，助手の各屡で改革案が議論されたが，9月から

それらが工学部教授会講成準備会に統一され，45年2月まで約20羅に及ぶ

審議が重ねられ，2月末から教授会準備委員会に切り換えられた．3月W

βの教授会において，教授会規則改正案が提示され，原案どおり決定され

た．同年4月6日の薪教授会（助教授，講師及び助手を含む）において学

生及び教務の各委員会，引き続き，4月15日に予算委員会，4月22日に機

携改革委員会の設遣が決定された．以上のように上記各委員会は，昭和45

年度に発足して現産に至っている，，なお機構改革委員会は工学部の管理運

営機構等に関する事項について調査及び審議するものである。

　　　　　　　　　　　茨城大学工学部教授会規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭緬棚’是）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（舗

　（趣旨）

第ユ条

　所掌事項及び運営等について定めるe

　（構成）

第2条教授会は専任の教授をもって携成する．

2

　（所掌事項）

第3条教授会は，次に掲げる事項を審議する、、

　ω　学科及び講摩に関する事項

　②　教育課程の編成に関する事項

　（3＞学生の入退学及び卒業の認定に関する事項

　ω　学生団体，学生活動及び学生生活に関する事項

この規則は，茨城大学工学部教授会（以下「教授会」という。）の組織，

教授会は，専任の助教授，講師及び助手を加えることができる．
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　㈲　授業及び試験等に関する事項

　⑥　諸規購の髄定及び改廃に関する慕項

　（7＞学生の賞罰に関する事項

　㈹研究に関する事項

　⑨　教員の人事に関する事項

　⑯　学部長候補者の選雌に関する事項

　OO予算に関する事項

　ee）その他重要な事項

　（議蔓）

第4条　学部長は教授会を擢集し，その議長となる．

2　学部長に事故があるときは，あらかじめ学部長が指名する者が議長の職務を

　行う．

　（会議の招集）

第5条　教授会は，毎月1回開くものとする，、但し，必要がある場合は臨時に会

　議を開くことができる．

　（議決）

第6条教授会は，構成員の5分の3以上の出席がなけれぱ会議を開き議決する

　ことができない．

2　議事は，出席者の過半数をもって決し，可否同数の時は議長の決するところ

　による。但し，第3条第9号の議決については出席者3分の2以上の賛成を必

　要とする．

　（委員会の設麗）

第7条教授会は専門の事項について必要があるときは委員会を置くことができ

　る．

2　前項の委員会の組織及び運営については激授会の議を経て学部長が定める．

　（庶務）

第8条　教授会の庶務は事務部において処理する．

　（雑則）

第9条　この規財に定めるもののほか教授会の運営に関して必要な事項は別に定

　める。

　（改正）

第ro条　この規則の改正は，教授会の議決による．

　　　附　則

1　この規則は，昭和45年4月1日から施行する．

2　茨城大学工学部教授会規則（昭和25年曝月1磯凝定）は，廃止する．

　　　附　則

　この規則は，昭和45年9月16　ffから施行する．
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2　事務機樹

　薪湖大学の発規に伴い，薪しく大学に本部が設置され，そのため多賀工

専からも7名の職貴が配躍換になった．また工専時代の部課長制が改めら

れ，事務長鋼となり，5係（図書館工学部分館を含む）で発足した。初代箏

務長には文部憲調査局から本闘保三が発金（24．8。31付）された．事務職員

は77名で，教室系職員X8名であった。その後昭和31年に工業化学科，34年

に精密工学科が増設され，施設並びに霞有財産に蘭する事務処理等の増加

に対応するため，従来の会計係を分離して薪たに管理係が設麗（38．1L16付）

され，事務分掌も㎎確になった。一方43年度から第1次定員肖鍼の行政掛

綴が3か年にわたり行われ，工学部としても初年度3名，2年度3名，3

年度2名計8名が罰当てられた。この定員趨減は更に第2次，第3次，簗

4次と引き続き行われ，第4次最終年度の54年度までの肖賊数は24名であ

る．また52年度には木造寄宿舎から鉄筋造りの学生寮に変わるに際し，4

名の炊婦（夫）職員を管理要員（i名）及び会計係用務員にそれぞれ配置

換を行った。なお53年4月には会計係を経理係及び用度係に分調した。主

な年度の事務紐織は表1のとおりである。

o昭和24．8現在

表1　事務組織（年代別）

1蘇搬

幽、

係　名

一庶務係

一会計係

一教務係

一学生係

一図書係

学科等

事務　　技術　その他　　　　　　　　　　　計職員　　職員　職　員

8

8

5

5

壌

4

5

18

2

13

4

1⑪

25

騒

14

魂

18
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O昭和34．4現在

1教授会1

工学部 　事務部
　　（事務長1）

　学科等

一庶務係

一会計係

一教務係

一学生係

一図書係

学科等

4

8

5

5

3

3

5

x＄

2

u

4

6

22

5

1爆

3

x8

㊦昭和44．4現在

1教授会1

工学部 事務部

一庶務係

一会計係

一管理係

（事務長1事務長補佐1）灘

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

　　　　　　　一図書係

学科等 学科等

7

23

2

嬬

4

4

驚

難

4

2

32

2

9

毒

5

9

24

11

4

13

6

3慧

㊦昭和54．4現在

1教授会1

　工学部　　　事務部
（事務長1事務長補佐1）

学科等

一庶務係

一経理係

一用度係

一管理係

一教務係

一学生係

一図書係

学科等

7

6

6

2

4

4

4

1

2

4

2

1

37

2

9

4

9

6

17

三⑪

護

6

ξ5

38
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第3節　予算及び施設の概要

1予算関係
　歳入歳出の経理は，昭和24年工業専門学校から薪鵜大学への勢換に痒

い，「財政法等の敬正および職立学校設麗法ならびに文部省設置法旛行に

伴う会計官吏の任免および会計事務の取扱方」（昭和24年6月2媚付発会第

56号通牒）により，大学の事務局で総括的に取扱うことになった．これに

よって工業専門学校長の歳入徴収官及び支出宮が廃止され，新たに工学部

分任収入官吏及び工学部資金前渡官吏が設鐙され現在に至っている。24年

度以降の歳出予算額及び授業料収納額の推移は表2，表3のとおりである

が，特に30年代に入ってからは，学科新設・実験施設その他の増設があ

り，教職員学生数も増加するなど積算基準の改訂並びに特溺事墳経費の予

算牝，更に諸物緬の高騰等とあいまって歳出予算猛も年々増大した．その

ため歳出予算額を当初と比較すれば，24年度の1，462万円に紺し35年度は

5．3倍の7，792万円，45年度は29倍の41，938万円，53年度に至っては実に73

借の1⑪7，　X16万円の金額となっている．一方授業料の収納額についても，

24年度の38万円に対し，53年度は実に267倍の1⑪，215万円の金額となって

いる、、このように予算も増大し，予舞配分の適正化を図るため，45年度よ

り予算委員会を発足させて審議検討するようになり現在に至っている，、

2施設関係

　工業教育の環境として貯条件に恵まれている工学部は，薪制大学発足後

薪しい時代の変化とともに教育・研究の充実発展を図ってきた．そのため

校舎等についても，木造建物から徐々に鉄筋建物に教築新蛍して整備する

に至った．特に昭和3⑪年後半から本格的に旛工が行われ，現崔では一部の

老朽建物を残すのみで改築はほぼ完了に近い．今後更に，図書餓工学部分

館，サークル部室，環境等の整備壷びに学科親設等の実理に努力している。

　34年度以降の主な施設整備工事は表4に，土地及び建物の面積は表5に

示すとおりである、、
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’

・∴磁論疇

正 門

表4　施設の整備

年次瞬馴工 事 名 称隣造醸（㎡）
34
ノノ

35

40

41

〃

42

43
ノノ

〃

〃

〃

〃

44
〃

45
〃

46

47

48
〃

34．12
35．　3

36．　2

41．　3

41．12
42．　3

43．　2

43．10
44．

　〃

　〃

　〃

　〃
45．

　〃

45．12
46．　3

47．　3

48．　3

48．　8

48．10

附属図書館工学部分館新営

工業化学科実験研究室〃
　　　　ノノ　　　　　　　　　　　　ノノ

電子工学科　　　　　　〃

電子計算機室　　　　　〃

機械工学科実験研究室〃

　表面処理研究室

　実習工場　〃
3

　機械工学科
　機械工学科別棟
　機械力学実験室
　ボイラー室
3　共通講義棟

〃

ノノ

金属工学科実験研究室〃
〃

ノノ

ノノ

〃

〃

電気工学科実験研究室〃
管理棟および共通学科棟〃

多目的風洞実験室

精密工学科実験研究室

電子顕微鏡室

体　育　館

情報工学科実験研究室

ノノ

〃

〃

〃

〃

RCl
RC　3
RC　3

RC4
RCl
RC4
RCl
S　　l

RC　4

RC4
RCl
RCl
RCl
RC4
RC4
RC　4

RCl
RC4
RCl
S　　l

RC　4

　421
1，001

1，025

2，077

　135
2，032

　160

　715
1，827

1，128

　600

　270

　140
2，713

1，824

2，038

　168
1，770

　115

　810
1，844

50 50．　5 多賀工業会館　　　　〃　※ RC　1 176
51 52．　3 学生食堂　　　　　〃 RC　1 890
〃 52．　5 工学部学生寮　　　　〃 RC　4 3，256

53 54．　3 構内基幹整備（屋外排水） 1式

※印　同窓会より寄付受入
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a＞ゴx

表5　土地及び建物の面積（昭和54年5月現在）

地

撫敷地陣醐学生寮宿

（単位婁㎡）

舎 計

＄創磯　28・4k⑪ 28，55⑪ X3，X56　　　驚Pゐ瓢

〈2＞建　物

一　　般　　校　　舎 体　育

教郵餐熱繋響駆設
学生寮

宿 舎
　　　　　　　計
麺て｛木灘

第4節　学部及び大学院の整備充実

1　機櫨工学科及び機械工学箪二学科

　機械工学科は新制大学創設に際し，多賀工専時代の機械科と精密機械科

が合体して発足した．また工専時代の原動機械科と舶用機関科を合体して

原動工学科が周時に発足し，共に機械系学科として相携えて教育研究に当

たってきた。

　昭和20年代の末頃，工業化学科を新設して機械，電気，金属，化学の釣

合いのとれた工学部にしたいという希望と，一方では類似の機械工学科と

原動工学科の2学科を併置するよりは，これを一体化して薪しく機械工学

科として発足する方が合理的であるという考え方とが重なって，拡充のた

めの学科増設が企てられた．これらは文部省の承認するところとなり，30

年をもって原動工学科の学生募集を打ち切り，31年度新しく機械工学科と

して学生定員60名で，内部的に5講座（機械製作学，応用力学，生産工学，

熱機関単水力学）をもって再発足した．そのためには，従来の2学科8講

座を圧縮せざるをえなくなり，機械工学科では精密工学と応朋力学の両講

座，原動工学科では撚及び蒸気原動機学」と「内燃機関及び実験学」の

両講座，「水力学及び水力機械学」とr麟用機関学」の両講座と3組の合

併措置が行われた．この時点における教官組織は次のとおりであった．

　1　機械製作学　　眞野教授，岡田助教授，鈴木（正）助手

　2　応用力学　　西野教授，黒木助教授，小室助手，松嶋助手
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3　生産工学

4　熱機関学

5　水　力　学

第5章工学部
都崎教授，吉谷助教授，江澤助手，大内助手

井原教授，徳江教授，高幣助教授，穏田甥教授，春ff　tw手，

堀助手，窪田助手

原田教授，和田助教捜

　朝鮮戦争後の高度経済成侵期に高級技術者の不足に対し，文部省は理工

系学生の増員計画を策定した。これに対応して本学部でも精密工学科，電

子工学科の発足をみたが，引き続き41年度には4講座（機械力学，機械設計

学，熱工学，生産技術工学）よりなる機城工学第二学科（学生定員菊名）の薪

設をみた。従来の機械工学5講座とこの4講座が合捧して9講座の大機械

工学科を目摺したものであって，名目上は2学科の形式をとっているが，

実質上は全く一体のものとして運営され，現在に至っている。

　本学科には，基礎として材料力学，機械力学，流体力学及び熱力学があ

り，応用置の主要なものとして＝ネルギーに関連する熱機関，流体機械に

闘する科翼，経済的に生産を行うために機械製作，生産管理及び生巌技術

などの授業科目が設けられている。また設講製図，機械実験，工作実習な

どの実鼓的な面も重規する教育を行うと嗣時にゼミナール，実験及び卒業

研究などでは，できるだけ少入数に総み分けして教官と学生との接触を図

っている。

　卒業生の就職先は，一般機械，電気機器，輸送機械などが多く，そのほ

か電子，化学，薬品，食晶，金属工業や建設業，商社及び閣公立の機関な

ど癒めて鷹い分野にわたっている。

　42年から44年にかけて機械工学9講座の研究室，実験室，視聴覚教室，

会議蜜など合計3，鎌2艶慧の鉄筋＝ソクリート建歴が竣工し，木造より移転

した。

　次に各講塵の概要について示す。

　　　　　　　　当初担当の西野吉次教授の早稲田大学転出後，黒木剛司
　応用力学講歴
　　　　　　　　郎教授を申心に硬さ試験の材料力学的解析，鉄鋼材料の

疲れ特性，混合組織鋼の強度特性などの研究が大森富次鄭助手（現生産技

衛工学講座動教授），友田賜助手によって行われている、松鴫仁助教授は潴

速度濁定，歪濁定周変換器など一連の研究のほか，接着遡により接合され
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た機械部品の強度に関する研究を進めている。小蜜成功講師は38年に短期

大学部に転出した、

　　　　　　　　　醐田政美助教授が精密工学科に異勲し，その後翼野克
　機械製雑学講座
　　　　　　　　　已教授が39年亙月茨城コニ業高等専門学校長として転出

し，しばらく教授が欠員であったが，51年に規船和儀教授が藩任し，局教

授並びに大島郁也助手はマイク糠蜘工，超精密都工，バーリング工学，生

産自動化及び機械燦工面からのxキソ電子放射の研究などを鶯っている，，

鈴木正光助教授は切劇撫工を中心に炭素材の切溺，Zzz－A1超塑性合金の

被潮性などの研究を行っている，，小島勤助手は39年教袴学部に転出した．

　　　　　　　　井原敏男教授39年3月，徳江徳教授43年3月惇年退官，
　熱機蘭挙講座
　　　　　　　　槌田昭助教授の成繋大学への転出，高幣誓夫教捜の精密

工学科への異動，窪田障二助手の福島高専への職出があり，薪しく澤羅弘

薮授が着任した．同教授は堀昭三助手とともに内燃機関の動特牲研尭を中

心に，排ガス講策技術及びメタノール機関の研究を行っている。春日光誰

助教授は蒸気エゼクターの蘇究を特った．同助教授の短期大学部転出後

梶谷修一講師が着任し，内燃機関の薪燃料に関する研究を行っている，，

　　　　　　　　水力学，流体力学講座などの講座名変更を経て，本講座
　流体工学講座
　　　　　　　　名となった．32年漂田幸夫教授の防衛大学校への転出

後，和田寛雄助教授が撫当，中山淳～助手が着任したが，瀦田助教授の東

海大学への転出後，吹田年講麟（現教授）が着任した。またその後中山勘

手が綴島高専へ獣出し，翅又正昭助手が着任した。吹田，灘又両教官はギ

ブソン量水法に関する研究を行った、その後両教官は新設の熱工学講廃へ

移り，山崎卓爾教授，続いて平野敏右講師（後助教授），鈴木鐸士助手が

着柾した．山崎教授はキャビテーシ蟹ン並びに流量灘定に関する蘇究を，

平野助教授は弱電離気体巾のイオン電流について研究を特った．山崎教授

の停年退官，平野跡教授の東京火学転出があり，再び吹田，燐又両教官が

当講癌に戻り，また茄藤栄二講師が着任した。管路の露定常闘題，擬塑性

溌体の痴れ，物鉢のまわりの流れなどの研究を行っている．

　　　　　　　　都綺雅之助教授が39年12月茨城大学長に就任し，露谷龍
　生産工学講座
　　　　　　　　一助教授が畢稲田大学に転患するのと前後して殿木義三
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助教授（現教授）が着蕪し，続いて田串博一講締（現助教授）が着任した．

殿木教授は機械工業の立地特性研究に終始し，現在藤本義治助手とともに

集積困子についての研究を行っている．田中助教授は機械切醜の経済性，

接着鶏で接合した材料の切肖雛性並びに環境工学などの研究を行っている．

大内弘助手は精密工学科へ異動し，その後森作常生，山田秀夫，野尻秀之

助手が数年ずつ在籍した。

　　　　　　　　機械工学第二学科の薪設と同時に出漂清教授が着紐し，
　機械力学講座
　　　　　　　　軸受油膜の動特性，圃転体の運動，流捧の振動現象の解

析などの研究を永井文秀助手とともに行っている．その後醐田養二講師

（現助教授）が着任し，自勲翻御を応用した各種ダンパー，切肖伽工時の

寸法精度並びに振動防出などの研甕を行っている．

　　　　　　　　　薪設に伴い，佐藤千之助教授，今柑好男助手が着任
　機械設講学講塵
　　　　　　　　　し，原子炉材，特に鉄鋼材の硬さによる脆性遷移の検

出，黒鉛の高温強度並びにメッキ法による機械要素の動的応力の測定など

に闘する研二究を行っている。

　　　　　　　薪設に際して流体工学講座の吹田教授及び灘又助手が当講
　熱工学講歴
　　　　　　　座に移行し，また花輪轟一助教授が当講座に移行した．そ

の後吹田，灘又両教官が流体工学講座に環ると同時に流体工学講座から鈴

木（鐸）助手が移行し，その後神永文人講師が着任した。花輪助教授は鈴

木（鐸）助手とともに水素気泡による流れ可縄化の研究，非定常対流熱伝

達に蘭する研究を行い，硯姦配流逆遷移の熱藪達について，乱流モデルに

よる理論計算及びデー一タra理法を応用して，乱れ諸量の灘定法を研究して

いる。神永講師は軽水炉の再冠水現象，減圧沸騰に闘する実験並びに理論

研究と二相流の圧力損失に関する研究を行っている．

　　　　　　　　　　薪設に伴い澤田孚夫講締（後助教授）が着任し，高
　生産技衛工学講座
　　　　　　　　　　分子材料及び超塑性材料の変形挙動を研究した．つ

いで柴田孝夫教授，本橋嘉儒助手が着耗し，超塑性材料の変形蒋性，表面

処理とその応用について研究している．澤田助教授が東京農工大学に転出

後，大森助教授が機械設計学講座から当講座に移行し，蒋殊鋼の撫工処理

などの研究を行っている。
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　43年度には大学院修士諜程が設置され，まず機械工学5講座が修士講座

となり，各講塵建貴2名の大学銑生の募集を蘭始した．第二学科の完成

（ca年度）をまって引き競き4講座が修士講座となった．53年度までに大学

院受験者171名（うち他大学よりmek），合格者xx　3名，入学者XOO名で，84

名の修了者を送り出した．

　本学科所属の工学部共問利用施設として，多目的風澗及び実習工場があ

る。

　　　　　　　長年文部蜜に要求していたが，43年に予算が認められ機
　多農賄嵐澗
　　　　　　　械工学実験劉棟に隣後して，風潟実験室を薪設した。主要

諾元は次のとおりである．型式竃水平吹抜式，吹出しロ：800×800mm正

方形，絞り銘：8．12対1，風速：4．8～47．・7ma／＄，相澱乱れ：X．　O銘以下，

購属設備として3分力風洞天秤，弊定常流発生装置，翼列実験装麗盗一式

がある．

　　　　　　43年にこ〔場（S勲鵬㎡）が薪築完成した．旧木造工場に比
　輿習工場
　　　　　　べて面積が半減したので，相当数の機械や設備を廃棄し，木

型工場も廃止した、、旋盤フライス，研削，仕上，溶接及び鋳造の6職種

からなり，実習収客入員は最大60名である．機械，金属，精麿工学科及び短

期大学部機械工学科の学生の実習を受け持つとともに教官の依頼による研

究装置などの製作を行い，53年度の擁工件数は208件に及んだ．鈴木（正）

助教授が工堤長として工場選鴬及び授業を撞当している，、全騒的な傾向で

あるが，実習指導員は高齢脅が多く，退職した場合，建員翔減に当てられ

て総充ができず，工学部翻立当初の人員8名に麟し，親崔5名であり，入

員不足に悩んでいる．

2　電気工学科

　昭和24年茨城大学が設麗されたときの電気工学科入学定員60名は，他の

3学科より多く，実際に入学した学生数が最も多い学科であった．この定

員は39年電子工学科が分離独立して4⑪名となるまで継続した．

　当初の講座は礎寛上，電気基礎学，電気応薦学，電力工学，通僖工学に

発類され，3⑪年に電気機械学講座が設けられたが，電子工学斜分離の際に
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そこへ通信工学講座を移して再び4講座となった。やがて，43年大学院設

置とともに講座翻となり，電気基礎学，電気材料学，電力工学，電気機械

学の4講座が設けられた．ところが，大学院の講座名は電気墓礎学，電気

材料学は同じであるが，他は電気計測学，電気機器学となっていて不便で

あったので，統一を申請し，44年に電気機械学が電気機器学に，49年に学

部の電力工学及び大学院の電気計灘学はともに「電力及び電気計測学」に

変更された。

　3⑪年間には教官の異動も多く，39年には工学部長の兼先豊二郎教捜が，

47年には多賀高工翻立以来の莞又光央教授と17年に着任の舟本健二助教授

が，また53年には北灘榮教擾がそれぞれ停年退官した。学外への転出者は，

故入となった安宅壱三郎教授，齋藤宮二助教授のほか，油田吉箋助教授，

濱野治人講師，木原登喜夫助教授，中村顯一教授，砦規信也講師，宇野茂

道助教授，安趣義入助手の各教官である．ユニ業短期大学部へ繭麗換になう

た教官には，菊地彌助教授，瀧澤馨教授，有賀浩助教授，大島利彦助手，

閣山正憲助教授がいる。

　研究室，実験室についてみると，多賀工専の電気科と電気通信科を統合

して発足したので，十分ではないが面積設備ともにある程度の域には達

していた。しかし，学生実験等での機器の不足は明らかで，教官研究費を

学生実験用に灘し合って教育の充実を図るのが常であった。電子工学科設

立時に，かなりの設備費が電気工学科の実験窯にも充当され，やりくりに

苦労することなく学生実験ができるようになったのは忘れることができな

い。

　工学部にも次第に薪設学科が増え，それらは次々と鉄筋の薪究棟に移っ

ていったが，電気工学科は最も遅く，45年7月に現往の研究棟に移転し

た。電気の教官の闇には，教育研究は建物が行うのではないという共通的

な認識があって，建設が後回しになることに対する不溝はほとんどなかっ

た。そのころまでには研究費も少しずつ増額され，研究に対する認識と意

欲も高まり，講廃ごとに研究依鯛を確立することが徐々にではあるが達成

され，現在では各講座とも特徴ある研究に取り組み，その成果が注目され

るようになってきた。具体的には，電気基礎学（寺門教授，小林助手）の電
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磁界解析，電気縁料学（長坂教授，竹内助教授，舛井講獅）の材料の表颪物

性並びに導伝特性，電力及び電気計測学（笈川教授，藤井助教授，鶴田助手）

の赦電現象，白色レーザ管の醗発，電気機器学（湧井教授，大口助教授，渡

邊助手）の精密小型圃転機，磁気物性，パワーエレクト・・ニクス等の研究

である、それに伴って，卒業研究も教官の研究と闘連ある高度なものが行

われるようになり，当初は実施されていなかった卒業研究発表会も，42年

農からは中間発表が，49年度からは最終発衷も行われるようにな導・た．

　電子工学科が分離するまでは，4年次の初めに電力専攻（後，電力工学

専攻）と通信専攻（後，電子工学専攻）に分かれる方式がとられていたが，

専門教育課程の細部の変更はしばしば行われ，33年の大幡改正は電子工学

科分離後もしばらくは引き継がれていた．やがて，43年に専門教育課程の

大改訂を行い，A＝一ス（電力＃一ス），Bコース（電気応用諏一ス）の2

＝一ス欄を設け，いずれか一方の単位を修めればよいが，両＝一スをも修

得できるように時闘翻を趨んでいた．その後，50年度以降の入学生を対象

に，学閥の進歩への対応と合理的な教育を目指して改訂が行われ，新しい

授業科目の設概，科目内容の改善，必修単位減と選択単位の増，卒業単位

の大編減が実施され，圃時にA，B鷲一ス翻度は廃止された．本学科の卒

業生は，いずれも電気産業界や官公庁等の編広い分野で活躍している、

　その経過からもわかるように，電子工学科とは密接な関係にあり，学科

課程にも共通部分が多く，今後ますます協認していくことになろう．ま

た，工業短期大学部の電気工学科とは，30年の設立当初から緊密な闘係が

維持され，入事の交流も円滑に行われてきた．非常勤講師その他の面でも

互訪の精神が生かされ，引き続き相拷えて種々の問題に取り総んでいくこ

とになろう．

　電気工学科と関連の深い表薗処理研究室は，附置研究所を持たない工学

部にその設麗をとの願いをこめて，徳江工学部長，長坂教授を申心に計爾

が進められ，その第一歩として43年に表面処理研究室の建物が薪営され

た。しかし，その後の情勢の変化等もあって定貫は付かず，現在はこれを

中心として表面物性計濁実習センターの設立に向けて努力中である．

　大学號電気工学専攻については，43年蘭設後の数年闘は過年度の本学部
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卒業生で入学する看もあったが，総数2，3名程度で，比較的入学生が欠

けなかったのは電気材料学講座であった。5X年ごろから本学部や他大学か

ちの志望者が増加し，ここ数年は定員の8名あるいはそれを超える入学看

が定着し，活発に研究する学生の姿が見られるようになった。これは，大

学院修了生に対する社会的な評価が高まってきたことにもよろうが，本学

電気工学科卒業生に対して48年度から実施した推薦入学制度の影響も見逃

すことはできない．

3　金属工学科

　多賀工専の金属工業科を前身として，幾多の変遷を経て現在に至ってい

る．工專時代の木造建屋の数棟に発散していた研究室は，昭和44年U％勢

6月に薪築の研究棟（RC4，1827㎡）に移転し，諏目を一薪した。今まで

に送り出した卒業生は772名を数え，工専の卒業生を燦えると1，317名に達

する．

　工専時代の教官構成並びに学科課程は金属材料とその撫工に重点を置い

ftものであったが，金属工学科としてその形態が整った段階では，鉄冶金

学，非鉄冶金学，金属燦工学，金属理化学の4講座からなる一般的な講座

編成に教められた、その後講座名の変更は幾度かあったが，金属の製錬か

ら加工に至る金属工学全般にわたって教育・研究を行うという基本方針は

規在も継承されている．しかしながら学問・波術の急速な進歩を考えると

き，このような講座編成が今後とも妥当であるか否かについて早急に検討

する必要があるように思われる，、

　金属工学科発足当時の教官は，岩村霧郎，高橋越二の両教授，木内俊

二，千早正，松田正一，青谷薫の各助教授，本上孝央，小野崎長英，蜜田

信雄，有賀久の各助手であり，26年に大澤真入，森一美の両助教授を迎

え，教官の陳容が整った。27年に有賀劾手が日産自藪庫に転患し，藤村理

入助手を迎えた。28年には木内助教授が資源技術研究所に，29年には歴田

講節が防衛庁技衛研劣所に，31年には藤村動手が東京大学生灌技術研究所

に，33年には松田教授が早稲田大学生産研究所にそれぞれ転患した．また

28年には高橋教授，本上助教授が工業化学科に配置換になった，、一方28年
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に木俣泰清講締と煎藤弘助手，29尊に志賀健一朗助手，32年に蜜田耕平聾

手，33年に出rl秀夫教授を迎えた．34年には志賀助手が勲力炉核燃料事業

國に，青谷助教授と加藤助手が日立製作所にそれぞれ転出し，笠井進一講

師と大内正博助手を迎えた，，35年には大澤助教授がH立化成に転患し，今

林守講締と告澤勲助手を趨えた．またこの年病気療養中の木俣泰清講師が

懸去した，、36年に崇村教授が金属材料技術研究析に籔轟し，37年に大澤茂

樹講師，38年に永末浩猷助教授を迎えた．39年には森教授が名叢麗大学

に，大内助手が原子力研究所に転患し，相馬胤利助教授を迎えた，、40年に

瀾灘清助教授，41年に市柑稔助手を迎え，44年には笠井講締が停年退官し

た．45年には吉澤助手が教育学部に講懸として藪出し，鈴水隆三講師と浦

罷亮一助手を迎えた、、46年には棺馬教授が東京大学へ転出し，47年には見

玉惟孝教授を迎え，山口教授が檸年退官した、49年には千阜教授が茨城工

業高等専門学絞の校長として藤撫し，一色貞文教授と小愉出穿助手を迎え

た．53年には一一th教授が茨城高専の狡長として瓢繊し，鈴木鼎助教授を運

えた．表6に54年5月現在の講座編成を示す．

　　　　　　　　　　　　　　　表　6

講座屑教 測助教測講　師助 手

糎冶金判 陣ノ贈瀧亮…小檜山守
鋤金判賠酵1爆鯉 稲　見　隆

轍冶金判 永末浩猷
鈴木隆三 小野崎長英

金属材料判今林守陣木刷 市　村　稔

　盗教官の主要研究題目は次のとおりである。r金属の腐食防食に関する

理論」關罵助教授，　r金属の強度，薄膜およびイオン窒化の研究」浦屠講

騨，ドVa族金属中の水素に関する研究」小檜出助予，ギ溶釧戸肉の反応

に濁する研甕」晃董教授，秘見助手，　ザ金属衷面と金属錯捧の物牲の研二

究」大澤助教授，　r金属の電解採取に関する研究」鈴木隆罵助教授，　r金

属中の水素に閥する研究」今林教授，市村助手，　r鋼中非金属介在物の熱

力学的研究」鈴木鼎助教授．

　学部としてのカリキ。。ラム改講に蒲えて，学科としてのカリキ轟ラムの
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検討及び改訂の努力は不噺に続けられ，学問・技衛の進歩に即応して随時

薪しい授業科目が閲講された．この十数年来の傾向をみると，授業科目選

択の自出度を増し，かつ授業蒋聞割の過密化を避けるという方針から，必

然的に必修科目は減り，選択科目が増えている。特に50年度の改訂では，

必修科目は卒業研究，実験製図のみとし，他の専門科目を，Al数学

系，B：物理系，Cl物理冶金系，D：化学冶金系，E：材料・撫工系，

F：製錬系に分け，各系について指定された単位数以上を修得させるとい

うグループ甥限定選択欄度が採用された。

　47年度予算（特別設傭費）により大型電子顕微鏡の設置が認められ，問

時に電子顕微鏡の建屋予算も認められた．48年2月に灘速電圧200KVの

電子顕微鏡が，概存の100KV電子顕微鏡とともに，薪築の電子顕徴鏡室

くRC1霊U5㎡）に設置され，学部の共斑利用設備となった．

　工学研究科金属工学専攻は43年に麗設され，親在までの修了者はX9．Xで

ある．調設当初は定貴8名に尉し，1～2名が踊年に入学するという状況

であったが，近年は毎隼5名程度が入学するようになり，規在の在学生は

1年次5名，2年次5名を数え，学部学生の学習雰鱒気に貯ましい影響を

与えている．修了者のうち14名は企業において，5名は公務員（文部教官3

名を含む）として，それぞれ活躍している。

4　工業化学耕

　工業化学科が設麗されたのは昭和31年（1956）4月である。1轡60年代の

経済の高度成長に伴う工学部ブーム以前であり，原動工学科の振替として

設置された事情があり，学科新設設備費は少額（300万円）であった．他

学科の援助もあったが，研究設備の貧困な状態はその後長く続いた．しか

し実験研究室棟には恵まれ，昭和36年にキャンパス北西の高台に実験研究

室棟（RC3：2026㎡）が竣工した．研究室14，学生実験室，準簾室及びド

ラフト室各6，天秤室，暗室，講義室各1などがあったが，その後一部を

事務室，会議室とし，各研究室が手狭になり，昭和48年には学生実験室の

3室を8室の研究窒に改造して今日に蓋っている．

　研甕設備は各種の設備費や教官の科学研究費により年々充実してきた．
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昭和37年にガスク毅マトグラフ装概（GC），40年に赤外分光光度計Q

R），同46年にX線園折装麗，53年に核磁気共鳴装麗が入った。GCは現

在21台使用されている、、IRは46年に更新し，53年度の使用件数は1，300

件である．このほか分尭光度計6台，差動熱量天秤，微壁元素分析装置，

エキソ電子放慰測定装麗及び各種の測定装置や反応装鐙がある．

　親職の教官の研究分野を紹介する。工業分析dk学講座の武井信典教捜と

内藤久仁茂助教授は錯俸形成溶液反応機構，界面活牲剤の溶存状態，気一

固，気一液液体の各種ク瓢マトグラフ法を研究しており，技官1名が醗

躍されている。山本嘉則助手は金属イオン分析用の新キレート化合物合成

を研究している，，無機工業化学講座の麗崎進教授は闘体表面の改質，工業

触媒の調製及び表面物性を研究しており，技官1名が配置されている．葺

瀬義広助教授は固俸表薗のXキソ電子放躯現象を研究している．有機工業

牝学講座の田中龍雄助教授は複素環化合物の合成と反応，NADモヂル此

合物の反応を，高橋雅彦助教授は複素環化合物の合成と反応を研究してい

る．工業物理化学講座の石田健二教授は化学反応の非平衡熱力学とその反

応鐡路網への応用を，佐田進助教授はNi・P二成分系触媒を研究している。，

長坂實上助教授は化学工学を担当し，気相拡散系数の測定と下水処理用汚

泥の処理を獅究しており，波宮1名が配置されている。永襯恵徳助手は選

択的水素化触媒反応を研究している．

　理在まで本学科には30名の教職員が在職した，39年に俸年退官した物理

化学の高橋越二教授（故入）は学科薪設当時の学科主任を鋤め，以前所属

していた金属工学科と合わせて通算18年在職した．45年に停年退官した萩

原基衛教授（本学名誉教授）は，X3年問主に有機化学と化学工学を担当し

た。燃料化学の江藤勝清助教授（故人）は6年間，高分子化学の半田卓爾

助教授（現茨城高専教授）は13年閣在職した．本上孝夫励教授（現短大教授）

は瓠年まで分析化学闘係を掴巌していた．久米武志助手は長く分析化学実

験を指導したが，45年に病死された．石炭化学の塩田利一教授は48年まで

10年聡有機工業化学を担当していたが，在職中に病死された．そのあと複

素環化学の大田罵樹教授（東工大名誉教授）が5年間講座を撫当した．無機

工業化学講座には佐川達四郎教授が5年間，城芦敬介助教授が8年間在職
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した。

　学科発昆から約10年闇，学生実験は2，3年次が週9時間，4年次は卒

業研究のほかに週6時閥あり，卒業に要する専門科目単紘数が多かったの

で過密な教膏課程であった．また当時1⑪名以内の教官が90単位以上の講

義，演習，実験を挺当した。43年には実験時間数を楽減し，ゼミナールを

設けて少人数教育や教官と学生の接触を隅った．50年工学部が卒業に要す

る専開科目単位数を実質18単位減少した際，本学科は必修科目を分析・無

機・有機・物理化学及び化学工学の各4単位，上記各分野の学生実験及び

卒業研究のみの35単位とし，その他の学科開設科目を選択斜目とし，その

うち53車位を取ればよいことにした。選択科目には他学科閥設の癬目を16

（現在は12）単位まで認めることにした．科目により，原研，他大学，企

業から6名の非常鋤講師を擢へいしている。

　昭和35年に第1圃の卒業生25名を世に送ってから，圏53年度までの卒業

生は719名であり，社会の広範な分野で漬躍している。内訳は斑閥会被79

％，公務員8％，教員6％その他6％である。48年と53年の石油危機は

就職に大きく影響したが，就職希望者全員が毎年年内に就職を決定してい

る．

　工学研究料工業化学専攻では，45年3月第1回の修了看3名を世に送り

幽して以来，現在までの修了考は52名である．その講座購内訳は工業分斬

化学16名，無機工業化学15名，有機1業化学9名，工業物理化学12名であ

る．就職先は民閣企業に40名，麟公立の研究教曹機蘭及び地方自治体に合

わせて12名となっており，このうち1名は卒業後の研さんにより博士の学

位を得ている．斑聞企業に就職した考の多くは研究，麗発の業務に従事し

ており，現在の化学工業の発展は修士謙程修了・者に黄うところが大である

という企業測の評緬を裏慰ける結果を示している．

　工業化学専攻はこのような挺会の評億，期待に応え，蒋来の化学コニ業及

び餐種工業の化学関連部門を支える研究者，高級技術者の卵を養成したい

と考えている。最近修士課程に進学を希璽する学生が減少する傾向にある

が，先輩の蛙会から受けている高い評緬を更に紳ばしていく者が多数出る

ことを願ってやまない。
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5　精密工学科

　精密工学科は昭瀦34年G％の4月に翻立され，20年余りの歴史をもつ

比較的薪しい学斜である．ただし工専時代に精密機械科があり，幾多の卒

業生を送り出したが，24年の学翻歌正により岡科は消滅したいきさつがあ

る。30年代に入り，いわゆる高度経済成長政策の一環として，工学系学科

の増設が全属的規模で進んだ．その一つとして‡学部にも精密工学科（定

員4⑪名）が薪設され，工業立圏の一翼を担うことになった。ときあたかも

エレクト…　・・クス蒔代の幕羅け期に当たり，従来の精密機械の概念を乗り

越えて，薪しい分野を求めて発足したca機械系としての墓礎教育と，薪し

い分野である自動制櫛学及び詩測工学を含む帳広い学科を目指して，機械

と電気の爾方に強い学生を育成するために努力が払われた、測立当切は建

物もなく教職員もわずか数名しかおらず，設備も貧弱でその大半を機櫨工

学科をはじめ各学科の協力を得ての苦しい出発であった．その後，年々入

員及び設備は拡充されて，37年7月に高台上の閣書餓北東に新校舎（RC

3）もでき上がり，翌38年3月に第1回卒業生を社会に送り出した。その

後47年8月に高台上の建物を短幾大学部に譲り，擬木造教室の助地に電子

コニ学科と棟続きに建てられた校禽（RC4詮L77⑪㎡）に移駈した．以来20年

の間に約700名の卒業生が学窓を巣立ち，各分野で中堅幹蔀として活躍し

ている。

　精密工学科が今日存立する膏景には，翻立期から発展段隠に至る苦難に

謝え，乗り越えてきた多くの教職員の努力がある。これら精密工学科の支

えとなった入々の消息を列挙すると，岡田政美教授は短期大学部主事を経

て53年4月停年退宮した．高幣暫夫教捜は塀崎重工の技術研究所に職出

し，大内弘助教授は茨城高専に転出した．蔓に名吉屋大学に1転出した松療

正一教授，千葉大学に転出した江森康文助教授，茨城高専，金沢大学を経

て信州大学に在職の堀越長次幼教授，東洋鋼板に転職した松崎洋一助手，

島根大学に駄出した福閣彰助教捜∴薪潟大学に駈出した梅内晴成助航短

期大学部に駈出した東貞男助手，金沢大学に転出した北規蕉義講師，名古

餐大学大学院に進学した薪妻清三郎助手及び鳥取大学に転出した奥山佳史
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助教授がいた．

　本学科には精密茎礎学（保延誠教授，永井鴬男助教授，出羽宏視助手），精

密工作及び材料学（久保田護教授，城道介助教授，田村祐二助手），精密機器

及び計測学仙城貞男教授，菊地昭助教授，増田雄市郎助手），鋼御学（山田正

治教授，白石昌武講師，山申一雄助手）の4講座があり，事務を含めて17名の

教職員で構成されている．教育研究設備も20年の間に着々と整備され，そ

の主なものを列挙すれば，X線マイクpaアナライザー，数電加工機，　NC

フライス盤光弾性装麗，振動計，万能引張試験機，UMM，制飾プラン

yなどがある。

　各講座の研究内容の一端を紹介するために54年度の学部及び大学院の卒

業研究テーマの主なものを二挙げると，精密基礎学講墜：歯面闇放電による

歯車かみあい誤差の修正燦工，鉄道車輪の騒音軽減に関する研究，光弾性

実験による亀裂周辺応力の灘定。精密工作及び材料学講座1電解研趨砥石

の加］二性能，放電燦工面の超畜波ハンマリング，有張要素法のための平面

分劉モデル最適化システムの蘭発．精密機器及び謙灘学講座1高分子材料

の衝撃破壊に関する研究，FRPの時闇依存敬壊挙動に関する研究，簿数

型変換器の特性改善．瀬蜘学講座；旋劇仕上表画あらさのインプ麗セス瀞

測に闘する概究，マイクX＝ンピュータによるエレベーターの群鋼御につ

いての研究，純流俸論理素子を絹いた流量測定の実用化などである。

　卒業生の進路は，大学院に進学する者，民閥会社に就職する者，公務

貫，教員になる者などがある，，就職先の会社は自動車，カメラ，測定機な

どの精密機器関係はもちろんのこと，重電機通信機造船，＝ンピ謡一

タ関係，サービス業に至る幅広い分野にわたっている。

　工学研究科精密工学專攻は43年に創設された。最初の頃は希望者も少な

く，理想にはほど遠いものであったが，石油危機後の経済の低成長時代に

入ると，希望者も増燦する傾向にあり，47年3月に3名の初めての修了者

を送り出して以来7年闘に41名の修了巻を繊した．最近また入学者が減少

する傾向にあるが，これは就職状涜と閣連があるように思われる．
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6　電手工学科

　戦後における電子工学のめざましい発展に対応して電子工学科が翻設さ

れたのは昭和39年（1964）である．それまでは電気工学科が講座（その当時

は正式には講座翻ではなかったが，便宜上一応講座に分類していた）学生定員60

名で学生は4年次に電力工学専攻と電子工学専攻に分かれて専攻刷に異な

るカリキ藷ラムで講義や卒業研究を行っていた．それを発展的に改組し

て，電気工学科は4講座学生定員40名として，薪たに4講座（うち1講座は

電気工学科より移行）学生定員40名の電子工学群が設立された．しかし4講

座が圃時に設麗されたのではなく，39年には電気工学科から1講座が移行

（他に一般教養教官の定員2名増），その後は学年進行に鍵って毎年1講座ず

つ増撫して42年度に4講塵が完成し，43年3月に初めて第1画の卒業生を

送り出すことになった．1講座の教宮定貴は教授，紡教授，助手各1名

で，このほか学科に狡官4名が配置されることが決まった．施設としては

40年度に実験研究室棟（RC4：2，0η㎡）が建設された．これを機会に事務

室を設けて，ここに薯務補佐員1名を置くことにした（これは工学部では初

めてのことであって，事務補佐員の経費は電子工学科で負撞することを条件とし

た。）．また学科薪設に伴う設備費として39年度から42年度までの4年閥に

毎年1，500万円計6，0⑪0万澱，その勉教官初年度調弁費，学生初年度調弁費

などが交付されて実験蜜や研究室の設儲をすることができた．なお参考ま

でに42年学科に配分された経常経費（教官研究費，学生経費など）は約250万

円であり，この経常経費は54年度では（大学院が設けられたことにもよるが）

約1，30⑪万円となっている。

　入審の面では，まず39年に本多誠一教授，岡崎英次助教授，窟永贋一講

師が電気工学科より配麗換となり，40年に古越光雄教授が電電公社より着

任，菊間勲助手が採用された．服年に藁瀬寛助教授が東北大学から着任，

小室隆男助手が採用され，秋山道雄助教授が電気工学科より配鐙換とな

り，池田技官が助手に昇任した。42年に村野弁徹夫助手が採用され，43年

に翼鍋隆教授が防衛庁技衛研究所から着任した．45年に小林隆濤教授が宇

都宮大学より着任，47年懸教授は惇年退官し，購東京大学教授の富本据縷
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教授が採縮された。48年岡崎助教授が短期大学部教授に転繊，49年秋山助

教授が新設された情報工学科に転出し，安久正紘助教授が東京工業大学よ

り着任した。51年宮田武雄助教授が採用され，52年宮本教授が停年退宮し

た．54年虞瀬助教授が教授に昇任した．

　電子工学科の講座名と54年の所属教官は，電子基礎学講整（古越教授，安

久助教授，村野井助手），電子装鍛工学講座，（眞鍋教授，菊間助手），電子園路

学講座（本多教授，宮田助教授，池田助手），応用電子工学講座（眞瀬教授，冨

永講師，小室助手）となっている。また教官の研究，学生の卒業研究を行う

ために研究室を設けているが，これは電子工学科では講整と薩結したもの

ではない．54年における研究室名と折属職員，研究内容の概要を述べる

と，半導俸研究室（古越，村野井，菊間，關根，主として青色発光ダイオードの

開発），高周波研究室（冨永，波長に比べてできるだけ小さなアンテナの開発），

電子回路研究室（1）及び伝送研究室（本多，池田，小室，冨田，半導俸能動翻

路と圃路網の解析），レーザー研究室（翼鍋炭酸ガス及びヘリウムネオソ・レ

ーザーの応用），電子蹴路研究室（猛）（宮田，綿引Pアナ覇グ・デジタル・イン

ターフ．イスなど），電磁波蘇究室（安久，物質＊の電磁波のふるまいの理論な

ど），プラズマ研究室（眞瀬，田邊，プラズマの回転による組成粒子分布の変化

などの研究）となっている．

　大学院二〔学研究科が創設された43年は電子工学科にとっては初めての卒

業生が出た年である．しかしこの卒業生からはその年の大学院進学者は無

く，43年に入学したのは過年度に電気工学科を卒業した者1名だけであっ

たが，これは大学院設立の発表が遅かったことが原因である．以後は毎年

数名の入学者があり，多くは本学の出身者であるが，他大学の出身者もあ

る、，これらの学生は，各研究室に分かれて研究を行っている。研究題目は

各学生が指導教官と相談し，希望があればできるだけそれにそえるように

している．

　卒業生の多くは，電気・電子機器の製造会祉に就職して，電気・電子産

業を支える中堅技術者として大いに活躍している，，また，少数ではある

が，官公庁学校等で活躍しているものもいる，、これらの卒業生は，概して

高い評価を得ており，求人件数もオィルシ翼ック時を除いて年々増撫し近
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卑は800鮭を数えるに至っている．

7　惰報工学科

　構報工学科は昭和47年（mgre）に薪設された学科である．既にかなり以

謡から嘗われている情報牝時代の劉来とともに日本翻内の＝ンピ蕊一タ設

鍛台数が激増し，情報処理に関する諸分野の研究考・専門技術者の脊成が

焦びの急となり，45年以来情報処理に闘する学科が醗立大学に設躍され始

めた，、当学科の設麗はその第3年目ということになる．

　鰭報処理に閣する学科は，それが樋めて薪しい分野であるというだけで

臆なく，他の分野の一部分やそれらとの境界領域をも重要な要素としてい

て，いわゆる学際的な性格が強く，入文・祉会科学とも密接に関連する総

合的なものである。したがって各大学ごとに異なった特色を持っているこ

と自体がまた特色である．当学科としては，省分野を網羅することは不運

龍ではあるが，あまり特定の分野に備らず，できるだけ瓜い範囲をカバー

するように考慮した結果，次のような講座からなっている．

　　　　　　　　　　開設蒋の教官は武田二郎教授，西尾克義講額，玉城
　情報蕃礎理論講鰹
　　　　　　　　　　和宏助手であったが，至城助手が短期大学部講締と

して転出し，後任に元木達也助手を迎え規在に至っている．講座折属教宮

の研究分野は梼報理論，総みkわせ数学，闘数解析，剃御理論，計算の理

論である。

　　　　　　　　この講歴の内容は名称とはやや異なり，コンビ講一タソ
　謝算工学講座
　　　　　　　　フトウmアに蘭連した理論・技術である．蘭設時の教官

轄磯田和男助教授，高簡忠雄励教授，鎌田顕一助手であったが，鎌田肪予

が茨城工業高等専門学校助教授として転患し，後任に玉木久炎助手を迎え

現在に至っている。講座所属教官の研究分野はオペレーティングシステ

ム，システム性能評億，プ・・グラミング言語，鷺語理論，計算の＝ンプレ

クシティ，プ灘グラミング方法論である．

　　　　　　　　　　この講廠の内容も名称とはやや異なり，＝ンピ識一
　情報処理技術講座
　　　　　　　　　　タハードウ。。アに関連した理論・技術である．開設

当時から秋山道雄助教授，滑規英世助手の2教宮で現在に至っている．講
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窪所属教官の研究分野は園路理論＝ンピ．一タ・ヱイヂッド・デザイ

ン，ewンピ晶一タ・アーキテクチャである。

　　　　　　　　　　開設蒔は牧野都治教授，森雅夫助教捜の2教宮であ
　システム工学講鰹
　　　　　　　　　　ったが，その後鈴木学助手を迎え，牧野教授が東京

理科大学教授として転幽後，富村鐵夫講師を迎え現在に至っている、、講座

所属教官の研究分野はオペレーシssンズリサーチ，システム信頼性理論

多変量解析である。

　主要な設備として当学科に不可欠なものは＝ンピ晶一夕である。主コソ

ピ轟一タとして49年にハイタック8350が設農された。ほかに48年ハイタッ

ク1畷，48年にYHP2100，50年にYHP21MXが設置された。いずれも

ミニコンである。また実験設備の主なものとしてYEW3304アナ舞グxeソ

ピ謡一タ，パルス発生装麗，1・・ジックステイトアナライザなどがある。近

時4，5年の急激な技衛革薪により主コンピュータは＝スト性能比の点で

現時点の水準よりかなり見劣りすることは香めないが，國立大学の椿報闘

達学科のコンビ畿一タ更薪が閣始されだしたので，近い将来更薪が実理さ

れれば，コンピュータのレベルアップに伴い，詑憶容量の飛躍的増大，多

数のディスプレイ装麗の設置，TSSモードの使用などが可能となり，蒋

にプ欝グラミング関係の授業内容に大きな進歩が期待される．

　一般的にカリキ議ラム，授業内容については，理論・投徳の急速な進歩

に対応した改訂がしばしば必要で，単位数や必修・選択の溺についても考

慮が払われなければならなかったし，今後もしばしばこのようなことを行

うことになることが予想される，，しかしこの種の変化自体が学科の性格の

一端を蓑している。概括すれば当初3年ほどの過渡状態を経て，既に定常

状態に入っていると考えられる．

　最後に卒業生の就職状況に触れておくe一般的には求入数は卒業予定者

数の7－XO倍で就職率は100％である、ただし第3期卒業生までは，景気

の後退期で大企業の求人が少なくソフトウェア麗業がかなり多かったが，

第4期からやや上陶きとなり，第5期以降は大企業からの求入が殺郵して

いる。また業種も極めて広い範囲にわたっている。更に当学科は地学科に

比べて女子学生が多いが，女子学生への求人は非常に積趣的となり，就職
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については全く心配ないことも最近の特長である，，

　情報工学科の薪設に伴って，昭和51年（1976）工学研究科に情報工学専

攻が薪設された．授業科揖として情報数学特論，岡演習，情報理論特論，

嗣演習，応用数学特論第一及び第．1［］：，ソフトウ叢アコニ学特論第一及び第

二，醐演轡，惰報機器学特論築一及び第二，圃演轡，システム工学特論，

澗演習第一及び策二，オペレーシ，，ンズリサーチ特論情報工学特別実験

第一及び第二がある．年次瑚入学春は51年（8名），52年（3名），53隼な

し，54年（4名），で，修士課程の修了者は53年（8名），54年（2名）であ

る。

8　共通講座

　　①慮薦数学
　コニ専当時の数学科は薪欄大学への移行とともに，共通講塵応用数学に改

変され，1講座定畏3名の陣容で雛足し，この3名の定員は親在も変わっ

ていない．工学部各学科の専門科目を学生に理解させるには，数学の皐期

教育が墓ましいとの観点から，ある時期には1年次盤に対して週に1回水

戸地区の文理学部（当時，一般教育捉当）に出張講義を行っていた．しかし

工学部が当初の4学科，1学年定員200名から次第に膨張するにつれてそ

の余裕は失われ，教養部の設琶に際して，その科目は2年次以降に繰り下

げざるを得なくなった．8学科定員340名に加えて大学院も設置された現

庭では，短期大学部教官をはじめ学商学外講節の採用と，すし詰め教窯と

によって辛うじてしのいでいる状態である．学科増設もさることながら，

共通学科の整備拡充について抜本的な対策を必要とする時点に達している

と考えられる．

　工学部学生に必要な数学として，カリキュラムは線形代数古典的解析

学，数理統計学を3本鉦としており，特に解新学に多くの時闇が当てられ

ているのは学部の特長として当然であろうが，大学院においては近代解析

学，近代畿数学の思想にも触れさせるべく講義内容が選ばれている．

　数学はほとんど実験を伴わない学問であるが，反面その研究教育に際し

ては，実験設備に鮒応するものとして特に多最の参考文献や研究誌，隠書
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の整備が必要欠くべからざるものである。キャンパスが離れているため

に，理学部の図書類を利用するには不自由な点が多いが，多年応罵数学講

座の予算の大半を図書費につぎ込んだことや，情報工学科，短期大学部数

学闘係教官の脇力もあって，最近は工学部独自でもさほど不僅を感じない

ほどに充実されつつある．教官の研究も情報工学科や短大の教官との交流

の下に行われ，小さい規模の不利な函が大幡に克服されている．

　閥学以来講塵に所属された教官は次のとおりである（かっこ内は在職年

度）。林五郎教授（故入，24～25），高橋善治助教授（24～25），松下朝夫助

教授（24～28），神谷仁教授（25～34），藤澤偉作助手（28～3⑪），澱崎薩夫講

郷（2g），武田二郎教授（30～47），武田和昭助教授（34・－42），佐藤輝清教

授（37～現在），古田孝之助教授（43～47），芳賀義則助教授（48～現在），中

本律男講師（48～現在）。

　　②　応用物理学

　科学技衛の急速な発展に即応する適旛力と未知の領域を蘭拓する翻造力

をもつ技衛者の養成という工学部教曹の目標にそって，当講座は全学＄＄に

共通の基礎耕学教育の一翼を撞っている．ただし講鰹溝成は，工学部が4

学科で発足した当蒔のままであり，学科数及び入学定員の倍増している親

状に適合しているとは言いがたい．大学院の授業科目も開講している．毎

年講座増，入員増の概算要求を提出するだけに終わっているのは誠に残念

であり，早急に対策を講ずることが望まれる。

　45年に木造建物から現管理棟4階に移転した際学生実験室はその性格

上，当然，一般教室の中に造られるべき　　　　　　表　7

であったのにそれがなされず，そのため

に研究室は趣めて狭くなっている．学生

実験については，47年度より一般教育充

実費が毎年付くようになったので，実験

器具の改善，実験内容の捌薪の年次計爾

が立てられ，その努力が続けられてい

る、授業科目を表7に示す。

　工専から大学への移行に伴う人員整備

授業科朗戦
物理学第一，二，三

物理学実験
力　　　　学

量子力学
応用物理学
原子核工学（53年度まで）

応用物理学特論（大学院）

固体物理学特論（大学院）

各2

　1

　2

　2

　4

　2

　2

　2
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　皿　部局史〔の一各学部史

が終わったときの陣容は，問瀬節蔵教授（名誉教授），荒灘三男二助教授，

福照整司助手（後講締）であった、その後，福田講騨の原研への転出，34年

茨城大学卒の仁平猛助手（現講師）の就妊，薙澱助教授の短期大学部への転

出，38年東京二〔業大学より教閥勇講師（現助教授）の就任があった．

　閥瀬教捜は54年4君擦年退官し，周年小澤哲が助手に就任して今唱に至

っている。

　理学系の当講蜜は他大学等との共間研究が重要になるが，仁平講師は療

研において黒鉛に紺する粒子線の影響の共問研究を行っている．

第5節教育活動

　　　　　　　　　　　1　入学及び卒業の状溌

　　く1）入　　　学ePt

　昭和24年大学発足当時4学科（機機・原動・電気・金属）定員200名として

昭和33年まで10年闇続いた．この⑳年間入学許可看はいずれも定員より少

なかった、、その間30年度で原鋤コニ学科の学生の募集を停止し，31年度工業

化学科が薪設された、34年度以降の入学志願者，合格者，入学者数は表8

のとおりである．

　　　　　　表8　学科別入学者数〔（）内数で女子を示す）

鰯項 朗攣学羅学雛学暑罷講蟹1璽学霜瞳学灘計

　　定　　　　員

　　志願者数34
　1合格者数
　休学者数
　，定　　員
　　志願者数35
　　合絡者数
　　入学者数

36

定　　　　員

志願者数
合絡者数
入学者数

60

425

62

5魂

60

343

6⑪

54

40
1⑪業

38

40

273

40

3婦31
6⑪・6⑪擁⑪t4⑪

4ア6

臓

56

6e

63M

65

58

399〈Pt

ff⑪ω

騨ω

60

瓠1㈲

66

62

絡2　1　me

礁o

l！86

騒

38

40

2rs

44

魂2

4⑪

138

4◎

36

4⑪

x49
嵯⑪

39

尋⑪

3⑪7

44

42

　24⑪

1，17⑪

　24⑪

　2⑪9

　240

x，348④

　Xl　4＃〈x＞

　22XV

　24⑪

L瓢⑪㈲

　％3

　242
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第5章ユニ学部

37

38

39

定　　　員 60 β⑪ 4⑪ 4⑪ 魂⑪ 雛⑪

志願毒数 5妬 5⑪3 16嚇 鍛囁ω 瓢3 1β7婆億

合格者数 硲5 β5 41 娼 魂礁 黛瓢呂

入学春数 総 58 3欝 魂1 徽 盤嚇

定　　　　員　　　6⑪　　6⑪

志　　願　　者　　数　　　　　1506　　　42⑪

合格者数　　67　66
入学者数　　63　62

4⑪　　40　　鵡⑪

99　　　1｛》3〈1＞1　146

　　　　1　　　｝44　　　　44〈V　　44　　｝

37　蝋4編

24⑪

1夢364（1＞

黛65ω

窯44ω

定　　　　員　　　60　　8⑪　　4⑪　　鱒

志願者数　　428　421　81　x6Xg）

合格者数　　66　88　43　魂4ω
入学者数　　6⑪　82　35　爆3ω

爆⑪

壌1

定　　員
志願者数
合格者数
入学者数

60　　　　40　　　　40　　　　4⑪

376　　　179（re）　　79　　　182

65　　　　43　　　　33　　　　農1

59　　　　41　　　　31　　　　39

定　　　　員　　ro⑪　　4⑪　　⑳　　憩

志願者数　　624　238〈me）X26　旗ω
合格者数　　1⑪0　　43α）　36　　魂1α）

入学潜数　　93　42ω　32　爆0ω

壌⑪

121

魂魂

41

驚嚇0

1，勲1呂ω

銘5ω

％1ω

4⑪14⑪
1

138　｝186

壌2

43

艇

39

39

畷⑪

182

40

34

43

38

260

1，14⑪（1）

264

247

⑳

3⑪9②

逢3

37

3⑪⑪

L欝難3紛

3⑪3〈2＞

278（2＞

定　　員
志願看数
合格者数
入学者数

1⑪0　　　　40　　　　40　　　　4⑪

瓢⑪〈x）2me　125　　1霜ω

烹03　　　　　44　　　　　34　　　　　40

％　　　4魂　　31　　％

4⑪

蔦7

礁3

嬢1

4⑪

3⑪£ω

44ω

畷3ω

3⑪O

L娼2（紛

3⑪呂ω

黛襲oω

定　　　　員　　10⑪

志願者数
合格者数
入学者数

定　　員
志願者数
合格者数
入学者数

4⑪ 40　　40　　40　　魂O 3⑪⑪

516 223 133 裳4露㈲ 黛21②： 1，72α6）

100 42 34 4⑪ 41 14婆 3⑪ユ

黛o 35 29 37 33 4⑪ 27⑪

1⑪⑪ 4⑪ 墨o 憩 4⑪ 婆⑪ 3⑪⑪

劔1 298 189 勲1⑪（欝 黛36u 451（1 鳥⑪％ω

1⑪5 4黛 魂⑪α 姐α 魂3 壌4 3罵②

98 39 39（1 盛o（1 4⑪ 38 294②

35玉



皿　部局史〔1）一各学部史

定　　　員 1⑪⑪ 魂⑪ 壌⑪ 4⑪ 4⑪ 40 3⑪⑪

志願者数 瓢45 22嬢 2⑪o 慧％② 1魂9 3蔭欝ω L7⑪8（3｝

礁5

合格者数 沁5 媛3 3磁 4黛ω 41 礁3 31⑪ω

入学者数 ％ 37 34 37ω 38 35 2ηq

　定　　員
　志願者数
舶合格者数
　入学者数

1⑪⑪　　　　40　　　　4⑪　　　　4⑪　　　　40

蓬茎43（1＞　287（2＞　14⑪（1）　237（4）　192

105　　　　魂4　　　　壕⑪　　　　壌｛｝　　　　4⑪

101　　39　　33　　即　　　33

4⑪

349（3｝

a3〈x＞

4⑪ω

3⑪⑪

1夢748愈玉）

312〈x＞

驚＄叙の

　定　　員
　志願者数
47
　合絡者数
　入学者数

沁⑪　　4⑪　　40

513　　　26｛葺（2）　118

106　　42　　4◎

99　　38　　34

40　　4⑪　　爆⑪

183（1）　128（x）　340

42　　4⑪　　43

4⑪　　35　　35

4⑪　　　34⑪

26S（6＞　1》813（轡）

42〈2＞　　3＄5②

37（2）　　　3烹8（2＞

　定　　員
　志願看数
娼
　合格者数
　入学者数

1⑪0

4xs

l⑪7

9＄

蝶⑪

慧37ω

44

39

　定　　員
　志願者数
49
　合絡者数
　入学者数

　　　　　　　　　　　　　　　　　

1⑪ol4⑪
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

3a1〈Z＞

1沁

101

　定　　員
　志願者数5⑪

　合格者数
　入学者数

1⑪⑪

386②

1⑪8ω

98¢

235

嵯5

4⑪

　定　　員
　志願者数
瓢
　合格者数
　入学者数

鐙⑪

44s
1⑪7〈ll＞

％ω

　定　　員
　志願者数
翻
　合格者数
　入学者数

1⑪o

銘7ω

1⑪5

92

4⑪

217

4護

38

礁⑪

2⑪5

43

37

4⑪

246

45

42

40

磁

覗

3烹

4⑪

X43②

壌5ω

魂3ω

4⑪

蔦7

43

36

40

併

菊

42

4⑪

178

43

40

4⑪

17弗）

43①
38〈x＞

4⑪

x39②

嘱

瓠

魂⑪

167㈲

43ω

39ω

4⑪

vax

魂3

41

40

婚7（7）

魂3㈲

35〈2）

4⑪

174

43

41

40　　菊

鎗⑪②304｛鱒

44　　嘱㈹

39　　魂⑪ω

34⑪

ma，7⑪5⑳

36礁｝

323②

4。　40　4。134⑪

1装ω211ω繋1像1調

42　　39　　3鼎ω　　344②

4⑪

156

44

43

40

281〈me＞　310（i①11，674a8＞

46　　　　46（3）1　　　374（5＞

4×　　　　43（3｝　　　338（6＞

4⑪1　34e

鵡⑪

142

43

Ut

墨⑪　　盛⑪

黛3無　　灘菊

47　　菊ω

4x　　3窃ω

34⑪

1，533

373②

333働

4⑪

188

嘱

4⑪

40　　4⑪

黛51α｝　3⑪1（三の

妬ω　　47〈x＞

輪ω　魂oω

34⑪

1，7⑪8⑳

373㈲

33黛ω

352



第5章工学部

定 員1⑪⑪4⑪4⑪4⑪墨⑪4⑪4⑪34⑪1
志願者数 遮8黛 鍛9 1塩9ω 2⑪3㈲ 157ω 2⑪2 28⑪⑯ 1，692⑳

53
合格者数 1⑪9 壌5 羅3 魂3ω 44ω 44 魂7ω 375㈲

入学者数 1⑪⑪ 嬢2 37 38ωi43ω 4⑪ 45ω 345㈲

定　　　　員 ／⑪⑪ 嬉⑪ 爆⑪ 4⑪ 4⑪ 4⑪ 4⑪ 34⑪

志願者数 慧91ω 167 1魂9 93㈲ 126ω 19⑪（3 220⑥ 1，236⑯
5塩

合格者数 113 魂4 46ω 53ω 49 魂6 48ω 399（3

入学者数 1⑪1 41 纏1ω 4黛ω 4黛 尋黛 魂2ω 351（3

離薯器～54年例1・瑚96蜘伽8綱8瑚591⑬13綱鵬鵬

　　〈2）卒業及び修了

　昭和27年度から34年度までの卒業生数は機械工学科3i2名，電気工学科

336名，金属コニ学科150名，工業化学科25名，原勲工学科187名，合計1，⑪1⑪

名であり，35年度以降の卒業生については表9のとおりである．

　　　　表9　学科別卒業者数〔（）内は内数で女子を示す）

輪＼讐35363738394⑪414－3嘱
機械工学科

電気工学斜

金属工学科

工業化学科

精密工学科

電子工学科

梼報工学科

原動工学科

欝

6⑪　　　　59　　　54　　　　59　　　　56　　　　52　　　　58　　　　59　　　　55　　　　83

55　　　　4｛｝　　　　5⑪　　　　57　　　　59　　　　54　　　　62　　　　39　　　　39　　　　　34〈a）

35　　　35　　　34　　　38　　　32　　　4⑪　　　29　　　33　　　26　　　　3⑪

3嚇　　　　3妊｝　　　　321　　　　3⑪　　　　遮7　　　　魂3　　　　36（1）　　37α）　　37　　　　　魂⑪（D

1

36　　　38　　　　38　　　　35　　　　3呂　　　　壌1　　　　35　　　　　3⑪

鐙　　34　　　34

187　　　179　　　2⑪6　　　222　　　嚢3慧　　　224　　　黛23α）　2畷8（1｝　2慧右　　　　251（黛）
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ff　部局史（1〕一各学部史

機械工学科

電気工学科

金属工学科

工業化学料

精密工学科

電子・工学科

簿報工学科

原動工学科

計

娼　　妬　　畷7　　4＄　　葡　　5⑪　　51　　騒隷　　53　　計

＄慧　　％　　85　1⑪o　　駐7　　轡9　　％　　＄3　　98　1，e慧o

護7　　　　36　　　　33　　　　39 3437383＄36838α1

33　　　　29　　　　32〈a）　　36　　　　3驚　　　　£5　　　　3〈義　　　　3芝気裏〉　　＄纏　　　　622（黛〉

33　　　　38　　　　28〈x）　　38　　　　雛6　　　　4⑪　　　　3⑪〈xx）　　36　　　　a1〈x）　　694（6｝

41　　　　32　　　37　　　29　　　28　　　36　　　42　　　4⑪　　　農1　　　　617

41（1）　　4⑪　　　　34　　　　31　　　　43¢　　3＄　　　　36　　　　39　　　　36　　　　445（2＞

32（21　36tu　32〈V　3＄⑬）　fl　38（T＞

2

277α）　270　　　黛農臼（欝）　273 鐙⑪ω3⑪7②312⑫＞3°3②32鵜775㈱ 1
蓑10に53年度までの大学院工学研究科（修士課程）修了春数を示す，、

　　　　　　　　　　　表ro　大学院修了者数

年度
爆4

45

妬

礁7

娼

49

　50

　＄1

　騒2

　53

計

剛攣整鰹璽釜塵
1

2

3

4

5

6

7

8

9

1⑪

0

3

礁

1

礁

5

ξ5

7

9

1⑪

遮

2

8

3

3

5

4

7

e

2

2

2

2

2

2

1⑪

7

48136i劉

纒騰攣鍵箪障鯛計
　　　o

　　　o

　　　　3

　　　　慧

　　　　3

　　　　5

　　　　5

　　　　護

　紛
　　　　9

烹9國議11鵡。｛ 1⑪　　驚75
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第5章工学部

　　③　就職の状況

　薪綱茨城大学工学部として発足した本学部は，漿鋼多賀工専を前身と

1し，戦中戦後を通じこれら卒業生は工業技衛春として大いに活躍してい

る．更に時代のすう勢とともに一層内容の充実に努力を重ね，昭和30年代

・に入ってからは学圏の整備も着々と進み，発足当時4学科であったが，現

在8学科を擁し，更に43年度には大学號工学研究耕（修七課程）が設鐙さ

れて現在に至っている。そして，毎年各学科の担当教宮は，学園を巣立つ

卒業生が時代の要請に対し，その才能を発揮できるよう求人先の鵬擁にカ

を注ぎ，また鰯人測に適切な幼言を行い，製造業をはじめとした各企業へ

幅広く進出させている。就職率の推移をみると，27年度（第1回卒業生）

85．6％，32年度95、1％43年度98、6％，50年度100％である．ちなみに53

年度卒業生324名についてみると，求人件数3315件，求人数4836名を数え

る．なお各地方圃の就職先分布は京浜地方が半数を越えて最も多く，次い

で県内となっている。このような状況は近年みられるUターン現象として

受止められるものであろう．

　学部及び大学暁における企業刷の就職先は表11のとおりである．

　　　　　　　　表U　就職先の分類（昭和53年度卒業生）
　ω　学部

製 造 業
建商通電教公左大
　　　　勢務灘計

設業信ス育員外学

機械工学科　　　　　　　　4315機械工学第二学科
1 3xl魂411 28黛698

電気工学科　14 1　2
3ma　m　23i　gi　36

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

金属工学科　31　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
1　5　2

11

1310謡
工業化学科22 16　1

1
3｛ 3爆d　4kl

　　　l　　｛

精密工学科播7 18 1
・1　・1　・1

電子工学科　20 2　5936
椿報工学科1　，4 2　　3　×5　4・38

　　　　　　　　　　　　　

計 籾5川8　2931581 3x9鎗榊2魂
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皿　部局史〔碧一各学部史

②　大学院

企業溺

製　　造　　業

出　化　一　電　そ

鵬　業　具　具　他

電

気

ガ

教　左

記

以

ス　育　外

計

機　械　工　学　専　攻
機械工学第二二専攻

2　　8　　4 1 司17
電　気　工　学　専　攻 5 2し
金　属　工　学　専　攻 2

2｛
　　　　　　

li5
工　業　化　学　専　攻 1　　2 4

精　麿　工　学　専　攻 2　　3　　3
蕊 ＿一

＼

9

電　子　工　学　専　攻 3 215
惰　報　工　学　専　攻 1 ll2

計 622xxい2副49
2　外国人留学生

表12に示すように外國人留学生で工学部を卒業した者は3名で，工学部

卒業後更に大学號（修士課程）を終了した者は1名であった．

表鴛　外国人留学生の卒業・修了者調べ（澱年魂月まで）

難麟国籍

学　部
申　国
（香港）

氏 名

衛 永 輝

学 ∵トナ撰 フウン

Huag

入　学　年　度

昭和33年度
機械工学科
1年次へ入学
期間
＃3年4月へB7年3月

昭和紹年度
機械工学科
2年次へ編入
期閥
42年4月～45年3月

在籍年数

嬢年間

3年間

卒業，修了

工学部卒

工学部卒
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　　　1

大学剛ベトナム
ドオ　　　　フウン
D◎　　　　H囎慕

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ξ

昭和45年度
機械工学専攻
1年次へ入学　　　　2年間
期間

撫肘爾月 1

大学院修了

学　部 ラオス
カ　ム　　サワン

KHAM　SAVANN

昭和45年度
電子工学科窯年次へ編入

期間
妬年4月～銘年3月

3年間 工学部卒業

学　部 ビルマ

ラ　　タγ

HLA　THAN
ミ　ン

MYINT

昭和47年度
電子工学科1年次へ入学

期間
47年4月～瓢年3月

4年間 工学部卒業

3　工学奪攻科

　昭和33年度から工学部に修業年限1年の工学専攻科が置かれたが，43年

農大学院工学研究科修士課程が設鐙されるに及び，42年農限りで廃：止され

た。その闇の入学状況及び修了者数は表13に示すとおりである。

　入学考は40年度～42年度に集中しており，入学考の総数は1⑪名で，修了

者は8名であった。

　　　　　　　　　　　　　　表13　工学専攻科

昭禰年度1昭穂鞭1昭和4簸昏　　　　　　年度別

　　　　　　　区　分

専攻別

入
学
定
員

志
願
者

入
学
者

響薩

員

馨

　　　　　　　　　　　　　　　績

薯薯薩 輪 修
了者

　　　　　　1入機　械　工　学

電　気　工　学

金　属　工　学

工　業　艦　学

精　密　工　学

551555

人

乱

人

1
⑪ミ｛

魏5555

　　　慧

　き

11
…

却ム選八人1奄洲人
　　　115　　　　　　　　　　11　5・

　　　　幽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2－｝｝51

1慧2

111

　　　0

　　　　驚

　2｝

人
烹12

合　　　計12硲11⑪｛251瞬姻｝2516154
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4　カリ串ユラムの変遷

　　①　卒業総巣位数と卒楽研究の単位

　薪剃大学発足時には，工学部卒業要件の総単位数は，124単位と定めら

れ，2年後には蔦2単位と改正され，これが昭和47年度まで続き，48年度

は150単位に，50年度に140単位と改正され現在に至っている．この改正に

ついては49年の年度当初にカリキ晶ラム専門委員会が置かれ，本多教授を

委員長とし8名の委員により約9か月閥の検討の上，卒業に必要な専門科

目の総単位数をそれ以前の98から88に改正することにつき，49年12月の教

授会に諮り承認された．また50年2月の教授会で卒業研究に8単位を箏

え，その評価はしないことが承認された、この改正で専門科目の履修上，

実質X8単位の減少となった登このような大改正が円滑に行われた背量に，

大学設置基準（妬．a．1）が改正されたこと，この基準改正のための答申，

大学設置墓準改善要綱があったこと，更に数年髄から学科別に毎年持たれ

る全国大学のいわゆる主任会議からの情報により，カリキ誌ラム改正の機

逮が盛り上がっていたことなどが挙げられる。総単位数については前記の

改善要綱申で卒業要件の総単位数は124単位であるが，増加単位を含めX40

単位が限度であると述べられていることが考慮された。

　　②　外醐語の単位

　卒業要俘としての外国語の単位は，大学発足時より英語8単位以上，独

語6単位以上，計14単泣以上ということで47年度まで続いてきた。この年

教養部よりの要求でやむを得ず，47年8刃の教授会において第1外蟹語8

単位（英語と限定しない）第2外翻語4単位十αと改正された。ただし卒業

要件としてはme単位であり，第1，第2外国のいずれか一つは英語でなけ

ればならない．その後も教養部より外国語の単位を減らすことについて要

求が患ていた，，更に学長よりド3項目の諮問」のうち（2）に，汐ト国語の

単位を現行の12単泣から8単位に改めてはどうか」と諮問があり，50年7

月の教授会でにX学部では2か国語は必要であり，現時点で8～O単位に

下げることは賛成できない」と答申した．

3＄8



第5章工学部

　　③移勲，移行，残留

　残蜜という書葉は古い歴史をもち，ガ工学部・学躍二十年史』によれ

ば，昭和29年水芦において履修する単位が指定された科目を禽め24単位に

満たなかった：者は，理由のいかんを問わず更に1年水戸に残貿させること

としたと述べている。この「24単位未満残留」は39年度まで続いた．この

ころ文理学部改組，教養部設麗の動きが趨こり，42年度には教養部が設置

された。従来一般教育科目の授業は文理学部が中心となっていたが，薪設

の教養部はr教養部の自主性」を主張し，これがカリキ。。ラム，移勲，移

行，残蜜にも大きく影響した。しかもこのころは学生運勲の最盛期に薩面

していて，教養部はカリキュラム編成に学生から強い要求を受けた．これ

らの歴史的な推移に従い残留の限界も目まぐるしく変更された。すなわち

40年度には34単位未溝であったが，42年度は44単位未満と厳しくなり，43

年度は42単位とされた。しかし45年度には工学部規則，工学部の専門課程

概要のいずれにも明示されなかった。45年12月教養部はr移行基準は廃止

する．工・農学部への移勲基準は甥に定めない．」と決めた。工学部では

この線に従い，翌46年度より移動基準を決めたが，残留隈界は明示せず毎

年教務委員会で残審学生を決めてきた。

　移行については42年6月施行の茨城大学教養部規則の第12条でY教養部

において所定の単位を履修したものは専門課程に移行することができる。」

と規定され，移行という書葉が初めて使われた．42年3月の教養部設置委

員会了解嶺項のうちで，移動とはr教養課程X年後各学部へ専関授業を聴

くため，学生が水声地区から離れる意昧」と説明されている，、工学綿履修

要項では44年度入学者用

で初めて緻という諜l

が使われた・図・は蝉l

部学生の残留率の年度変　1
　　　　　　　　　　　残
化を示したものである。　留
　　　　　　　　　　　率
年度は入学年度を表し，　％

残蜜率は平均5％程度で昭和37394143454749515355年度
ある。42年度のみ16．7％　　　図X　工学部学生の教養部残留率の推移
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と飛び抜けて高く（この年大学全体の残留率は23％），この残留問題が教養部

の紛争につながった．教養部は誘述のように移行基準を廃止し，これによ

り移行という需葉は消えた．ただし教養部設立以誘にはなかった一般教育

課程終了認定は教養部で行われている．

　　（4＞代替科霞

　47年度から専門教育科目の数理統計学4単位及び経営工学概論4単位

が，それぞれ一般教育の自然（統謙学）4単位及び挺会（経営学）4単位に

代替することが認められている．更に51年度から，学科により異なるが，

物理学第一，物理学第二，物理学第三，力学の省2単位のうち拙定された

2科目を自然の物理学4単位に代替えできるようになった．

　　⑤　他学科の奪門教育科鼠の単位認定，教養部で開講する専門教

　　　育科目

　46年度に金属，工業牝学，精密の3学科はそれぞれ櫨学科の専闘教育科

目のうち4，IO，4単位を卒業に要する単位に撫えることを認めた、この

ことは順次他の学科に広がり，49年度には全学科に及び，現在では学科に

より異なるが認定される単位数は，10～20単位にわたっている。

　専門教育科鷺の図学（4又は2単位）は古くから水戸地区で開講されて

きたが，1年次から工学部教官とのスキンシップをよくするなどの理由

で，54年度から図学2単乾のほか各学科の専門教育科目のうち1科鶯（2

単位）が教養部で閑講されることとなり，各学科の教官が水戸に出向いて

講義を行っている、

第6節　教官の研究活動

　ヂ大学は，学術の中心として，広く知識を授けるとともに，深く專潤の

学芸を教授研究し……」と学校教育法では大学の目的を規定している、、工

学部の前身である多賀工業専門学校が，大学昇格をめざし，設置蕃準を満

たすために蕃労した様子が¢多賀工業専門学校十年史』やガ茨城大学工学

部・学騒二十年史謙に見受けられる．戦後の学鵠改革の気運に潟処して橋

本校長は，教官が研甕に専念できるようにするため，教官室と研究室の整
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備をした。またこのころ文部省の科学蘇寵費の交付を受ける教官の数が急

増し，教官の総意の下に研究発表会（談話会）が紐織されていた．昇格薩

前の昭和24年3月には『多賀工業専門学校研究報告』が翻刊され，都崎校

長は「発刊の書」の冒頭にr専門学校は教育と研究の場である。本校は都

塵を遠く離れて研究に熱心である。」と述べ，この研究報魯をヂ学園年間

業績の一部の記録である」と結んでいる．

　研究は未知なるものを探求する知的翻邉的活動を指すものと言える。教

官の研究活動により得られた成果は，学会等において公表され，広く社会

に周知還元されるべきであろう。特に応用を目的とする工学部教官の研究

成果は，直接的に工業の発展に寄与する内容をもつものと考えられる。し

かし大学における研究は，一般に基礎的研究が主となるので，研究濁象に

よっては長年月を要してようやく一編の論文としてまとめられる揚合もあ

るので，単純に論文数のみをもって研究活動を論じ難い．一一fi研究に精進

したならば，必ずや何らかの成果が生まれるはずであろう。工学部教官の

3◎年にわたる研究活動に対し，学会誌や研劣集報に掲載された論文や学位

論文などの成巣を一つのめやすとしてまとめてみることにする．また独翻

的研究に対しては，文部省の科学研究費が審査の上で交付されるので，こ

れも研究活動の衷れとしてみることができる。このほか，著書や在外研究

員，国外で開催された国際会議等への出席者数もかなりあった．以下，ほ

ぼ1⑪年ごとの3期に分けて研究沼繭をまとめたが，紙数の都合上，教官名

や研劣題目などは蜜略した．

董　　第　　　雪　　期　　（昭禾m24へv33年度）

　表14は，第1期における科研費の交付状況，研究集報と紀要の論文数を

まとめたものである。策1期の弟半は，漿専門学校から號皮して研究の男

としての大学づくりが図られた蒔期である．科研費の交付件数から，大部

分の教官が最初の2年間に交付を受けた．多賀工業専門学校研：究報告を工

学部研究集報と呼称し，26年度まで年閣2回発行され，多数の論文が収録

されている。28年度に工学部紀要が鋼禰されたが，岡紀要は学会誌等に既

に発表された論文を取りまとめたもの，又はこれに准ずる論文の発表を目
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納としたものである．また24－28年度に6名の学位取得春があった．後半

における科研費の1件当たりの交付額は増加しているが，交付件数は減少

している。

2　第　2　期　（昭和34～43年度）

　我が国の高農経済成長政策は，著しい工業の灘展をもたらし，そのため

工学部学生に射する需要が増大した、第2期の間に精窟，電子及び機械工

学第二の3学科が増設され，学部の整備充実に伴い，43年度には大学院工

学研究科（修士謙程）が設置された．

　衷X5は，教官定員，科研費，研究成果及び在外研究員等をまとめたもの

で，教官定員は10年閥に約30％増煎した．第2期酋半における学紘取得看

は6名で着実な研劣沼動の進展を表している，，研究集報の論文数は136編

で，紀要はX9編である，，38年度以降発行の研究集報には，教官の研究成果

一覚表が掲載されているので，成果を内容珊に分類して表した．40年度以

降学会誌等への発表件数が着実に増煎している，，大学院設躍に蘭連し，研

究業績が重視され，教官充実等により，研究活動はより涌発なものとなっ

た。

3　第　3　期　（昭和44～54年度）

　第3期酋半は，全國的に学躍紛象が盛んであって，工学部もこれに巻き

込まれた。学生と交渉にあたった教官の研究にかなりの支障があったもの

と思われる．学購が再び落ち蒲いた教育と研究の場を取り戻すとともに，

概究活動はより活発㍍した．第3期における学泣取得者隔は，15名に達して

いることと学会誌等への発表件数の増撫にこのことが反映されている．ま

た欽文誌による研究発表件数の翻合が増撫し，それとともに海外の研究者

との交流がもたれ，在外研究員や麟際会議等への串席者数が増えている。

在外研究員を希要する教官はかなり多い、，科研費は43年度から試験研究，

蒋楚研究，一般A，B，　C，　D及び奨励Aと分類が変更された．試験及び

特定研究の（X＞は，弛機関と共同で研究を行うものである。

科研費のほか，学内で順紘をつけて申請する特定研究経費並びに大学教曹
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方法等改善経費が，51年度と53年度に交付され，多数の教官が特定の研究

題潤を共岡で研究することができるようになった、研究集報は最近の11年

闇に279編紀要は7編の論文を収録している．

　工学研究科設置後10年余り経過した．ここ数年来連合大学院構想が検討

されるとともに教官の研究活動は，ますます活発になっている．

　　　　　　　　　表14研究成果（24～33年度）

年度

24

25

26

27

28

29

3⑪

31

科研費
噸金額

55

31

8

6

8

8

3

7

32　　6

33 6

千円

r⑪24．5

6壌8

蝦⑪

555

峨1⑪

39⑪

37⑪

1ゆ15

3，51⑪

工学部研究集報

巻・噸文禰籔

74⑪

？－1

2－2

3－1
3－－2

魂一一1

壌一2

5－1

5－2

6－1

7

23
32

2魂

2魂

25
26

16

16

2⑪

18

12⑪

196

159
13⑪

142
172

112

111

143

134

2⑪⑪

2⑪⑪

2⑪⑪

2⑪⑪

3⑪⑪

3⑪⑪

3⑪⑪

15⑪

2⑪⑪

工学部紀要
巻噸文園叢 備 考

1－1 7 166

工学部開設

3⑪⑪

工業化学科設躍
（原動工学科廃止）・
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表15研究成果

離韻瞬　研　費 研　　究　　成　　果

年度
籔授勘教授，1
講師，助手

件数 内　　　訳 金　額
学会誌
内（）
は欧文

その弛
の雑誌
等

著　書

　　　学　位1学

論文計 講

3壕

工7。％．鷺議7
3 欄人

千円

欝3⑪

α

3欝

17。％．欝。17i　慧

欄入 磁o 1

α

3艦

18。2勲．2。21 総合分担1

偲入驚

畷

7⑪

3 臨⑪⑪

37
19。3⑪，221 総合分担1

個入3η

爆 雛⑪

3＄

三9。3⑪．黛21
ζ　3 総合分撫

偲人慧

1⑪（欝） 烹

η

礁難⑪ 5 1

3分

24。26．烹。21 農2⑪bα）

η

窯 偲人 5 3

40
2527．122｝

　　3 1偶人 　　　1

1　　　華

符
e22 4ω 4

41
2628．1．23

烹 個人 ％o 19（6＞

l　　　　　　l

l

78

δ

1

4黛

％。2＄．123 獄験分郷

27ω 12
7＄

4

個入3
L59⑪

黛攣。31。L26｛

驚

試験く鋭

～般D1
29ω 12

凛　　　　　　　　　　　　　｝

＄7

1，⑪3⑪

　　　　　　　　　　　　1711　1

3L3＄．128
鷺 2⑪⑲）44

鼎3

一般CI　　l

一
般D刈9⑪⑪ 6

学会等

　演

13

29

26

3⑪

68

67

62
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（34～54年度）
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班　部局史〔1）～各学部史

4　科学硫究費による観魔

鞭腋宮氏名1
昭和
　35

讐

　36

　sノ

騨

37

1！

！タ

ff

38

ノノ

警

39

難

40

ノタ

聲

遵1

42

弩

讐

fi

43

難

徳　江　　　徳

千　皐　　　正

濁　田　政　美

本　多　誠　一

徳　江　　　徳

徳　江　　　徳

本　多　誠　一

山　口　秀　夫

徳　江　　　簿

黒　木　圏罵郊

千　早　　　正

徳　江　　　徳

岡　田　政　美

山　ロ　秀　夫

吉　沢　　　勲

千　早　　　正

永　末　浩　猷

春　ff　光　雄

久保田　　　護

高　弊　哲　夫

今　林　　　守

翻　馬　胤　和

高　弊　哲　夫

相　馬　胤　和

研 究 課 題

弁ばねの振動に対する減衰能について

微少焦点X線管の試作並びにその金属への応用
に関する研究

プラスチック材料の摩耗の研究

水晶振動子の小型化の研究　　　　　　　　　｛

内燃機関の運転条件と誹気との研究

つるまきばね試験機

水晶振動子の小型化の研究

純鉄中の微愚不純物（随伴売素）の影響に関す
る研究

内燃機関の運転条件と緋気との研究

鋼材の表面（硬）軟化魍の深さ測定に関する研
究
微少焦点X線管による介往物の研究　　　　　1

排気ガスの有害成分の軽減法の研究

超音波溶援における接合部の強度

純鉄申の微量の炭素及び窒素の挙動に関する研
究　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，

銅合金の積層欠陥Xネルギーの実験的研究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

イオン衝撃による合金相の変化に関する研究

塩化溶焼を利用した銅鍍の脱銅，脱亜鉛
廃熱を利用するフレオン21蒸気エゼクタ式冷謝

装置の試作研究　　　　　　　　　　　　　　｛

電解ラッピング法の研究　　　　　！
f

肥大船型の伴流の機構に関する研究

アルミ轟ウムダイカスト鋳物中のガスに関する
研究

回転流動法を利用せる直接製鉄法　　　　　　｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

，ポリマ希釈液による船型試験に関する基礎的研
究

回転流動法を利用せる直接製鉄法

k8
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百瀬義広1
佐　藤　千之助
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浦　尾　亮　一

百　瀬　義　広

宮　本　梧　縷

長　坂　秀　雄

武　井　信　典

岡　田　養　二

友　田　　　陽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1

沢　田

長　坂　秀　雄

武　井　儒　典

沢　田　孚　夫

竹内　　学1

岡　田　養

宮本梧劇
永　井　文　秀

本　橋　嘉　信

高　岡　忠　雄

宮　本　梧　櫻

第5章工学部

弊醤夫綴船船尾の欽元境界層とその鎌1こ関する

　　　　　　アルミ…ウム合金ダイカスト中のガス

　　　　　　イオン衝撃による合金相の変化

　　　　　　ガソリン機関の過渡時における燃料供給状態に
　　　　　　関する研究

　　　　　伴流の動的灘定とその解析

　　　　　　イオン衝撃による合金相の変化

　　　　　活性化金属表面の化学反応性と低温電子放射現
　　　　　1象との関連

　　　　　超高温強度試験装置の試作研究

　　　　　超高温強度試験装置の試作研究

　　　　　金属薄膜の機械的性質

　　　　　活性化金属表面の化学反応盤と低温電子数射親
　　　　　象との関連

　　　　　　プラズマ申の粒子組成の研究

　　　　　帯電粉体を用いる多目的罰一ティソグに関する
　　　　　研究
　　　　　　固体の表面処理と紘学的牲質の関連

　　　　　振動相似則の研究

　　　　　準安定オーステナイト鋼の疲労挙動におよぼす
　　　　　応力誘起マルテンサイト変態の影響

　　孚夫製翻糊勲応暢における挙動およ伽
　　　　　帯電粉体を用いる多目的饗一ティングに関する
　　　　　研究
　　　　　　固体の表面処理と化学的盤質の関連

　　　　　変態超塑性材料の力学的特性に関する研究

　　　　　熱励起電流法によるCdS感光層の＝繋ナ帯電
　　　　　機構の研究

　　　　二1電磁サーボタンパの陽発

臨醐忠雄

多成分プラズマ中の粒子緻分布の研究

Xキソ電子放射と金属材料中の格子欠陥との関
係の研究

単結晶および多結贔物質のかたさの研究

数理言語における定量的研究

多成分プラズマ中の粒子組成の研究

母関数によるアルゴリズム解析の研究
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二相混合組織合金の強度と変形機構に関する研
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炉心プラズマへの不純物混入抑劉に関する基礎
研究
微小穴加工の適応鋼御による工具寿命と寸法精
度の向上

誘導電動機のブラシなしクレーマ罰御

アミドラゾンを用いるヘテ饗環化合物の合成

延性2相合金の変形挙動

高性能白色および広帯域・発振金属蒸気レーザ
の開発

原子炉材料の高温熱衝撃試験装置の試作研究

微小穴加工の適応制御による工具寿命と寸法精1
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原子炉材料の高温熱衝撃試験装置の試作研究　｛

醒力滴僻永久飾臨子形醐韻機の1
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第7節　学生及び卒業生の動向

1学螺生活
　戦後，幾度かの貯況不況の波にもまれながらも日本経済，ひいては日

本の工業も順調に発展し続けた．このような背景の下に，工学部の学生生

活も大学紛争の一時期を除き，至極平穏であったと言えよう，，ところが昭

和48年（1973）の石油危機を契機に，重油，電気，ガスなどのエネルギー
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第5章工学部

関連コストは急騰し，我が国工業界を根底からゆさぶり，学園及び学生生

活にも大きな影響を及ぼし始めた。企業の求人活動からみる限り，この

1，2年やっと暗雲の切れ目に，たまに晴れ間を仰ぐ思いもするが，やは

り石油危機以前の活況にはほど遠い。加えて54年より実施された共通第一

次学力試験制度は，従来の国立2期校にとって地盤沈下を来す懸念を生じ

ている。

　このような内憂外患の重なるなか，40年から始まった各学科の研究棟の

鉄筋化は48年の情報工学科の新築で一区切りし，更に道路ほか建物周辺の

整備，新図書分館の建設予定など，学園にとりわずかに明るさを取り戻す

動きもある。乏しい緊縮予算の上に学園環境を維持し，更に一層発展させ

るため，教職員，学生一体になった努力が特に必要な時代を迎えている。

このような状勢の下に，学生生活はいかに送られているかを項目別に述べ

てみよう。

　　（1）住

　近年の学生動向として，県内出身者の増加があげられる。

年　　度 46 48 50 52 54

比率（％） 38 36 39 43 59

前表に示すように次第に増加し，54年度には約6割にも達している。そ

の居住区分は，例えば43年度には，自宅，下宿・間借，アパート，学寮が

それぞれ28．6，58．2，13．2％であり

24．8，　64．4，10．8％となり，

依然過半数の学生は下宿，間借

りなどをしている。下宿料（2

食，風呂付き6畳間1人を標準）と

して10年前には1～1．5万円で

あったものが現在3．5～4．0万円

にもなっている。

　一方，1割余りの学生が住む

学寮「吼洋寮」は昭和15年

それから10年後の53年度には各

吼　洋　寮

臨
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皿　部局史〔1〕一各学部史

（1940），大学から約1kmの距離にある鮎川沿いの高台に建てられた。20

年7．月犠牲者を出した艦砲射撃の痕跡を留めた木造二階建は，52年5月鉄

筋4階の近代的な建物に改められた。個室160のほか2人室8室があり，

定員は176名である。個室化されたためか，寮生の生活様式も万事近代化

され，ストームなどの蛮声も聞かれなくなった。

　　（2）食

　1年次学生が進級して日立に移ったとき，まず「飯代」が高いことに驚

くそうである。生産都市という土地柄か，又は学生数が少ないためか，町

　　　　　　　　　　　　　　　　　　の食堂では最低でも400～500円

灘、，

　　　　　　　学生食堂

老朽化がはなはだしく危険さえ感じられた。そこで52年3月，約8千万円

の経費をかけ，鉄筋平屋（890㎡）の建物を建て，その中に400㎡の食堂

105．6㎡の調理室を設けた。座席数は384である。書籍部のほか，文房

具，食料，衣料，雑貨を扱う購買部も同一建物に併設され，電卓，オーデ

ィオ，レコードなど若人向きの人気商品も置かれている。運営は生協に委

託されているが，現在の主要メニュー，価格一日当たりの販売実績の概

数は次のとおりである。

　定食（A200円，　B250円）昼400食，夕130食，ライスカレー（130円）130食，

うどん，そば（90円）150食，スパゲッティ（200円）50食，ハンバーグステ

ー キ（350円）50食。

　ほかに，サラダ，カツ，納豆も提供され，学生の栄養の補給とバランス

保持とに貢献している。この食堂は寮生，短大生の夕食の便宜上午後7時

20分まで営業されている。講義の合間にもひろく利用され，比較的潤いの

　学生食堂としては古くから旧

校舎に市内業者へ委託したもの

があった。しかし学生の増加に

つれて余りに狭く，また建物の
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第5章工学部

少ない工学部キャソパス内においてオアシス的存在となっている．

　　③　アルバイト，奨学金

　物価高に対する最大の防衛手段は依然アルバイトである，，幸いに学生係

の窓口に寄せられる求人申込は次第に増加し，5，6年誘には月に2～3

件程度に過ぎなかったものが，境荘平均して月に3G件程度に達している。

学業との爾立の優宜上学生に歓迎される家魔教師も月平均6～7件申込ま

れ，標準報酬（中学3年，週2回）は月1．8－2万円である．

　学生援助のため奨学金が貸与される。これを受ける学生の割合は，この

xoec間全学生のほぼ30％で変わらないが，その金額は次表のように増額さ

れている．

　このほか授業料減免舗度も活用されている。

種別
年度 46　1 5⑪ 54

一 般奨学金（千円） 3 3 111；15

讐劉奨学金（千円） 5；8 6；　8；15 13；驚18；23

　　〈4）学生活動及び諸行事

　学生の自治活動の中心として工学部自治会があり，54年5月第60期委員

長が選出されている。また学生のサークル活動を支えるものとして学友会

があり，50近いサークルが活動している。現准の部屋は木造で古く，狭

く，このため課外渚動共用旛設の薪鴬が計薦されている．

　学内の主な行事として，6月ごろには拶騒学祭」が蘭かれ，蒋にドスポ

ー ツ大会」は好評で多くの学生が参加している，、また11月にはrこうがく

祭」が催され，学内開放で地元との交流も図られる。教職員も参加した各

学科対抗の高鈴登山競技大会が立ち消えとなったことは寂しいが，自動車

部薩倒のラリーなどは今も行われている．

　工学部とは撲触の機会が少ない教養部在籍の1年次学生の工学部見学が

ある。従来は秋に行われていたが，工学部の内容を早く理解するため，54

年からは5月に行われるようになり，1年次学生の9罰余りの学生が教養

部教官に引率されて来訪した。各学科独自の講想の下に，工学部ではどの

ような学園生沼を送っているか，またどのような学生生活をすべきかなど
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が論じられた、、

2　いわゆる学園紛争

　昭瀦4⑪年代になって学生の間に，学生生活に関連した蟹の文教政策に対

する不藩と反発が全麟的に急激に高まっていった、、その契機になったのが

39年の文部省通達r学寮における経費の負担区分について」（2．18通達）

とド○○大学学寮管理運営規財」（通称○管規程）である，，工学部でも41年

に吼洋寮の建替え計薩が具俸化し，補導委貴会は熱意をもって学生を説得

したが，含費と管理規購で合意が得られず，計灘を見送らざるを得なかっ

た，、これがいわば工学部における紛象のはしりであった．その後学生の生

沼防衛の意識の高まりは，濤浩会の生協設立運動となり，業者に委託して

いた食堂と売唐を廃止して，キャンパス内に生協の苑店が蘭かれたのは44

年4月である，，

　一方，43年春に寮萎員会より寮生雇い炊婦2名の公務員化の嬰求が出さ

れたが，それを姫否した教授会と寮生との閣で，44年の始めから徹夜鐵交

が繰り返される状態となった。東大の安田講堂嶺件で明けた44年はキャン

パスの内外で騒然とした1年であった．その闇に「学生固有の権利」が主

張されるようになり，学生の要求も経済的なものから，大学の管理還営，

大学立法反対，学長・学部畏選挙への参加と変わっていった，、また反自治

会の主張をもち，主として学外で活動するグループも現れ，学生運動は一

段と複雑多彩となった．45年に喜態の変姥に対応するため教授会はその構

成を全教官に拡大強化する処竃をとった．その結果教官閥の意志の疎通が

改善され，躍交の場での教官傭の立場の強化が署しく，交渉の雰翻気を一

変する効果を生み出した．炊婦問懸も歳月を経て学生雇炊婦の辞職寮公

務員の配躍換等で次第に焦点がぼけ，麟交形式の話し合いもその後は急速

に影をひそめるようになった，，その間に学生委員会の根気強い努力が実を

結び，寮が53年に食堂のないアパート形式のいわゆる新々寮に建て替えら

れ，炊婦聞題は解消した．寮食堂の代わりに大学構内に学生食堂が薪築さ

れるなど学内の整備も進み，学囲内は激動の10年を経て極めて平穏な状態

に復帰した、学生の気質もまた一変した、、
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3　多賀工業会（同窓会）

　本会は，昭和16年（1941）に多賀高等工業学校同窓会として発足し，19

年に多賀工業専門学校同窓会と改称され，28年に工学部第1回卒業生を迎

えて多賀工業会という名称で再発足した。33年から工業短期大学部卒を，

45年代から大学院修・了者を加え，会員数は10，493名（54・5・31現在）に及

んでいる。34年までの本会の動静は『茨城大学十年史』及び『工学部・学

園二十年史」に詳しいが，創設以来母校の庇護と先輩たちの努力により戦

中，戦後の苦難を乗り越えて今日の多賀工業会に至っている。

　44年が学園創立30周年（工専時代を含む。）に当たるので当時の徳江学部長

の提案による記念事業会が設立され，会館建設部長に石井善郎，副部長に

栗原照夫，長坂秀雄の卒業生の諸氏が就任した。全国的な大学紛争などの

ため募金も思うにまかせず，干早，黒木，山崎各学部長を経て宮本学部長の

時代に至り，50年8月にようやく宿望の多賀工業会館（総経費2，319万円，

176㎡）の落成をみた。本会の事務局も初めて安住の所を与えられ，運営

が一段と強化されたのも歴代学部長をはじめ関係各位の苦労と努力のたま

ものであり感謝の念に堪えない。

　52年の総会で，いつまでも会長（学部長）に負担をかけるのは適当でな

いという趣旨から，理事畏が会の代表者となり，会長を名誉会長とするよ

うに改められ，長坂理事長が引き続き新制度の初代理事長に選任された。

会報の発行及び3年ごとの名簿

発行などであるが，活動を継続

させるには財政面も極めて重要
　　　　　　　　　　　　　　

である。53年から入会金及び会

費の趾げをした渤価の高騰

に対応できず，卒業後満25年を

経過した会員は賛助金を納入す 多賀工業会館
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る剃度を設けた．今後とも牧支のバランスを維持する努力が必要であろ

う．地域的には，関西（支部ff　：齋藤簿），千葉（原田正夫），水戸勝田（椀

生追），埼玉（林義雄），静闘（藪雅之），の五支部が活躍している、、
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第6章農学部

第1節　農学部の沿革

1　学園の環境

　農学部は，茨城県の県南地方の中心都市である土浦市に隣緩した謡敷郡

陀見町の北部に位麗している。郡の名前から分かるように，阿晃跡の周辺

は，北海道に次ぐ農業粗生産額を誇る茨城県の中でも有数の穀倉地帯であ

る。周囲には関東平野の大きな広がりと我が国第2位の湖である霞ヶ浦と

がある。恵まれた風土と温暖な気候の下でかつては農学を学ぶ環境として

最適であった。

　学圏より東に1k鵜ほど歩けば霞ヶ浦の眺望が広がり，目を転ずれば，

西北には関東の名由といわれる筑波山が紫にかすんでいる．昭和30年代ま

で霞ヶ浦にはワカサギを捕る帆掛け船が湖水～面に操業し，独特の風物詩

をかなでていたものである。昭和40年代に入って，漁法は帆引漁からトex

一ル船漁に急速に変化して，今や懐しいジャンクのような帆は見られなく

なった．そのかわり春から夏にかけて，遊行の繍ットが白鳥の群れのよう

に漂っている、

　また疇天の単朝には朝ffの中に，夕暮れ時には茜雲の閣に，霊峰露士の

雄姿が爾南の彼方にくっきりと浮かび，その姿が人々にこよなく愛された

ものである。しかし最近の人為的な環境汚染のゆえか，年末年始のような

特別の気象条件でもなければ，富士山の姿に接することは難しい。岡じよ

うに，かつて人々が泳ぎに興じた霞ヶ浦の湖岸の水辺も，夏から秋にかけ

て，アオコと呼ばれる藍藻類に占拠されて，全面的に遊泳禁止となってお

り，ワカサギや鯉の漁獲量も減少し，COD（化学的酸素要求量）の増大，

DO（溶存酸素量）の減少は急速な窟栄養4Lの進行を示し，更に死の湖へ

の賠い途を歩み続けてきた．上水道や産業用水の水源でもある霞ヶ浦をい
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　　　　　　　　　　　　　農学部本館全景

かに再生させるかは，単に地域住民の問題にとどまらず，国として重要な

課題となっている。

　明治8年（1875）に米人デタフルユ・ジョンズが「土浦より水戸街道一

里半のところに広大な原野・荒蕪地がある」と内務卿大久保利通に上申し

たようにこの土地は雑木林の間に耕地が散在している場所であった。日本

の軍国主義がようやく露骨になった大正の末期に，海軍がこの地に飛行：場

を設け，霞ケ浦海軍航空隊と呼称した。更に海軍は湖岸を埋め立て，“七

つボタン”で有名な予科練生を生んだ土浦海軍航空隊を設置した。昭和20

年の敗戦を契機として，その地が民間に払い下げられ，その一部が，文化

国家建設と食糧問題の解決に資するために霞ケ浦農科大学として新たな出

発をしたのである。しかし，現在農学部の近傍には陸上自衛隊の補給処・

武器学校等の諸施設が存在しており，農学部のキャンパスは旧海軍道路と

呼ばれる県道によって3分されている。

　農学部は常磐線土浦駅と荒川沖駅との間の三角地帯に位置しており，土

浦駅から関東鉄道バスが6kmを約15～20分で走る。荒川沖駅からも学園

前を通過するバスの便があり，その他国鉄・茨城観光バスも付近を通って

いる。土浦駅及び荒川沖駅から上野駅までの電車の所要時間はそれぞれ1

時間前後で，阿見町も東京の近郊とみなせる立地条件のために環境の変化

が急である。すなわち，かつての農村風景は急速な住宅・工業開発によっ

て変ぼうし，学園の周辺も住居や商店が建ち並び，自動車の流れもとぎれ

ず見違えるほど賑やかな環境となった。
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　更に20年酋ごろから，農学部の爾方五～十数k搬の顕離を隔てて，筑波

大学や農林省の餐中央研究所を含む巨大な筑波研究学園都毒の建設が政斑

の主要な事業の一つとして実行されてきた。農学部にとっては，教育・研

突癒でプラスの影響が大きいが，教育面や学生生活に対して必ずしもプラ

スでない種々な影響も出てきている。

　また農学部自体の施設は将来計画の決定が遅れたために，昭和初期に建

設された施設や応急のプレハブ建造物は老朽化する一方で，教育・研究面

に支障も大きく，目下その抜本的解決が焦属の急となっている、、

2　設立までの経過

　　①　私立霞ケ浦農科大学

　農学部の誘身である財鑓法人霞ヶ浦農科大学は，r農業に関する学衛の

理論及び応用を教授し並に其の薙奥を攻究するを以て目的」として，昭和

21年（1鰯）5月ほ日に劇立された、以下に『茨城大学十年史』と重複し

ないように配慮しながら，その酋後の状溌を説購する．

　敗戦によって軍は解体し霞ヶ浦海軍航塞隊の広大な土地と建物も鷲れる

にまかせる状態であった。地元の附見町と±浦毒はこれを活用して文イヒ薗

家にふさわしい学園都市を建設すべく文部省に諌情していた．こうした惰

勢の中で，地元の國会議貴中井灘浩は，学狡財繕による蓑科大学設立の構

想を立て，実業家の株木政一に相談した、株木はかねてから干拓事業と並

行して農業指導者養成の教育施設の建設を考えていたので，直ちに賛意を

表して基金の提供を申し礁た，，更に枢密顧問官河原春作，東京農業教育専

門学校長上原種美等が加わって諸般の準備を進め，霞ヶ浦航空隊跡に大学

令による霞ヶ浦農科大学，土浦航塞隊跡に中学校令による付属農業学校の

設立認可を昭和21年2月に文部省に申請した．

　校舎敷地5万4千坪，付属畏場27町歩並びに鉄筋コンクリート建てを含

む建物6千3百坪の広さは十分であったが，学校用として造られたもので

なく，大学として認可するには不備な点が多かったが，闘係者の熱情と努

力とにより，わずか3か月後文部大艶の設立認可が下り，ここに財慈法人

霞ヶ浦蓑科大学が正式に瓢々の声を挙げたのである．
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　同時に，中井照浩理事長，上僚種美学長が就任し，学則・職貫組織及び

学生募集など麗学の準備を進め，6月には入学者172名を決定し，28Hか

ら授業を閣始した、附属農業学校も同時に開校し，7月1日には両校合同

の入学式を大学本館（現霞光寮）前の還動場で挙行した。

　入学生の出身地を兇ると，地元茨城県が約半数を占め，東京都がこれに

次ぎ，その他ほとんど全愚にわたっていた．当時は終戦薩後の食糧難時代

であったから，還動場の一部まで翼墾されて，多収獲のさつま芋茨城1号

が栽培され，学生に給食されたと醤われている．翌22年の中ごろから，深灘

な不況のあらしが吹き荒れ本学の経営はff増しに悪化した．しかも6・3

鵜による学鰯改革に遭って，薪翻大学として薪たに認可申請をしなけれぱ

ならないことになり，そのためには施設の整傭改普に多大の資金が必要と

なった、更に12月には中井灘理事長が公職追放され，代わって株木政一が

理薯長となったが，株木理婁長の財政投資も隈度に達し，既設姦京私立大

学への身売り話が取りざたされるようになった。そのために24年4月には

多くの学生が他大学に藪校した，，そこで株木理事長は，このまま継続する

ことはかえって建学の精神に反すると悟り，県立への移管を決意し，文部

省との蘭係が深い原彪麟会議員（文部常任委員長）の協力を要請した．原議

員は理事長事務取扱となり，株木理事長とともに文部省及び県当局との交

渉に当たり，県立移管を実現させたのである、

　　〈2）県立農科大学

　これより先一部の教授たちは，県立から国立への移管を実現すべく県

立移管還動を蘭始し，株木理事長との交渉を進めていた．その閣上原学長

が退陣して多羅罵躍郎教授が学長事務取扱となった．当時文部巌局も財縣

の苦衷を察して県立移管への方商を誰していたようである．財団理婁会

は，付属農業学校を除いて農科大学を25年度から県立とし，26年度には茨

城大学饅学部とすることを前提として，財団の有する一一enの権利を無条

件，無償で衆へ全面譲渡することを了承した。梨当局もまた受入れの腹を

固め，県議会は満場一致で県立移管を可決し，8月31日付けで友宋知纂か

ら高瀬文部大臣あてに梁立農科大学設置認可申講書が提患された．申請書

の末尾には樗来の計醐という項があり，その中には茨城火学の農学部に遅
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くとも26年度までには移管したい，校含・校地ともに相当の補修を燦える

必要がある，図書・標本・機械器具等を今後3か年間で完備することを期

す，として娯費による設備充実を約束している。

　かくして昭和24年（1949）10月10日，文部省に認可されて茨城県立農科

大学となり，茨城大学学長鈴木京平が初代学擾を委礪された，、11月に13⑪

名の学生の入学を許可し授業を曙始した。12月には策京大学農学部から田

中貞次が専任の学長として避任し，翌25年分月に文部欝魯示第7号をもっ

て薪麟茨城県立農科大学としての正式認可を受けた。

　薪学鱗による学生の措鐙は，学部1年は旧舗の2年次に，予科2・3年

は薪翻の2年次に編入学させることとなり，53名の編入学を認めた。学生

募集は定員80名としたが，1次合格者29名，2次合格者12名更に3次合格

者2名というぐあいで定員を満たせず苦労が多かった。1年次は教養，2

年次は第1部（農学系）と第2部（畜産系）とに分かれて教養と専閥，旧綱

2年次は農学，農業経済，畜産及び農芸化学の4専攻により専開課程を履

修した。学生の宿舎については，昭禾025年2月に学生寮が失火で灰儘に帰

したために，曙町に査った茨城師範学校寮の一部を借り受けて念堤をしの

いだ。

　当時の講座編成は，教養が5系，専門が12講座（作物学，園芸学，植物病

理昆虫学，土壌肥料学，農業工学，農業経済学，襲産製造学，生物化学，畜産学，

家畜飼養学，畜産製造学，獣医学）からなり，26年4月規雀の職員総織は次

のようであった．このうち霞ヶ浦農科大学からのものは教授4名，助教授

3名，薯務職員10名であった．礪託講麟には茨城大学から14名の応援を受

けている．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i
区　分　学 長教授鴇耀助手彫講酬鶉職則合 計

定　員 1　　　15　　　16　　16　　　32 541 13魂

現　員 1　7　1⑪　5126
47｝

96

　また研究実験設備の充実が早急に必要であった．大学本館を現在の本館

とし，その大部分を各講座ごとの教授塞及び研究室に敢造し，一部を麟書

館の書庫とし，閲覧室と事務室とを柔送甥に設けた。2号館の藩下4室を
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　　旧霞ヶ浦海軍航空隊本部（現霞光寮）

校からは測量器具を借用するなど，貧困な資材を他機関からの支援によっ

て補った。

　こうした苦難を踏み越え，昭和25年11月には学則を制定し，翌26年には

68名の新入生を迎え入れ，専門課程には農業土木専攻が加わって5専攻と

なった。そして8月には夏季農業講座を公開開催することもでき，27年3

月には第1回卒業（旧制）生37名を社会に送り出すことができた。国立移

管への基礎固めは堅実に進められたのである。

　　（3）茨城大学農学部

　茨城県立農科大学の国立移管の申請は昭和26年（1951）10月に知事から

文部大臣あてに提出されたが，それより先畜産学科の増設申請が行われ，

茨城大学農学部となる時点で認可されることが明らかとなった。

　昭和27年1月農学部増設要求が大蔵省を通過した時点で，講座編成は農

学科8，畜産学科4の12講座，教官の定員配当は1講座当たり教授1，助

教授1及び助手2であり，農場には助教授1，助手1であることが分かっ

た。ここで，茨城大学，県並びに大学期成会の3者による農学部設置準備

委員会が結成され，具体的な定員の配置等を審議決定した。

　2月には文部省において国立移管についての会議があり，この席上，文

部省側から本学の国立移管については，①県は向こう3年間に3，000万円

相当を支出して援助すること，②この条件の履行については文部省・茨

大・県・本学の4者による委員会を設置し，その実施方法を協議するこ

と，③一昨年の火災賠償については，600万円相当の建築を行い大蔵省に

化学関係実験室，4号館を

総合科学実験研究室，本館

裏の旧浴室と炊事場とを農

畜産製造実習場に充当・改

造した。一方，実験実習の

教材は財団法人甘藷研究所

から分析機器・各種消耗器

具類及び薬品類等の供与を

受け，また茨城青年師範学
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提棋した後茨大に引き継ぐこと，との3条件付きで承認になったとの説購

があった。

　撲学部増設が大学設置審議会を通過したときの認可条件は，専門函書を

増強すること，機械器具及び標本を増強すること，薪たに学部学科（含専

攻）を増強又は既設の学部学科（含専攻）等を変更しようとする場合は，

当分の閥大学設置審議会に繍議すること，教官組織については当分の闘隣

審議会に協議することと認されている。以kは大学の目的使命を達成する

ために，必要な整備拡充を速やかに行い完成を期する趣旨であった，，

　一方学内では，教官陣容の充足と教授会規定，処務規定など諸般の規建

が整えられた．教授会規程に基づく最初の教授会は昭和27年乳月22日に薩

催され，議長から園立移管が大蔵省の承認を得たとの報告がなされた。ま

た2君27日の教授会では，移管後の農学部長選考について審議され，田中

学長が初代農学部長になるように陳情することを満場一致で可決した．

　こうして昭湘27年（19鋤3．月31日，文部雀魯示第1⑪尋により県堂農科

大学は廃止され，翌4月1日茨城大学農学部として発足し，学部喪に田中

教授が補せられた．次いで4日には県より茨城大学へ財産その他一切の携

継ぎがなされて，ここに農学部の礎石が築かれたのである、、

3　発展の概要

　　（藩〉翻　設　期（昭和27～35年）

　この時期はようやく敗戦の痛孚から我が魍が立ち薩り，独立と自立を目

粥して幾多の蕃悩を繰り返しつつ歩み出したころである。農学部の歴史か

ら見ると，その後の充実灘展を迎えるための翻業完備の時代ということが

できる．すなわち，教授会を中心とする学部の幾主的避営への努力，教官

陣容のtWdk，諸規程の整備，教育研究施設の充実等が竪実に進められた．

この期における特徴的な事項のうち『茨城大学十年史』にあまり触れられ

ていないものについて，この節でやや詳しく記載する。

　ア）教官入事

　赫詑の農学部設麗準備委員会は，助手定員6名を弛学部に舗愛し，その

代僕として事務定員6名を雇員助手に翻すこと，及び他学部から助教授定

383



ll　部局史〔1〕一各学部史

員1名を農学部に流規することにした．そのため教官定員は教授12，助教

授14，勒手25（本官ag，雇員6＞となった．またその陣容の充足は緊要であ

ったから，昭和27年2月入事教授会が正式に発足し，選考が順調に進ん

だ．洞年8月現在，教授8，助教授10，講齢3，助f14の35名が選任され

たが，このうち県立から移ったのは教授7，助教授9，講締3，助手6の

25名である。また嗣年6月の教授会で，本宮助手の配当は各講座2名又は

1名，及び農場1名と決められたが，2名配当された講座は作物学，植物

病理琵虫学，農業工学，農産製造学及び畜産製燈学であった．昭和30年度

の特政整理で助手1がその蛸象となり，本官助予定員は18名となった．そ

の定貴潮減分は学部の絞費から支弁する助手で補海することになったが，

助手顧の構成をますます複雑にする原因となった．しかし教官の採絹並び

に昇任は願謁に進特し昭和32年5月の時点で教授10，助教授X5，講師1，

助手24となり定員が満された．

　K）教授会の構成と教官連絡会

　昭和27年4月1ff施行の教授会規程では，その第2条に，教授会は学部

長及び教授をもってこれを構成し，必要に応じて助教授及び專妊講師を出

席させることができるとあるが，当時は実際は教授のみの教授会だけが開

催された、

　一方，昭瀦28年7月助教授の代表は，学部長候補者選考内規の最終決定

に助教授も参煎させることを，また学部長候補者選考規定の審議には教授

欠員の講座担惑助教授を燦えてほしいとの要墓を教授会に捷出した．これ

が認められて8月の教擾会から講幽担当助教捜の患席が許され，翌29年

（1％の！！月の教授会に講締以上の出席が初めて許された。　しかし議決権

はあくまで教授のみが有し，助教授と講締はその都度退席させられた．

　これより先，助教授会及び助乎会は全教官による会議の設讃を要璽して

いた．昭和28年7月に教授会で，2か月に1回又は3か月に2灘ほど全教

官による教官達絡会を閥くことを決めた．これにより，教授会で審議して

いる管理還営事項の全ぼうが藏接全教嘗に伝えられるようになった．

　ウ　漿費による施設整備

　県立から国立に移管する際主として県より農学部に紺する向こう3年
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闘の助成について審議するため，文部省，茨城大学，茨城県の3者による

農学部施設整備委員会が設置された．その結果，県からは昭和27年度1，IO⑪

万円9e　28年度200万円，29年度627万円，31年度80万円，32年度80万円，33

年度10◎万円，34年度150万円と小亥難みに支出された。しかしこの費用で，

講堂・教室の修理，実験機械器具の補充，図書館の新設，図書の増強，職

員宿禽の補修・建設，農畜産製造加工場・農場建物・ガラス室等の整鮨拡

充及び乗用車の購入が行われた、

　X　宿含の整備

　教職貴の宿含は，中鰹地区と大宝地区に分かれていたが，いずれも旧施

設をそのまま宿舎としていたから蕩みもひどく，補修・薪築が緊要であっ

た。

　昭和27年県費で中郷地区に宿舎5棟が新築され，それが完成したところ

で，28年6月に宿含委員会規程が作られ，この委員会が職員宿含の屠住者

選定，維持還営に当たることにした。この5棟は教授官舎とすることに決

まり，とりあえず教授3名が入居し，残りの2棟については教授予定者，

講座担当助教授，その他一般助教授と序列をつけて選考したので，1棟に

ついては1隼近くも入居者が決まらなかった，、当時の宿舎事情が極度に窮

乏状態であったことと矛盾するように見えるが，競争が余りに深灘であ

り，宿含委員会が居住者選定にいかに芦惑ったかが分かる。

　一方31年度には学生寮を擬本館（現霞光寮）に移す予算がついた．

　オ　植物園払下げ問題

　擬軍旛設の跡を引き継いだ関係で，農学部の敷地・建物が昭和33年

く1％8）2月に文部省に移管されるまでの間，何かと問題を生じた．その

一つは昭和26年11月に趨きた第2農場の農地開放閥題であり，もう一つは

30年に趨きた植物園G日霞ヶ浦神社跡）の払下げ問題で，特に後者は学園に

大きな波紋を投げかけた．

　この問題は，1日軍人を中心とする海軍舷空殉職考慰霊塔建設期成会が，

rお手植えの松」のあるプール付近の土地の一部を払い下げ，ここに慰霊

塔を建設しようとする計画を立て，昭和30年5月に藻学部の了解を求めに

きたものである。農学部としては薩ちに応諾することはとうてい困難で，
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交渉は難航した、その後，期成会は農学部の敷地以外に候補地を求め，8

月に植物園内にある歌碑その他地上物件のみの払下げ申請を蕎った，、とこ

ろが10月に附見町長と期成会との連名による植物園一部土地の払下げ申講

が水戸財務部に薄して提撫されたことが学生に知られ，11月に反紺の学生

大会が購かれ，また薪聞にも報道されて問題が拡大していった．教授会も

薩ちに払下げ友対辣情霞を作成し，学長と相談するとともに，水戸財務部

に嬉して反薄陳情を行った，、その結果，払い下げられる内容は自然石若

干，樹木数本を禽め歌碑，鳥贋，方向盤等の地上物件のみとなった．この

閥11月には，この闇題に関連して教授会と教官遡絡会が濠轟のように開か

れ教官の意思統一が図られ，また学生も大会を頻繁に開き学生としての対

応が脇議された。このようにして，慰霊塔は農学蔀の敷地外，図書館の裏

測に面した敷地に建設されて現在に至っている．

　カ　その蝕

　農学部の主要建物は，大正の末期から昭和の靭期に建築された害い建物

であるが，当時としては鉄筋＝ンクリート燈りの本館をはじめ他大学の施

設と比べ見劣りのするものではなかったから，学会，講演会等の会場とし

てよく使罵された．その後昭和33年にアイソF一プ施設が設置された．

　昭和29年4月に学部長選考規期が舗定され，嗣年5月25轟に最初の学部

長選挙が実雄された．このときの選挙では，助手の代表9名に投票権が認

められ，31年の2圃目の選挙では農場と各講座から1名当ての助手が投票

し，3遡翻の選挙（3窯年）に初めて全部の助手が投票に参加できることに

なったのである。

　　②　完　案　期（昭和36－・45年）

　昭和36年（1961k－）は，池田酋相が前年祈得催増政策を打ち出し，我が

蟹の産業構造を変化させ農家芦数（当時約600万戸）の60％を減少させるこ

とを目標として，農業基本法を6月に成立させた年である．換言すれば高

度成長政策の欝発の年であり，畏業から工業へと薩業構造が転換し始めた

年でもある、、このような背景の下で，薪舗大学の農学部においても理工系

に近い分野の学科が充実される風潮となり，茨城大学でも昭漁36年に農芸

化学科が設躍され，昭和44年に農業工学科が設麗された、、その結果44名で
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あった教官の定員は62名に増都し，80名であった学生定員が115名に増加

した。また「高度の専門技術者を養成する目的」で大学院農学研甕科（修

士課程）が昭和45年（1970年）に設躍され，教育・研究面での飛躍的な充実

が期待されるようになった．～方祉会の好景気を反映して卒業生の就職状

溌は非常に良くなり，学生の公私の盈活水準も晦上したが，反薦次第に強

4kされる社会の管理体鋼に端する反発と功利的な自由競争穀会の中での疎

外感の増大から，次第に欲求不満を蓄積させ一一触即発の状態に蓋った時代

でもあった．昭瀦44年（1969年）の3月末に水戸の茨苑会餓（学生会館）の

管理に紺する不満を理由として会館が一部学生によって占拠・封鎖された

が，同じ年の6月には農学部においても一部学生によって本館（1号館）と

呼ばれる研究棟が封鎖されるという事態を生じた。この時期は全国に吹き

荒れた大学紛争の後期に当たり，5月末に「大学の運営に関する臨時措躍

法」（いわゆる大学立法）が羅会に上提され，農学部でも教官・学生の大多数

が反対還動に立ち上っていた。封鎖した学生たちは日常性に埋没する教官

たちに封して学問の原点を閣い薩したのだが，専門的な研究教欝を職業と

して生活してきた教授たちはこの思いがけぬ問題擾趨に，結束して曝解な

対応をすることができず，また極度の精力・時閥の消耗に一様に疲れ果て

た、しかしこれ以後大学改革に鮒する真剣な取組みが続いた。

　昭和32年に結成された農学部職貫組合は過半数の教官・事務職員を構成

員としていたが，特に若手の教官たちは，このような状況の下で，大学の

管理違営に対して常Hごろ抱いていた不満を一挙に顕在化し，学園の管理

体剃の民主化を公然と要求するようになった、その結果の重要な一つとし

て，農学部において，教授会の正弐な構成員として教授の億に助教授・講

騨・助手を茄えるという教授会規財の改正が昭瀦46年11月に行われた。

　また農学部においては，1日海軍施設の転罵が大半である旛設等の老朽北

がようやく急速で，その対策として，環地で整億をなすべきか，水戸地区

への移転整備を目摺すべきかの両意見が深灘に嬉立し，曙和43年3月には

教授会がいったん大塚地区への移転を決定したものの教官・事務官・学生

大多数の納得了解を得ることができず前の決定を凍結するという事態にな

った。かような学内の状況の背景には，学部の意向と文部省や大学執行部
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の希望の食い違いがあった．この時期に蒋来計顧は初めて熱心に検討され

出したのであるが，その方向には安定性がなく，はなはだしく右往左往し

たのである．

以上のように，この時期の農学部は形式的には充実期と睡べるが，内容

的には複雑・混沌の時期であったとも鷺えよう。

　　③　転　換　期（昭和46～54年）

　我が蟹の経済における高度威長政策はいよいよ進み，昭和43年（X96S年ン

には総合農政が，44年には薪都市計画法が，45年には農地法改正が相次い

で登場・成立し，47年には田中酋編の列島改造論が発表されて，日本の灘

雛・工業化への傾繕は最も急となった．一方アメリカによる農産物自由鵜

の要求や属際分業論が活発に論議される中で，高度成長政策の効果は目本

を自由諸圏の中でGNP第2紘にまで押し上げた．しかし，この年世界的

な天候不願による不作と食糧不昆が趨こり，また翌年には石濾危機と睡ば

れているパニック状態が日本を薩撃した．翼に昭和40年ごろから，開発に

伴う環境破壊や種々の公害に反魁する殴民の声が急速に高まってきたこと

もあって，さしもの勢いであった高度経済成長にも，不溌の陰りが見えて

きた中で反省期に入らざるを得なくなった，，すなわち，安定成長政策を求

める声がようやく～般牝したのである。

　農学部では昭和44～45年ともめ続けた一部学生によるいわゆるr大学紛

争」がようやく沈静化し，学園も次第に落着きを取りもどした。しかし将

来謙画に関してはなかなか具俸的な展墓を持つことができず，昭瀦47年に

は農学部教授会で決定した阿見地区整備の概算要求を評議会が保貿してし

まうなど，茨城大学としても，農学部としても混乱と苦しみが続いた．将

来讃醐については昭和48～49年に「莫の総合大学を実規するために全学統

合をめざす」という形で方向藤1換が図られたことにより，紛糾を一応圃避

できたが，具体的な事業計爾を検討するためには更に数年間の模索が必要

であった．

　一方，蓑学に対する厳しい状勢は続き，樗来計画が未定であることもあ

って，農学部の概算要求中定員増を倉む主要な婁項は文部省あるいは大蔵

省で一向に承認されず，逆に事務職貧に対する定員趨減の寿が急速に進
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み，また社会の不況を反映して

学生の就職戦線もはかばかしく

ない状態となった。このような

状況の下で，農学部の教育研究

組織の改革について，将来計画

とも関連して学部内外の教官の

闇で活発に論議され，種々な提

案もなされたが，一部を除い

て，特に抜本的な改革の具体化

は先の話である。しかし，この

時期の明るい面としては，安定

成長政策の推進・定着につれ

て，自然の緑を守る農業の見直

し論や食糧自給率の向上の必要

論が次第に一般化したことが挙

げられる。また農学部として

は，やや個性が類型化したきら

いはあるが学生たちが堅実な思

選、

脅

繍醜・

　　　農学部本館入口

贈

鋤

瀬磯選

　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　蟻轟．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　焼、　　　　　　　へ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　光　霞　寮

考方法や生活態度を取るようになったこと，大学院研究科の内容がようや

く充実してきたこと，各教官の研究水準が向上し，社会や学会で高い評価

を受ける研究成果の数が増加してきたこと等である。この時期は，農学部

としては次の飛躍的発展のための準備期間という意味で転換期と呼んでも

よいのであろう。

　なお充実期及び転換期（昭和36年～54年）の詳しい説明は次節以降に記

す。

4　将来計画

　昭和35年（1960年）以降，文部省はタコ足大学を解消する目的もあって・

各大学との間で「長期計画」の協議に入った。その結果，本学では「茨城

大学工学部長期計画」が昭和40年に決まり，従来の地元（日立地区）との
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密接な関係のためもあって，現地での整備が了承された、，また翌年r茨城

大学水芦地区長期計遜」が正式に決定し，これも親キャンパスでの整備の

方向で了承された．一方農学部では，昭和37年に農芸化学科が薪設された

ため，親時点で移瓢の結論を出せば農芸化学科の建物を薪設する概算要求

が出しにくくなるなどの理由で，長期誹醐について，その利害や展無を爽

きつめて論議せずに他地区と同様に現地で整備するという方向で文部密と

協議を綾けた，、しかし当時の大学執行部が轟学部については水戸地区近傍

への移転を希墾していたこともあって，なかなか正式の協議に入れず，長

期計画の決定は遅れた，、農学部で蒋来計薩について種々な視点から組織だ

って議論されるようになったのは昭和3轡年以降であった．この翼題につい

ての歴史的経過は余りに膨大な内客を持つので，以下に今Bまでの経緯を

年衷形式で簡略に認録する。要約すれぱ，水戸返傍への移藪と現地での整

備の両方向をめぐって学部内外での意見の藩立が厳しく，具体的な長期計

鷹の方針が得られぬままに約20年を経過した．ごく最近に釜って，ようや

く移転の方向で具俸的な検討が醐始されたのが実状である、、

　　　　　　　　　農学部の将来欝画に関する経過

昭矛昭7年〈r％ee＞7月9日　教授会はド現椿勢に蒋烈の変イヒのない鰻り陣

　　見地区に留まること」を決窟する，，

　玲月31日　農芸牝学科の建物要求に闘連して将来討爾委員会（各学科よ

　　加名，爆場長，補導委員長を加え計8名）を設置する，，

　11月24日　教授会において，昭和37年10月26日付文部省管理局長名によ

　　るY文教薦設長期爵顧鰯議会の蘭催について」の通知が報昏される．

38年1月9日　教授会において，将来計醐委員会より，阿見地区に整備す

　　るものとして，将来の学科数は6を目標としたい寮挺案され了承され

　　る。

　2月27U　教授会は，蒋来計圃委員会より，教育研究関係・纂務関係施

　　設を県道の東測に，導生醐係施設，学生寮，運勲場を西測に整備する

　　案が提示され了承する。

　3月29日　教授会において旛設課長より爆学部長期計藤については，農

　　学部案によって本省へ擬出したいと思うが，水芦移転の問題について

3盤0



第6章農学部

　　も検討したいとの謡があった貿学部長より報告される．

　5趨5日　教授会において，農芸化学科の建物要求に関連して学部長か

　　ら「水戸へ移転しないことを再確認したい」との撰案があり，確認さ

　　れた後，本蜜・本部に陳梼することになる，，陳椿文の内客については

　　学部長に一任する．

　5月16日　評議会の席上で農学部施設喪期計爾鋼を醗布するが，審議は

　　行われない．

　11君28日　施設餐期計嚢について学部長が文部省へ出頭陳情する，、

39年8、月14日　学長が学部長・薯務長を岡道して農学部の移転先として水

　　戸市若富町農業試験場を視察する。

　9刃16日　水戸移転の閣題について教官連絡会が囎かれる。

　1⑪月9日　学長より農学部の移転候補地（水戸市開江付近）を視察する旨

　　謡があり，学部長・婁務長同行する。

4⑪年臥月19日　水戸移転問題で教官連絡会が麗かれる．

　9月8日　岡LL．（将来計画問題について調査検討を充実するため，委員会〔教

　　官7，事務2）を設置する。）

41年2月2ff教援会において，茨城大学農学部将来計繭委員会規則が麟

　　驚される．

　5月18日　上認委員会名でアンケートを全職員に配窟する．

　7月12日　文部省から農学部旛設整備に闘する長期計薩の作成遅延につ

　　いて照会があり，理由書を握出する．

42年5月31日　教授会決議に基づきr喪学部の施設長期計藤について」学

　　長あて文書で要請する．

　鷺月24日　学長から水戸毒大塚・蔓者山爾地区を候補地として検討する

　　よう文書で申入れがあった．

43年3月129臼　教授会は条件付きで大塚地区移転を決建する．

　4月10日　f農学部の施設長期謙画について」学長に報膏する。

　6月25日　農学部全学集会（教官・事務・学生全員）が閣かれ，3・29教

　　授会決定の白紙撤圃の要墓書が決議される．

　7月5日　大塚地区移転について，教官・事務職員・学生の理解が深め
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　　られないという理由で，教授会は昭利44年度概算要求に大塚地区土地

　　購入費の計上を保留することを決定し，学長に画答する．

44年2月26日　從来の蒋来謙醸委員会を廃正，瓢たに蒋来計画準備委員会

　　（教授2，助教授xe，助手2）を設置する。

　6月25日　本年度の概算要求中に将来計画関係事項は提出しない旨決定

　　する，、

　1⑪月27轟　将来計画に蘭する薪委員会（通愁・農将委）について，軽来講

　　灘準儀委員会より教授会に報欝され了承される．

45年6月8ff農学部将来計爾委員会（教宮6，事務6，学生6）設鐙

46年1月13日　教授会は附見地区整備を決定する．

　3月1日　茨城大学将来計麟委貴会内に基本構想検討小委員会を設躍

　5月289　評議会が条件付きで農学部の附見地区整備の昭＄“47年度概算

　　要求を決定する．

　12月2媚　基本構想検討小委員会から茨城大学の蒋来詩霞についての答

　　申が出される、

47年4月26日　教授会はギ昨年と情勢に重大な変化がないので，昭和48年

　　度概算要求を昨年どおり行う（阿見地区整備）」ことを決定

　6月15日　評議会は農学部の陶見地区整備に濁する昭和48年度概算要求

　　の保留を決定する．

48年3月8H　茨城大学蒋来計画委員会はr墓本構想検討委の答申を踏ま

　　え本学の蒋来のためには縄時的な全学統合を理想とすべきである」と

　　結論を鐵す．

　3月15日　評議会は上記結論を了承する。

　12月2⑪日　茨城大学将来計函委員会から学畏に魁して，　「複合大学から

　　真の総合大学へ癸展するため，全学統合をめざして，大学改革構想を

　　進める」方針が答申される．

49年6月19日　ヂ学長の新構想」，ヂ農学部将来計爾基本方針」を慕務系が

　　承認した旨，教授会で報魯される．

　7月23日　茨城大学将来計爾委貴会で，　r統合する大学における研究，

　　教曹翻度の改革についての蕃本構想」　（教養部の改紐，専門学部の改革，
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　　総合科学研究部の新設）が報告される。

　7月29日　農学部将来計画茎本方針承認，ただし学生系は大会不成立の

　　ため，9月に追認を受けることとなる。

　9月18日　教授会で9月13日に学生系が「農学部将来計画」を追認した

　　との報魯がある．

昭和50年7月8ff　「教養部改組等の改革携想』に麟する調査費が認めら

　　れる。

　9月26日　総合科学研究部の構想（農学部案）発表

　10月22日　教授会内に農学部改革特別委員会設置

51年3月　『茨城大学改革構想について一教養部改組等の構想』及びr茨

　　城大学における農学部改革の方向」を文部省に提出する。

　11月　『茨城大学における農学部改革構想（第一次案）』を全学に提示す

　　る。

52無3月　隊城大学改革繊想について（そのの一教養部歌革の具体佑

　　と農学部を中心とした専門学部改革講想一』を文部省に提出する。

　5月9日　茨城大学蒋来計爾委員会特別委員会から「蓑学部改革構想に

　　濁する第一次答申」が出される、

　8月15日　特瀦委員会から洗行移転に関する第一次案」が出される。

　8月26日　キャンパス用地専門部会から「キャンパス用地の位罎，面積，

　　立地条件の第1次答申」が患される。

　12月1H　キャンパス罵地專門部会からrキャンパス用地候補地につい

　　ての第2次答申」が撫される、

53年5月6日　部局長会議において学長から農学部教授会へ3項翼（単独

　　移転の可能性の追求など）について審議依頼がある．

　危月7日　教授会はk記学長依頼事項3項目を承認する．

　7月24日　全蒋委はr昭和53年度茨城大学将楽計蕪（案）」を承認する．

54年1月31日　学長所見Y農学部の移転問題について」により学長と農学

　　部教職員と懇談会が開かれる。

　3月14日　全将委委員長（学長）から農学部の上国井地区移転に関する

　　意思決定について文書依頼がある、
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7月259　教授会において，数官系の意思決定のためド農学部が上騒井

地区に移駈して整難する意志がある」ことに賛香が問われ，賛成と決

定する．

第2節　組織と管理運営

　茨城大学農学都は昭和27年（195驚）に農学科と畜産学科の2学科，12学

舞目で発足したが，初代農学部長は田中貞次教授であった．その後32年に

寧原重樹教授，34年に広沢吉軍教授が学部長に就任し，36年には第3の学

科として農芸化学科が薪設された．更に39年に青山虎彦教擬が，また42年

に久油井忠男教授が学部長に選任され，44年には農業工学科が設罎され

た．筒年高嶋永幹教援が学部長に選任され，翌45年に縛墓の大学院蓑学研

突科（修士課程）が設麗された．47年に佐野文彦教授が学部長に選任され，

翌年学年進行の完成をまって大学院農学研究科に農業工学専攻が設置され

た．次いで49年に醐島正美教授が，また53年に柏原孝夫教授が，それぞれ

学部長に選任された．

1　学科・専修・専攻科・大学院・学科目・講座

　　（1＞学科・専諺

　雛足時爆学群内には農学，農芸化学，農業±木学及び簑業経濱学の4專

修課程があったが，その後農芸化学蒋と農業工学群とが独立・薪設された

ために堤在は襲学科に農学と農業経済学の2専修謙程が存准している．ま

た畜産学科については発足時から変わらない．

　　②専攻科・大学院

　昭和34年に農学部に，ヂ精深なる程度において，特刷の凄項を教授しそ

の研究を指導することを目的」として嚢学専攻科が設麗され，当初農学専

攻と畜産学専攻とで出発し，40年に農芸化学専攻が設躍されfex　，，当時，

翻立薪制大学農学部に，より高度な専門技術者を養成する目的で大学院

（修士課程）を設罎する動きが全闘的に沼発となり，45年に本学にもよう

やく設置が認可された．翻時に専攻騨は廃止された．当初襲学研究科には
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農学，畜産学及び農芸dk．＄の3専攻が設鷹され，48年に農業工学専攻が設

置された，

　また昭和45年ごろから一部の覇翻大学農学部の有志教官が協力し，各大

学の参趨・協力の下に独立した博士課程後期3年の大学院大学（独立大学

院型）を麟設しようとする還動が活発となっている。この大学院は農水産

系連合大学院と称し，各大学の有志教官が併任されて教育・研究活動を推

進しようとするもので，本学部でも52年に連合大学院設置準蒲委員会学内

運営委員会が教授会の下に設置された。50年に対文部省交渉の窓口である

東京農工大学に調査費がつき，次いで53年からは同大学を事務室として連

合大学院の劇設準備室が設置され閣学を目指して準備作業が進められつつ

ある．54年現在で20大学23学部が参撫を希望している．

　　③学鴉鷺・講座

　発足時には，農学科に作物学，躍芸学，土壌肥料学，麺物病理昆虫学，

農業工学，農産製造学，農業経済学及び生物dk学の8学科目が，また畜産

学科には畜産学，家畜飼養学，畜産製造学及び蒙畜衛生学の4学科葺があ

ったk昭和31年蓄産学は名称変更して家畜繁殖学となり，35年には農学科

に育種学が増設された．また翌36年には農学科より±壌鷹料学，農産製造

学及び生物牝学の3学斜目を振り替え，応罵微生物学を増設して農芸4k学

科が設置された．38年に畜産学科に飼料学が薪設され，また家畜飼養学と

家畜繁殖学は名称変更してそれぞれ家畜栄養・飼育学と家畜育種・繁殖学

となった、，40年に農学科に縷業機械学が増設され，また農業工学は農業土

木学に名称変更した．更に42年に畏学科に農業経営学が新設された。次い

で44年には農学科より農業機械学及び農業土木学が振替えられて農業」学

科が設置された。その際縷業土木は±地改良学に名称変更した．その年畜

産製造学と農産製造学はそれぞれ畜産物利罵学と農産物利用学とに名称変

更した．

　昭和45年には大学院農学研究科修士課程が薪設され，農学専攻，畜産学

専攻及び簑芸化学專攻の3専攻が認められ，各学科目は修士講座に昇格し

た．同年農業這講学が設躍され，また46年に農業水利学が増設された．49

年に大学銑に農業工学専攻が認められ，ゴ湘敢良学，農業水利学，農業造
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構学及び農業機械学の4講座が農学専攻より振り替えられた．翌50年に農

芸化学科に農業資材化学が設置された、，現在農学部に所属する修士講整数

は20である．

2　教授　会（研究科委員会），書種委員金

　　①　教　授　金（研究科委員会）

　学部自治の申核組織として教授会は農学部が昭和27年に発足後直ちに組

織された、、ただしその構成員は学部長及び教授であり，必要に応じて助教

授及び専任講師を出席させることができた．しかし，学園の民主的運営を

求める声は次第に強くなり，助教授・専任講師・助手の発言の機会も増加

した（第1節，3，（D参照）。しかし正式に投票権を持って全教官が教

授会に参加したのは昭和46年11月からである，，その教授会規財には「教授

会は専任の教授，助教授，講師及び助手をもって組織する」と明記されて

いる、、その背景には全国的な学園民主化の声があり，また設置者である文

部省側の教授会：構成員についての意向の変化があった。

　昭和45年に設置された大学院の運営に対する責任機関として農学研究科

委員会が設けられたが，その構成は農学部長が兼務する研究科長及び研究

科担当の教員となっている．教員とは教授，助教授及び講師である．助手

が除外されている理由は，学部の授業担当が正式には認められていないこ

と，及び博士課程の助手の場合と異なり，修士課程の場合大学院手当が出

せないことによる、，

　次に現行の教授会規則及び農学研究科委員会規則を示す，、

　　　　　　　　　　　茨城大学農学部教授会規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぐ鷺秘禰1胸是）

　第1条　本学部に教授会を置く．

　第2条　教授会は専任の教授，助教授，講師及び助手をもって組織する．

　第3条　教授会は次に掲げる事項を審議し，本学部の方針を決定する．

　　ω　教員の入事に関する事項

　　②　講座，学科並びに教育及び研究に関する施設の設置及び廃止に関する事項

　　㈲　講座の種類及び編成に関する事項

　　ω　学生の入学及び卒業の認定に関する事項
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　㈲　学生の試験に関する事項

　㈲　学生の賞罰に関する事項

　ω　学生団体，学生活動及び学生生活に関する事項

　⑧　本学部の予算並びに運営に関する事項

　㈲　その他重要な事項

第4条学部侵は教授会を招集し，その議長となる。学部長事故あるときは，予

　め選出された教授が議長となる．

第5条　教授会構成員の3分の2以上の要求があったときは学菰長は教授会を招

　集する。

第6条教授会は構成員の3分の2以上が出席しなければ議事を開くことができ

　ない。

第7条教授会の決議は出席者の2分の1以上の賛成による．可否同数のときは

　議長の決するところによる。

第8条教授会に幹事1名を置き事務を処理させる．

　　幹事は学部長が委嘱する。

第9条　この規則を変更せんとするときは，教授会の議決を経なければならな

　い導

　　　附　則

　この規則は，昭和46年U月欝嘱から施行する．

　　　　　　　　　茨城大学大学院農学研究科委員会規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　囑稠年卿是）

第1条茨城大学大学院農学概究科（以下「研究科」という。）の運営のため，茨

　城大学大学隣農学研究科委員会（以下「委員会」という。）を躍く，，

第2条委員会は，次の委員をもって組織する．

　ω　研究科長

　②　研究科担当の教員

2　研究科長は，農学部長をもって充てる。

3　研究科長は，委員会を招集し，その議長となる。

4　研究科長に事故あるときは，研究科長が指名する委員が議長の職務を代行す

　るe

第3条　委員会は，次の事項を審議する．

　ω　研究科教員の選考に関すること．

　②　入学，退学，休学，転学その他学生の身分に関すること、，

　〈3＞修士課程修了の認定に関すること．

　ω学位に関すること。
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　㈲　教育課程に関すること．

　㈲　試験に関すること、，

　〈7＞学生の摩生に関すること。

　㈲　その他研究科の運営に関する重要事項．

第4条　委員会は繋婁員（海外出張中の委員及び休職中の委員は除く。）の3分の

　2以上の出席がなければ開くことができない．

2　議決は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長が決す

　る．ただし，第3条第4号の議決は出席委員の3分の2以上の賛成を必要とす

　る。

第5条議長は，必要に応じ餐員以外の職員の出席を求めて意見を聞くことがで

　きる．

第6条　委員会の事務は，農学部事務部において処理する、、

　　　附　則

　この規則は，昭和45年4月1日から施行する．

　　②　餐種委員金

　教擾会の下部機翼としての省種委員会は，学園の斑主的還営が灘能にな

るか否かの実質的なかぎを握っている重要な存在である．それは，教授会

の構成員が余りに多数の場倉，学内のすべての問題を薩接に全員で審議す

ることは非能率的すぎるからである．昭和40年ころまでは必要に応じて随

時委員会を設置してきたが，その数が多くなりすぎ，またそれぞれの教宮

の負擦が無視できぬほど不公平になってしまった．そこで45年2月25日の

教授会で，大学改輩の一環として各種委員会を整理統合して，更に次のよ

うに常置委員会と業務委員会とに大珊した．常罎委員会としては第1委員

会（総務・庶務），第2委員会（教務・学生），第3委貴会（将来計画），第4委

員会（予算・施設），第5委貴会（大学改革・自治），第6委員会（教官待遇改善）

を設け，業務委員会としては（以下委員会を略して認す∂アイソトープ研究

室遜営，鴎書，学術報轡編集，電子顕緻鏡室逮醤，学部入試実施，大学跣

入試実雄，食堂運鴬及び宿含の餐委員会を置いた．しかし，翌46年には上

詑第1，第5，第6を廃thし，滋に第2を第1（教務・大学院）と第2（学生・

厚生）とに分離した．また隠書と学衛報告編集とを合併し図書にまとめ

た。その後，48年に総務が，49年に環境保全が，50年には実験廃水処理，

農学部歌革特別，プラズマジ晶ット発光分析装鐙遜営の省委員会が相次い
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で設置された．更に52年には爆学部水質管理と連合大学暁設琶準備委貴会

学内運営委員会が設概され，翌年食堂運営委員会が廃止されて現在に至っ

ている。

3　教官組織及び楚員の変遷

　教官組織の変遷については上詑（第黎簾1）を参照していただきたい．

また研究室の構成を見ると，発是時の学料目では教授1，助教授1，助手

2（あるいは助手1＋教務員X）で構成されていたeこれは霞ヶ浦農科大学

以来の研究室構成が引き継がれたためである．この助手又は教務員の定員

が籔り替えられて教員組織が充実してきた経過のために，環在の修士講座

は教授1，助教授1，助手1が平均的な姿であり勉の蟹立大学農学部と嗣

様である。

　教官定員の動きを概観すると，昭和27年の発足時は教授12，助教授13，

助手19，計44名であったが，その後36年には教授13，助教授13，助手18，

計44名とほとんど変わっていない。しかし41年を見ると教授16，助教授

17，助手2⑪，計53名と増加し，46年には教授19，助教授20，助手23，訂62

と引き続き増撫し続けた。一方この年には第1次の定員削減があり，助

手1名が肖賊され，48年には第2次定員趨減により更に助手1名が肖鍼さ

れた、，教官の建員肖戯には全国的に反対の声が上がり，それ以後は実施さ

れていない．53年末現在で教授20，助教授22，助手2XSt63名で，46年以降

大きな変化は見られない．定員のこのような勲きについて，第1節で著干

の考察を行った．

4　事務組織及び定員の変遷

　昭和40年ごろまで，農学部の事務組織は事務長の下に庶務係，会計係，

教務係，農場係及び図書係であったが，43年に嚢務長補佐が，47年に附属

農場事務長が新設され，農場係は農場事務長の下で総務係に名称を変更し

た、翌48年には農業工学科に喜務職貴2名が配麗された。また52年には会

講係からの振替え設置によって管理係が薪設された．更に54年には教務係

から学生係が振替え設置されたe
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　　　　　　事務庁舎

名に増加した。46年には70名となったが，

科の新設・学年進行による計10名の定員増があったにもかかわらず，定員

の移行や振替え減，更に44年以降の定員削減等のために，総数はほとんど

変化していない。54年で見ると遂に62名という二十数年前の数にもどって

しまった。事務職員に対する定員削減は厳しく，農学部では第1次～第4

次のそれにより，15名の定員減が行われた。行政改革を求める世論は強い

が，現在第5次の定員削減が進行中であり，教育の現場における事務処理

や農作業を円滑に進めるために大きな問題となっている。

　初代事務長は池田静喜，34年

より入江美輝，36年より前島義

三郎，46年より松本公志，49年

より山田益男，53年より木村茂

各文部事務官が歴任した。

　定員の動きについて見ると，

昭和32年には61名であったが，

常勤職員の定員化並びに賃金職

員の定員化によって38年には68

この間農芸化学科及び農業工学

第3節　教育活動と学生の動向

1　学生定員の変遷と卒業生

　学生定員は学部入学定員で見ると，昭和27年4月（1952）農学科55名，畜

産学科25名，計80名であったものが，36年農芸化学科の設置により，農学

科35名，畜産学科25名，農芸化学科30名，計90名とわずかに増加し，更に

44年農業工学科の設置により，農学科30名，畜産学科25名，農芸化学科30

名，農業工学科30名，計115名と現在の定員に増加している。専攻科は33

年4月に農学科，畜産学科が設置され，その入学定員は各5名で計10名で

あり，40年4月に農芸化学科が設置されて，5名の定員を増し計15名とな

り，45年まで続いた。45年4月に大学院農学研究科が設置されると同時に

専攻科は廃止された。大学院の入学定員は1修士講座当たり2名で，47年
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までは農学研究科として34名で髭足し，農業工学専攻の設置（48年）によ

り38名に増煎し，更に農業資材㍍学講塵の設麗（53年）により40名となっ

た。

　入学試験敬革の一環として，蓑学部では畜産学科が昭和49年度から一部

推薦遡度を採り入れ，入学定員中著干名を農業高校からの進学希茎考に蘭

放した。日本農業の園難かつ重要な時期に当たって，中核的な農業自嘗希

塑考を優先的に受け入れ，養成するためである。剛叢な趣旨で，農学耕も

53年度から入学定員の一部に対して推薦鋼度を実箆している．

　入学志願者は麗学当初は知名度が低かったためか非常に少なく，定員を

充足するために教官が大変苦労するほどであったが，数年後以降は志願者

も次第に増撫し，最近10年程は年によって多少の変勲はあったが，定員の

3借ないし6倍である．入学志願者中の茨城漿畠身者は初めは50％近い比

率であったが，志願考が増撫するとともに減少し，最近1⑪年間は約20％と

ほぼ一定している．合格看中の茨城県出身者の謝合もほとんど醐じ値であ

る．農学部の入学生はかつては大部分勇子で，女子はその数パーセントで

あったが，昭和45年ごろから急増し，定員の十数パーセントになってい

る，、特に農芸此学科では48年度には約30％に達し，常に多い、

　卒業生は昭和27～53年農の総計で2，124名を数え，うち約600名が茨城漿

内で職を得ている。就職率は常にほぼ糞パーセント近くに達しているが，

これは農業及び関連産業が，妊不況の影響に対してある程度の緩衝力を持

つためである，，その内客を調べるとやはり不況時は厳しく，妊況時は第1

志墓に就職する率が高いようである．農学科は公務貴・農業蘭係谷種躍

体・農業関連会社が多く，畜産学科は農業関係鴎捧・食晶会挺・飾料会社

その他に，畏芸化学科は食品会？k・製薬会社等属闇企業へ，また蔑業工学

科は公務員・土木・農機・建設の各会紙が多いようである、その他教員・

大学院進学・自営者も若干いる。

　一方大学院学生は農学専攻科全俸としては定員を満たすことなく，設置

10年間で合格者70名にすぎない。これは大学院入試の際に一定の資絡試験

を行い，定貴に余裕のある場合でも不合格とする例が多いことも大きな影

響がある。修士の就職先も学士と圃様であるが，特に研究・狡術職の場合
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には企業傭もむしろ修士の方を歓迎する傾向が出てきている，，更に他大学

の博士課程に進学する例も若干はある．

卒業生は相互の連絡を緊密にし，会員の啓発親睦を計ることを目的とし

て，本部を畏学部に麗く農学部醐窓会を組織している．

2　カリキ副ラムの変遷

　『茨城大学十年史』には昭和34年度の詳しいカリキ晶ラムが掲載されて

いるが，ここでは卒業資格取得に要する最低単位数及び内客の変化につい

て概観するにとどめる．

　劇設期においては，農学科及び畜産学科の2学科があり，また農学麟に

は農学，農芸化学，農業土木学及び農業経済学の4専修課程があった。当

時の卒業資格必要単位数は，人文科学3科X12単位，社会科学3科R口2単

位，自然科学3科離2単位の一般教育科目（9科蟹3弾泣）と英藷8単紘，

独逸語6単乾の外羅語G弾位）と專攻科目（必修科目）50単位と闘連科目

蔦～20単位と自由選択科目0～5単位及び体育4単位の計124挙位であっ

た。ただし自由選択科目は各学盤の専修する専攻科目及び関連科目以外の

ものを需うが，一般教育及び教職科目は含廉れず，計140単位程度を修得

することが望ましいとされた。

　その後，農芸化学科が農学科より独立して設躍されたことによりX卒業

資格取得に要する最低単位数も学科・専修課程ごとに異なるようになり，

また増潴した。昭和43年を例に取ると，一般教育36単位，外醐語14単位及

び体育4単位については34年の例と変わりないが，専門科目について専攻

科口，関連科目，専門科目合計の順で詑録すると，農学科農学専修ではそ

れぞれ55，24，79単乾，同農業工学専修ではそれぞれ52，22，74単位，醐

農業経済学専修ではそれぞれ54，21，75単位，畜産学科ではそれぞれ56，

20，76単位，農芸化学科ではそれぞれ57，30，87単位といずれも増辮して

いる．以上の合計は機芸化学科の141単位が最も多く，蓑業工学専修の128

単位が最も少ない。ただし，自趨選択科目のうち5単紘までは関連科目と

して認められた。

　その後農業］二学科が濃学科から独立して設置されたが，昭和44－45年の
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学生の強い要求を契機とする大

学改革の一一環としてのカリキュ

ラム改革により，履修の選択度

47年を例に取ると，一般教育科

目，外国語科目，体育は従前と

同じであるが，専門科目は大幅璽．1＄it、穐’・　　　　　　　　・　。欝難

に減少し，専攻科目・関連科目・　　　　　　　教　　室

専門科目合計の順に単位数を記すと次のようである。農学科農学専修では

それぞれ2（1科目）・18以上・70，同農業経済学専修ではそれぞれ12（5

科目）・4以上・70，畜産学科ではそれぞれ21（12科目）・15以上・70，農芸

化学科ではそれぞれ24（10科目）・12以上・70，農業工学科ではそれぞれ2

（1科目）・34以上・70であった。農学専修の専攻科目は栽培汎論，農業工

学科のそれは測量学であった。また卒業論文は専攻科目から外され，課題

研究という名称で関連科目となった。

　昭和54年度では，一般教育科目，体育は上と同じであるが，外国語がA

8，B4計12単位となったため，専門科目は72単位必要となった。そのた

め関連科目が2単位増加し，他に農芸化学科では専攻科目を27単位に増加

した。また農業工学科内に農業土木課程が設けられ，これを専修する学生

は専攻科目35単位が必修となった。その他学生の選択の幅を広げるために

授業科目数が若干増加されている。

　また一般教育の改革と関連して，一般教育科目に代替する専門教育科目

が開講され，また農学部の専門科目の一部を一般教育科目として受講でき

るようになった。更に46年よりは『授業科目概要』を学生に配布して履修

の便を図った。また農学部と教養部とのキャンパスが離れているため，学

生は2年次の初めに専門課程に移動するが，一般教育・外国語及び体育の

各科目について，合計35単位よりも修得単位数が著しく少ない学生は，農

学部教官と相談の上移動の可否を決めることになっている。これを農学部

移動基準と呼んでいる。
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3　躍生補導と学駕の動向

　　①潭生補導
　茨城大挙本部の厚生補導組織である中央補導委員会及び学生郵に対応し

て，農学部には第2委貴会（補導委貫会）及び教務係・学生係がある。学生

が快適な学園生活を送れるように環境的諸条件を整備し，学生生活の諸領

域について学校測としての適切な教育的並びに事務的処躍を企爾し実施す

ることを任務としている．農学部の導生旛設としては，昭和33年4月に1日

海軍航塞隊の施設を改造して学生寮とし，霞光寮と名付けた。学生寮は寮

委員会の自治活動を基本として運営されている．次いで県からの委託研修

生の使に供するために県から寄付された研修ホールを利用し，40年X2fiに

食堂が開かれた。学部内に教宮・事務職員及び学生の代衷で構成される食

堂運営委員会が設鐙され，パートタイマーを雇って食堂の自主的運営に当

たった．しかし次第に経蛍が思わしくなくなり，このために53年9月に茨

城大学生活協同組合農学部支部に経営を肩代わりして現准に至っている．

現在同じ施設で食堂及び売店が開かれている。

　その他学生の課外活動に必要な諸施設として，各部室や馬術部の馬勢・

馬場，弓道齢の弓道場，ボート部の艇庫，柔道部・塞手部及び合気道部の

這場，バトミントン部の練習場，テニス灘一ト，卓球場等の主として俸育

部闘係諸旙設が次々に設けられてきている．

　補導という言葉は学生に貯感をもって受け入れられなかった．昭漁44・

45年の農学部における火学紛争と呼ばれる一時期の後，大学測の反雀があ

って，学生に麟する上からの管理俸舗はできるだけ雛除する方向で改革が

進められ，補導委貴会は学部内で，第1委員会（薮務，大学院）と第2委員

会（学生，摩生）とに名称，組織が改められて魏在に至っている．学生に

対する上からの一一fi的な処分制度については凍結することが申し合わされ

たしまた許可剃になっていた諸学生関係規則も届患翻に改められたものが

多い。

　　（2＞学生の動向と教授禽の対応

　農学部学生の自治紐織は，昭和27年7月にr学友会」なる名称で発驚し
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た．したがって，他学部に存准する学友会の性格とあわせて自治会の性格

を持つユニークな組織と讐えよう。学友会規約（昭和45年）の煎文によれば，

r私たち茨城大学農学部生は真理探求にいそしみ，学園の自治を守り，日

々の学園生活を豊かにするために努力する．さらに私たちは，農学部生と

しての自覚の上に，日本農業の進歩と灘展に寄与し，世界平和と民主々義

の確立という使命を担っている。」とある．学醒紛争後の昭和46年4月に，

学友会から分離・独立する形でサークル連合会が誕生した．残った学友会

は学生自濤活動の中心組織として，またサークル連合会は学術・文化・ス

ポーツ等の部活動の中心組織として，それぞれ学生の課外活動を分担する

形で自主的運営が行われることになった。サークル連合会規約（46年）の滋

文によれば，「サークル活動は侮物にも束縛されることなく，自由な糖神

と肉体とによってなされるべきである」とある，，地域住民への大学の開放

と住罠・教職員・学生閣の交流を目的とする農学部祭（騒年より鍬耕祭と呼

ばれる∂は曙学以来毎年秋に行われており，そのうちの一日に水戸の教養

部に姦籍中の1年次生も見学・交流を深めるのがしきたりとなっている．

　学友会は常に農学部学生の自治活動の中心であったが，時代によって執

行部と一般学生とがよく結集・協力する場合と，執行部周辺の一部学生が

他から孤立する場合とがあった、

　学生の動きと大学縄の対応の申から，農学部の歴史として潅目すべき

二，三の事件について記録しよう。いずれも第1節のr発展の概要」で充

実期と呼んだ時期（昭和36～45年）の後期の出来事であった。

　昭和42年（1967）11月農学部祭の前覆祭の折，ある飲屡のカウンターで

灌を飲んでいた数名の農学部の学生たちがザ学生運動における暴力の蓬

葬」をテーマに討論していた。そのうちに1：9論・けんかとなり，暴力肯定

測の学生が実瞭に暴行蕩害事件を起こしてしまった。たまたま加害者が空

手部に駈属しており，被害者に失萌の恐れまで出たことから，怒った大多

数の学生が参燦して臨時学生大会が窟ちに麗かれた。その庸で，r学園か

ら暴力を追放する。教授会に対して，加害学生の厳しい処分を要求する。j

ことが決議された。この事態に対して，緊急に招集された教授会は，「暴

力学生に対する学校当局の処麗は，その固有の権隈にもとついてなされる
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ものである．その処分について，学生が参簾することは行き過ぎであり，

教授会に任されたい」という強い姿勢を打ち出す一方，十数圃の補導委貴

会の調査・討議を経て，12月末に，加害側である2名の学生を僚学処分

（慧遍間）にするとともに，学園からの暴力追放を宣言した．

　翌43年8月に，ある学生が本学学生・教職貫の偲人及び団体に関する警

察の翻査に金銭をもらって鰯力していたことが発覚した．題入がたまたま

寮生であったことから，寮内で購の学生によって証挺のメモ帳を発見され

たものである、学生大会が弱かれ，警察に対する抗議の決議及びヂモが行

われた．当時全麟的にいわ＠る大学紛争の火の手が上ぶっていたこともあ

って，公安当局の活動も激しくなりつつあった，，朝日，読売，毎日，産

経いはらきの各薪聞が記事に取り上げた。教授会は審議を重ねて裏態の

解決に当たったが，9月には次のような號議及び要請文を土浦警察署長に

手渡した，、これに対して署長からは，ギ思想調査をしたこともないし，今

後もしないk大学の自治と学聡研究の自由は尊重する．警察の梼報潜動に

より，疑わしい行為を行ったことについて，大学に迷惑をかけたことは遺

憾である，，今後かかる行動は行わない。」との回答を得た．

　その後，県警本部長：・警備課畏に鷲して学長・農学部長・学生部長が上

記と同趣旨の申入れを行い，警察測からは土浦署長からと同様な圃答を得

た．翌44年5月縄事件の学生を藩学Gか月）処弁にした、，

ど

　　　　　　　　　　　　　抗議および要講

　最近調査したところによると，貴職の指揮下にある警察が本学部の学生から学

部内外の諸情報をえていた事実があったと信ぜられます．

　本学部は，設立以来，憲法第19条（思想および良心の自由の保障），同第23条

（学問の自由の保障），教育基本法および学校教育法に基づき，責任をもって研

究・教育の事業を平穏に遂行して来たのでありますが，今園のことは，本学部に

極めて不快な事態を掘きました．

　いうまでもなく大学は，真理の自由的探究と自発的学翌の場であり，そのため

学園に，教宮・学生すべての相互信頼に裏付けられた明朗なふん囲気と平和がな

ければなりません．しかるに

　1　警官が，現社会槽勢下で，学生に対し現金，飲食，便宜を与え情報をえて

いた行為は，教育上有害であり，黙視し難く，

　2　情報活動という名目のもとに思想調査が行われた疑いがあるため，教育途
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上にある学生の受けた個入的迷惑は甚大であり，

　3
われに強い疑惑を抱かせるものがある。

第6章農学部

この件に関する必要な事実認定を十分に行わしめぬ貴暑の態度には，われ

　以上により，本学部は，不明期なふん囲気にされ，かつ学園の平和を乱され，

学問の自由・大学の自治にかかわる重大な事態となっており，ここに厳重抗議い

たします．

貴職においては，以上のことを十分考慮されて，今後ふたたびこのようなこと

のないように速やかに誠意ある反省措麗をとられることを要講いたします、、

　しかし皮肉なことに，その年の3月末，茨城大学水戸地区で一部学生に

より学生会館（茨苑会館）が封鎖・占挺されるという今まで茨城大学では

見られなかった事件がぼっ癸した．その6月には，農学部共闘会議を名の

る一部学生によって教室（X号館）が封鎖・占鎚された。学内での暴力を

否定し，警察権力の学内への侵入を拒否する姿勢を明らかにしたばかりの

教授会としては，話合いによる解決以外に有効な対策は思い浮かばなかっ

た．当時農学部教授会では，全闘の学園紛争を法的な規側によって収拾し

ようとする政麻のいわゆる大学立法に封する学部としての姿勢並びに対策

が正式な議題として取り上げられて，毎逓のように反封選覇の方法につい

て論議が交わされていた，、論議のみではなく，教授会有志の形で具体的な

反対の行動もしばしば行われた、そもそも大学臨時措麗法と大学の自治は

相入れぬ面があり，教官の意識としてはむしろ権力による被警者のそれに

逓かった．しかし封鎖に参撫した数十名の学生は，現在の日本鮭会におけ

る農学部教授会の管理者測に立つ役翻を指摘し，学問の原点について問い

かけた．当時，薪東京国際空港に鮒する閣港随と闘争に地元の農民の一一es

が立ち上がったことが大きく報道されていた。学生の予期せぬ攻撃にシ，，

ックを受けた教授会は事態の状況の把握と収拾対策に追われた。そして反

雀を内実化するために，6月から薩ちに厚生補導のあり方及びカリキ畿ラ

ム敬正を中心に検討を閑始し，大学改革の呉俸案の俸成を目標に，倒えぱ

その年と翌年の夏休みを自主的に返上する等熱心に作業に取り組んだ．こ

の姿勢は46年3月まで続いた．その間45年6月から7月にかけて，研究棟

の中心である本館が農学部共闘会議を名のる学生によって封鎖・占拠され

る等の事件が相次いだ．それらの学生の教授会に対する要求は次のようで
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ある（昭和45年U月団体交渉における学生側の文書より）．

　　1）現在の安保体翻下において，教授会・教官の果たしている犯罪性について

　　　自己翫判せよ．

　　2＞教授会に処分権のないことを認めよ、、

　　3）　学生のスト権・団交権を認めよ、

　　の　補導組織の廃止！

　　嚇　学生共通規則の撤廃ノ

　　6＞学館，研修所の管理運営権を学生の手に渡せ，、

　　の　学内の経理を公開せよ．

　　8）必須と関連のわくを撤廃せよ．

　　9）以上を団交の場で確約せよ．

　昭和45年（1970）は日米安全保障条約の敢定の年でもあったので，学生

たちは教授会がその粉砕のために主体的に立ち上がること等を要求した．

教授会は一方で沈黙を続ける大部分の学生の意見を聴く努力を続けなが

ら，飽方で共闘会議の要求について熱心に検討した。そして，カリキ謡ラ

ム・補導組織その他について具体的な敬革を実践に移した．しかし，数年

後，特に48年にいわゆるオィルシ饗ックが，我が国経済の高度成憂に痛打

を浴びせてから後は，一変して生じた敏会の不況ムードの中で，学生の過

激な行勲も急速に姿を消し，それと並行して教捜会の姿勢も落ち着きを取

りもどし，地昧な改革への努力が続けられて現在に至っている，、

4　そ　の　飽

　　〈1＞公醗講鰹

　農学部が主雌した公躍講塵は，文部省委礪によるものと茨城県文化振興

協会委嘱によるものとの2種類があった．

　ア）文部省委礪によるもの

　理在までに5回の公翻講座が実雄されたが，そのテーマを古い年代順に

記すと，ヂ公蘭農業専門講座」（昭和28年，29年），ヂ農業聡放講座」（38年），

r高等学校塵業教育実轡助手講習会3（騒年）及び　r茨城大学公閥講座一霞

ヶ浦の開発と汚濁」（5簿）である、それぞれ50～！lO名の受講春を鷲象と

して農学部所属の一部の教官が講師となって瀾催された．
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　4圃目までは地域の一般の成入に蛸して薪しい農業の専門的な学術知識

を修得させることを目的として実施された。また5回目は霞ケ浦の最近の

開発の状況と急速に進行する汚濁（富栄養化）の現状を解説し，その対策

を地域住民とともに考察することを目的とした。

　参加者の感想文等から，これらの公開講座はいずれもその目的を一応達

成したと思われる。

　イ）茨城県文化振興協会の委嘱によるもの

　茨城県文化振興協会がその事業の一つとして，昭和28年（1％3）に茨城

大学の人的・物的資源を活用して県の文化振興に寄尊することを計画し，

28年より40年まで夏期大学農業講座及び冬期大学開放講座を開催した。

　昭和34年までは協会の他に茨城県農業敬良事務局及び茨城大学農学部が

共催し，農学郭で闇催した。講師には県職員と農学部教官とがほぼ半数ず

つ参茄した，、対象は縷村青年及び畏業闘係春150～200名で，28年8月は有

畜営農，31年は躍芸経営，32年は農地改良，33年は畜産鴬農，34・年は経営

教善をそれぞれテーマとし，延べ34名の農学部教官が講締となった。35年

からは毎年度1翻ずつ各町村において醐鰹された、主鰹者はk記協会，闘

薩地の各町村及び農学部であった。農業経営者を封象として，近代農業経

営に関する基礎知識を修得させ，技術の向上を図ることを目的とし，講締

には農学部教官が当たった．35年は茨城町，玉造町，那珂晦及び璽美町，

36年は鉾田町，陶見町，麻生町，美浦村及び千代田村，37年は常北町，筑

波町阿見町，岩瀬町及び八千代村，38年は牛久町及び桜川村，40年は出

島村及び東村の計13町　6村に及び，地域膿業の振興に有意義であった。

　　②　茨城県農業改良普及員の受託研修

　昭和38年（1963）から現在まで，農業改良普及員受託研修調度の実施要

項に基づいて，茨城藁知事からの委託申込みを受けて，農学部に受託研修

生として農業改良普及員が受け入れられてきた。研修分野としては，畜

産，園芸，経鴬，作物及び農業機械があり，それぞれの分野ごとの研修科

目並びに各分野に共通する科目が定められており，1年聞の研修を修了し

た者には修了証書が交付される。38～40年度の研修生数は毎年12名いた

が，以後その数は次第に減少しており，46年度以降は毎年2～4名を数え
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るにすぎない．その原醤は経済の高度成長政策や大学内の紛争や旛設の老

朽化の進行がマイナスの影響を及ぼしたとも考えられる。しかし現在農業

粗生産額で北海道に次ぐ茨城県の襲業の魏場における技衛摺導考を再教育

してきた意義は決して小さくはない．54年度まで，その総数は1Xk名に達

している。

　　③　外国人黎挙蕊の受入れ

　現准まで，外醐人審学生の農学部における受入れ数は決して多いとは言

えないが，比較的最近増瀦している，、すなわち，昭和48年度に初めてブラ

ジルから聴講生として1名が農学繕に受け入れられ，5G年度台湾から畜産

学科に研究生として1名，51年度に台湾から畜産学専攻に大学院学生とし

て1名，またベトナムから畜産学科研究生として1名，53年度台湾から畜

産学科研究生として1名，54年度ブラジルから畜産学科研究生として1名

が受け入れられた．その他昭和45年以前に当蒔の沖縄から農学科・畜産学

科及び農芸化学癬の学生として計5名が受け入れられている．

第4節研究活動

　大学における教育は教宮の研究活動と不可分であるという認識から，茨

城大学農学部各教官の研究意欲は旺盛である．発昆蒔より　ro年閣の研劣成

果については隊城大学十年史』に詳しく詑録されている．そこで，その

後の20年間の主な研究業績について寵録する（昭稿3年まで）．ただし，大

学銑が設鐙された昭和45年（桝の以隆は研究論文が質量共に急増し，正

式な形で論文を紹介する紙面の余裕がないので，主要な研究テ～㌣と主な

著春を詑録するにとどめる．

1　各講座の最近20年間の轟な硯究テーマ

　　〈f＞農学料，農学奪鯵

　　　め　作物学研究蜜

　BCB（プ“モ・・リソ　ブ欝㌣イド）が作物の生育及び細胞の分裂と伸長に

及ぼす影響窺太田ら（x96e＞，謡の形態形成に関する研究算燐原ら，（x966～
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7の，体物体肖におけるジペレリン代謝の生理的意義：太田（X97V，イネ

科作物の葉の維管束に関する組織形態学的研究1長南ら（197の，水穰下位

節間の皮屡繊維細胞壁におけるすべり面の形成について：松田ら（1976），

水稲下位節間における皮層繊維細胞の2次壁肥厚に関する電顕観察：松田

ら（ig76），水稲葉身の老化に伴う葉緑体の微細構造変化1長南ら〈1977），

水薦の葉肉細胞における形成過程の電子顕微鏡観察；長南ら（獅の

　　　2）　育種学研究室

　覇顔の蘭花及び凋花：島灘・樫村（1％9），朝顔の倍数俸；同鹸（196の，

むべ，ポポウ及び時計草の倍数体：嗣謡（1％の，数射線処理による突然変

異の誘発1潤前（1％6），β線内部照翁による作物の突然変異二小野沢（196の，

アサガオ贔種の日長反応：島灘ら（1969），作物に対する突然変異誘発剤の

影響二小野沢（1974），アルキルメタンスルフォネート及びニトPtソウレア

によるイネの突然変異誘発に関する研究：塚田，関U，谷口ら（1975），小

野沢ら（1976），イネにおけるBias“Resistawt　Mxxt＃ti◎nの誘導に閑する研

究：田中ら（19器）

　　　3）　闘芸学研究室

　落葉果樹特に柿の植傷み輕減に関する研究蒙猪崎（1％7－・69），クリの芽＿

接に関する研究：猪崎・板倉・原ら（1972～79＞，水生疏菜の栽培と経営：

猪騎G975），クリ栽培の理論と実際：同前（1978）

　　　4）植物病理・昆虫学研究室

　イネ縞葉桔ウィルスのヒメトビウンカ体内増殖：奥山ら（X968），庭園樹

木のウィルス病に闘する蘇究；奥山・坂（1974），各種笹温下におけるミノ

ウスバ幼虫の発育算大内ら（197の，ヤマノイモモザイクウィルス窺奥山ら

（1W8），植物ウィルスの感染隈害物質に闘する研究：奥由ら（1978），稲田

におけるクモの生態学的研究：大内ら（xws），クモの表麟微細構造1鈴木

（1978）

　　（2＞農学科，農業経済学専修

　　　1）農業経済学研発室

　差額地代と耕作序列：高嶋（1963），差額地代第2形態といわゆるr叡穫

逓減の法鶏」：高嶋（1964），Ptシア農敬史研究1日南田（1966），1目講座派
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の農業理論：丹野（1％9），資本の展開と小ゴニ地所有論：丹野（1976），カウ

ツキー「農業問題」における理論と政策：横川（1977），長野県俳那地方組

合製紙業の経営方法，組織の蒋質：平野（柳8）

　　　2）　農業経鴬学欝究室

　林閥放牧の経済性に関する研究：中村（re68），農業における純生産の生

長速度と生産資本の集積速度の同時的予測：丸田Gg72），八溝地域広域農

業醗発における畜産闘発の可能性二中村q973），農業経営経済学の体系：

相僻（lgva＞，鹿島開楽と農業：中村（1卯の，ソビXト農業経営学；編耀

（llw5），茨城農業の構造的予灘：丸田くkgrs），自治体饅地政策：楓灘（19η）

　　〈3＞蓄産学科

　　　1）家畜育種・繁殖学研究室

　大豆申のphyt◎aggkuti頭inによる牛精子細胞のTail　t◎Tail　Agglomee一

蝋io鄭縮原・田中・松本（榔5），家畜及び家禽精子のグルーピング；岡

趣（1％①，放射線照翁と産騨について憲同赫G％7），マウスの繁殖能力に

及ぼす原子姫（JRR・1）照射の影響：田中ら（1971～72），　Th磁Kary◎・types◎f

Buf魚1◎es　axxd　Cattle：柏漂・田中・森（x978）

　　　2）家畜衛生学研究室

　豚齢虫症に関する研究：玉騎（1％の，DL一メチオ・・ン銅による豚蹄

虫症の治療：玉騎α％の，牛乳の品質改善に闘する研究蒙白坂・久池井

（r962），癬卵時におけるニワトリ卵及びアヒル卵のEnterObacteriaceaa：

白坂（X963），伝染性アヒル肝炎の本病耐過アヒル血清による予防試験二白

坂・久池井ら（1％4），伝染性アヒル肝炎ウィルス中和抗体の持続とヒナへ

の移行噴坂らα％の，アヒル及びニワトリの消化管内細茜叢の生態学的

研劣雲欝鹸G97e－7D，土浦市近郊のと畜場においてと殺された豚からの

Haem◎philus　parahaem◎lyticu＄の分離並びに血清抗体価：尚前くX977）

　　　3）家畜栄養・飼育学研究室

　菜種粕の飼料学的利用に閣する研究1申谷らG％3～1％の，グリット給

与が幼雛及び中雛の発育叢びに消化管に及ぼす影響：田上ら〈M969＞，雌琢

における繁殖と給与飼料との関連について1周前（19k），　ICR・JCL系ev

ウスの多卵性卵胞について：同前（W76＞，菜種粕に対するγ線照躬の影
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響：中谷（1978），乳牛の飼養法と利用可能なふん尿同汚水の生産量との

関係：石崎ら・（X978），雌マウスの繁殖成績に及ぼす蛋白質給与レベルの

影響：田上ら（柳8）

　　　4）　飼料学研究室

　フィッシゴソリ轟ブルの飼料緬値に麗する研究：吉田ら（196⑪），尿素

の毒性並びにその紡除に蘭する研究：同議（1％3），青刈とうもろこしの硝

酸旛について婁中村ら〈1966），高繊維質材料に穀する説リグニンの効果：

嗣齢q971），野外における乳牛の硝酸中毒と野草アオビユの硝酸含量1圃

蘭（1972），粗飼料中の硝酸嵐について：中村ら（ts72），反甥胃内微生物に

よるNPN利用に対する硝酸塩の影響：吉田ら（X975），高硝酸生草給与時

におけるメン羊ルーメン細菌の硝酸代謝：中村ら（xw6），高繊維質材料に

対する物理的処理の効果：吉田ら（1978）

　　　5）　　畜産物禾離用学研究室

　豚肉の電気抵抗に閣する研究：大高（1％3），豚肉のMg及びC歌建量への

ポーラ＝グラフ法の適周：玉手ら（1965），畜陶の灘ヒに闘する研究：大

嵩・本郷（1％の，牛乳の凍結貯蔵に蘭する研究茸玉手ら（1％9），豚肉の無

機成分に闘する研突：玉手らG972），豚乳カゼインを携成する主要な成分

の泌乳期に伴う変化：永山ら（1974），真空包装牛肉から分離した細薗の低

温における増殖：大高らG975），豚肉の凍結一塩可溶性窒素の抽出性並び

に保水性に対する流水及び窒気解凍の影響：永山ら（1975）

　　（4）　　農芸《ヒ学零斗

　　　1）　土壌肥料学研究室

　農業評撫と土地利用講画：塞轟（1％1），地域計画法の学習；窒農（2972），

生産力を異にする欝一成麟の媚地及び水田土壌の性質の変乾1永井ら

（1963～69＞，ビニールハウス土壌における硝化作用に基づく窒素の揮散に

ついて：永井ら（X967－72），土壌及び廣質中全水銀の無炎漂子吸光分析法：

淺見（X977），水田土壌中の2，3一ブタンヂオールの定壁法：久保田（1978）

　　　2）生物化学研究室

　各種徽類のヂペプチダーゼ及びアミノポリペプダーゼ活度の比較：赤

塚・佐藤らG960）1　Aspergillxxs◎ryzaeのべプチダーゼ；嗣鹸（1963），ラ

413



ll　部局史くX〕一一各学部史

ット薪生児のEpidermE＄の遊離アミノ酸組成：蒼漂，大内らα兜），ラッ

ト表皮プ繋ティナーゼの細胞跨分霧蕊大内ら（1974），ラット蓑皮の酸牲プ

＃ティナーゼの細胞内分窟とその2，3の性質1大内ら〈1975），放線茜

Strept◎myee＄grieeu＄ATCC　3463の耐熱性プesティナーゼ：田十九院ら

（1975），坦子菌Agr◎cybe　tuberosaのアミノペプチターゼ；大内らGgva＞，

ラット表皮のアミノペプチダーゼ薫活性に薄するカチオンとSH化合物の

影響二富原ら（1976），熱変性チトク舞一ムCの硝酸還元醒素様体月蔀村上

ら（19η）

　　　3）　農産物利罵学研究室

　”“　geン酸盗によるWレイン酸シストランスイソメラーゼの誘導的生成1

高村・青由ら（1967～69），CP樹脂によるカルポニルの吸着と溶壌条件：

正木ら（1968），パパイン活性に対する尿素及びグアニジンの影響1副島ら

（1脚），蛋白質の驚量法婁醐島ら（1gn），　Psead“m＃ma＄属細菌における

マgeン酸の代謝とマecン酸號旋酸醒素活性について1高柑ら（1974），水謡

田における施用窒素及び燐の挙動とバランス1高村らq9η），ゼラチン

及びカゼインに贈するプ灘テアーゼ活性の一測定法：　ma木ら（1977＞，

A¢hr。難ob駕搬1頭磯＄M497－1の産生する薪プ雛ティナーゼ雲正木ら

（x978）

　　　4）　　汀さ月難微生堵勿学研究室

　酵母の炭化水素利用に関する研究1相田・山口α％6～69），2短鞭趣αα

aerogeke＄N。、19～35のアミノ酸醸酵転換：淺田らq％9～7D，レブリン

酸資化性酵母に蘭する餅究1相田ら（柳の，Aer◎bgeeew　aer◎geae＄におけ

るグルコースによるアセy酪酸合成酵素の擁制1淺田ら（1975），ペプチド

抗生物質＝Vスチン生産菌，Bec　U　us　c磁韻澱＄の淫罫菌1白井ら（柳5），

B韻盈1聡c◎li就i簸難における細胞内＝リスチン様活性物質と細胞蟹白質に

対するコリスチンの親和性；梱田らα騰），My戯or幽lap◎nicaにおけ

るリピッドの脂肪酸組成1山口ら（柳①，Aαob鰹貫鍍r◎genLeLS一のイソ

ge　Kシン要求性Mutaxxtにおける3種のアセトハイドesキシ酸合成酵素の

存在蒙淺田らくag76）

　　　5）　農業資材4k学研究室
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　牛肝臓ミト＝ンドリアのモノアミンオキシダーゼ中のヒスチヂン残基の

性状：平松ら（fl　grs），牛プラズマのア＃ンオキシダーゼ中のヒスチヂン残

基の必要性：丑十醗ら（1975），瓢救結合酵素アリルアシルアミダーゼ1：

赤塚（1976），P頸c獄1aria◎甥a1におけるキタジンPの新作用：赤塚・児

玉ら（xwη），　Streptomyce＄難r礁si＄の産生する中性プ瞬ティナーゼの亜

鉛：平松ら（1978）

　　⑤　農業工学麟

　　　め　　土地敬良学研劣室

　傾斜地水田における農地整備の基礎的研究：安窟ら（1974～75），竜ケ崎

地区自然環境調査霧灘崎（1艀4），遠心法pF一水分灘定における圧縮の影

響：軽部（1975），茨城県南関東・・一一ムの物理工学的特綴：軽部ら（X975），

研究学園都市緑地基盤調査：川崎（197の，基幹農道交通量の推定につい

て1安當ら（1977＞，篤易柱状採泥器の試作：軽部ら（ro　77），霞ケ浦底泥の

理工学的性質について：軽部（1978）

　　　2）　農業水利学研究蜜

　霞ケ浦流入河灘の水質汚濁と流出負荷に関する研究：田測ら（1975rw76），

霞ケ浦流域の水田における窒素及びリンの動向と収支；同前（1975～76），

霞ケ浦婁久保田らα卯の，霞ケ浦の水質？濁＃田灘（1978），鈴木らG併8）

　　　3）　農業構造学研究室

　土の低圧締固めについて雲麓鰐（197の，カによる土の変化二須藤（柳3），

湖沼の干陸と築造ufi藤（197の，ヒズミによる圧密理論の展閣：撫（10n　5＞，

霞ケ浦の塩分・雷栄養化の条件：須藤（1975），霞ケ浦；須藤ら（1977）、土

質工学の基礎：須藤ら（1978）

　　　4）　農業機械学研究室

　広域軟弱地盤における機械施工：佐野（1966），平坦地疏菜畑における耕

馨道の閥隔について：佑野ら（1％9，息角の確率釣挙覇と寸法効果：林

（ig71），段軸式車輌の研究：佐野ら（1973），クーusンの摩擦法則につい

て：林（X973），傾斜地用トラクタの観究一段軸トラクタのモデル実験；町

田（1解の，急傾斜地罵機械の必要性について：佐野（1976＞，カントW一エ

レベータの粉慶汚染に関する研究：町田（197の
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2　文部雀科学硫究賛補助金受給潜及び研究題昂一覧蓑

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭称35～54年）

昭和35年慶　中村亮八郎

　　ss　　　大内　毅

　　ss　　　玉崎幸二

昭和36年度　島津斉徳

タノ 奥山　哲

　　〃　　　日南田静真

　　〃　　　鈴木光剛

　　〃　　　中村亮八郎

昭和37年度　規原治之助

〃

　　sノ

昭和38年度

　　ノf

　　ff

昭和39年度

ss

難

fS

Sf

鐸

昭和40年度

　　’ノ

佐藤正一一

大高文男

山口和夫

柏原孝夫

中村亮八郎

山口和夫

郷原治之助

青山虎彦

久保田治夫

柏原孝夫

玉崎幸二

山口和夫

中村亮八郎

フKッシ轟・ソリ轟ブルの飼料価値20万跨

放線菌のプPtティナーゼとべプチダーゼ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　15万円

豚肺虫症の治療並予防　5万円

朝顔の開花習性と放射線による突然変異の誘発｝

　20万円

イネしま葉枯病ウィルス媒介虫の特異性

　　　　　　　　　　　　　　　　　　11万円

資本主義期における擬雛シヤ農政史　5万円

土壌初期水分が表面流去に及ぼす影響　8万円

フィッシゴソリ轟ブルの飼料価値23万円

稲，麦の桿生長と倒伏に関する基礎研究

　　　　　　　　　　　　　　　　　　20万円

麹菌ペプチダーゼ20万円

畜肉の電気抵抗　20万円

酵母の核酸集積　婚万円

牛精子のグルーピング　15万円

尿素の利用性向上　20万円

炭化水素資化性菌の培養法　70万円

稲・麦の秤成長と倒伏　2k万円

微生物利用の食品製造におけるグルタミン酸の

ピewリドン化　20万円

水稲根の吸水が浸透量に及ぼす影響　22万円

牛精子のグルーピング　k5万円

豚のウィルス性流産　23万円

炭化水素資化性菌の培養法　67．5万円

稲ワラの飼料儀値増進76．5万円
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タタ 小野沢芳郎

　　ff　　　大内　毅

　　ss　　　醐島正美

　　Sf　　　高津芦照三

tS　　 田中亮一

　　〃　　　日南田静真

昭和磁年度　中村亮八郎

　　99　　　翻島正美

　　9ノ　　　久油井忠郎

曙和42年度　柏原孝夫

ノタ

難

ff

ff

欝

馨

　　タノ

　　ノタ

昭和43年度

鐸

鞍

ss

樫村勝司

大丙　実

奥山　哲

赤塚ヲ氾

高村義親

N野清秋

玉騎幸二

中村亮八郎

久池井忠男

粕原孝夫

塀原治之助

相田徳二郎

　　　　　　　　　　　　第6章　農　学　部

薬剤の生体処理による作物の突然変異誘発

　　　　　　　　　　　　　　　　21．6万円

放線菌プ＃テアーゼの基質特異性21．6万需

大豆蛋白質の精製と凝集機作　9．9万円

酪農共同経営に関する実註的研究　9万円

実験動物の人工授精　9万円

旧露農政史　25万円

稲ワラの飼料極値増進　84万円

パパインの活性中心構造　25万驚

肥育用飼料の資源開発　2⑪万円

農業生物に封する各種ミュタジXンの効果

　　　　　　　　　　　　　　　　　160万円

禾本類におけるIE処理の効果及び突然変異誘

発　1坊円

クスラン卵の休眠期閥に及ぼす温度の影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　2⑪万円

植物ウィルス媒介虫の特異性　11万円

トウモPtコシの4グルカントランスボカーゼ

　　　　　　　　　　　　　　　　　10万円

マレイン酸シス・トランスイソメラーゼの誘導

的生成　沁万跨

わが圏の農罠磨分解と土地所有　13万隔

豚の母子免疫　35万円

稲ワラのサイレージ30万円

ほ乳仔豚の育成方法　100万円

農業生物に対する餐種ミュタジ＝ンの勘果

　　　　　　　　　　　　　　　　　4⑪万円

水稠けい葉緬砲膜の徴細構造　25万円

微生物によるペプチド性抗生物質の生成機作

　　　　　　　　　　　　　　　　　25万円
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薫　部局史（1〕一各学部史

　SS　　　久保綴治夫

ll

昭和44年度

鐸

ll

欝

欝

鐸

大高文男

久池井忠男

糠原孝夫

醐島正美

浅田芳宏

相規哲夫

久保田治夫

昭和45年度　佐野文彦

　　〃　　　玉崎幸二

　　〃　　　日南田静真

　　sタ　　　茅野充努

昭和46年度　柏原孝夫

馨

鞍

鐸

昭和47年度

難

1｝

馨

欝

難

佐野文彦

賑中亮一

中村亮八鄭

田中亮一

佐野文彦

中村亮八郎

大崎和こ二

林　尚孝

田中亮一

水田における地下水位の変勲が浸透量に及ぼす

影響　25万円

豚肉の無機成分　25万円

ほ乳仔豚の育成方法　290万需

農業生物に対する各種ミ議タジエンの効果

　　　　　　　　　　　　　　　　　　20万円

種子螢白質の構造粘性　25万円

L一グルタミン酸一L一バリン醸酵転換

　　　　　　　　　　　　　　　　　　25万円

爾欧ならびに雛シアにおける蓑法論農閣の比較

　　　　　　　　　　　　　　　　　　24万円

水田における地下水貌の変動が浸透量に及ぼす

影響　2⑪万円

農業硝トラクターの利帯拡張236万円

ほ乳仔豚の育成方法　30万円

東欧農業構造政策の史的研究　55万円

植物に対するゲルマニウムの過剰害20万円

蘭発途上属とくに東南アジア地域の高等教育観

力　1⑪o万円

蓑業用トラクターの利罵鉱張192万円

鶏の放射線育種に関する基礎実験　34万円

高繊維質材料の飼料化　33万羅

開発途上騒とくに東南アジア地域の高等教育協

力　70万円

急傾斜地における草地開発用施工機械

　　　　　　　　　　　　　　　　　423万円

高繊維質材料の飼料化　360万円

骨藷の管理作業機械此　108万円

風力利用穏収穫体系　40万円

鶏の放躬線育種　4⑪万円
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馨1

騨

菅原　潔

吉田条二

　　Sf　　　松田智現

照瀦48年農　安冨六郎

　　llf　　　須藤清次

　　ff　　　佐野文彦

紹和49年度　安窟六郎

馨

Sf

fS

蒐月1稔

久保田正亜

軽部重太鄭

　　fS　　　中村　豊

昭和50年度　小野沢芳郊

騨

鐸

鞍

拶

　　Sf

　　fS

照瀦51年度

　　ff

　　ff

縫

石埼三郎

久保田治夫

隅漂治之助

大高文男

横灘　洋

永山精美

石埼三鄭

中村亮八郎

丸田宗平

大崎和二

　　　　　　　　　　　　第6章　農　学　部

表皮の綱飽分化とHistidifte　P恥艶漁の生成反

応　38万円

反甥家畜における尿素ならびに誘導俸の利用

　　　　　　　　　　　　　　　　　25万鐵

イネ科作物のリグニン形成22万需

囲場整備におけるシステム工学的手法

　　　　　　　　　　　　　　　　　168万題

霞ケ浦の溝濁と水利用　1010万円

急傾斜地における草地蘭発周施工機械　75万N

躍場整備におけるシステム工学的手法

　　　　　　　　　　　　　　　　　168万円

土の静的締圏め　45万円

水田土壌中のアル臓一ル類　26万円

蒋殊地におげる土壌の成囲と物理工学的性質

　　　　　　　　　　　　　　　　　25万円

反霧腎内における確酸の代謝　3⑪万四

突然変異育種における有周な物理的・牝学的変

異原　20⑪万四

家畜糞尿，同汚水の処理および利層　32⑪万円

かんがい撲水が河規水質に及ぼす影響

　　　　　　　　　　　　　　　　　430万円

イネ地上部器官の構造と機能　18⑪万麗

凍結豚肉の晶質に鰐する熟成度・凍結速度等の

影響　100万再

19世紀末ドイツ証会民主党の農業政策　3⑪万円

豚乳蛋白質一特にカゼインの性状　30万麗

家畜糞尿，岡汚水の処理および利用　300万円

反編胃内微生物による炭素源の科罵　270万円

長期農産物髄格の予灘　150万円

農業初心考に封する伜業技術習得捉進法
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tt部局史〔の一各学部史

si

欝

縫

浅見輝男

訟田轡萌

白井　誠

　　Sf　　　軽：部重太郎

　　〃　　　塩　光輝

昭和52年度　丸田宗平

　　ss　　　長南信雄

鐸

欝

ll

騨

欝

昭瀦53年度

　　Sf

　　〃

難

欝

昭和54年度

鐸

繋

＃

菅原　潔

久保田憲亜

枳川誓夫

中谷哲郎

承出精美

丸田宗平

中村亮八郎

松田智明

塊　光輝

安窟六郎

中村亮八郎

田瀾俊雄

田中亮一

翻島正美

　　　　　　　　　　　　　　　　　150万円

土壌一植物系におけるペリリゥムの行動と分布

　　　　　　　　　　　　　　　　　130万円

永穰下位節閥の皮贋繊維の形成に関する電顕観

察　33万需

＝リスチン生産菌Bae．　Co蕪st泌難の自己溶菌

　　　　　　　　　　　　　　　　　37万円

土壌の保水性とその測定法

圧霧におけるクリープ沈下

長期農魔物極格の予測

イネ科作物の葉における維管束の微継携造と機

能

ラット衷皮の細胞分化

水田土壌より揮発する有機物質

ドKツにおける農業経営研究の発達

菜種粕の給与にともなう動物体内チオシアン酸

塊の生成

家畜の生理約条件，特に慮液性状と畜掩の贔質

との閣係

長期農産物衝格の予濁　6⑪万円

繊維質醗生物の飼料的利罵　X60万円

水稲の強勢頴花と弱勢頴花における子房組織の

比較　40万円

二次圧密の要因　40万円

麗東eCX　一ムの力学的特性　鐙0万円

繊維質醐生物の飼料的利罵　6⑪万題

土壌浸透水の水質変化　120万円

牛属の細胞遺伝学的研究　300万円

リジールペプチド結合に特異的な薪プ雛テアー

ゼ　250万円
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〃

〃

〃

久保田正亜

菅原　潔

軽部重太郎

第6章農学部

水田土壌中の2，3一ブタンジオールの消長と生

成菌　45万円

表皮の細胞分化　40万円

粘土の分散・凝集と物理的挙動　70万円

3　学会等からの受賞

　研究・教育活動が活発になる

のと比例して，その成果に対す

る学会・社会の評価も高まり受

賞件数も増加している。以下に

年代別に記録する。

　昭和36年5月　佐野文彦「も

ぐら暗渠に関する研究」農業土

木学会賞（学術賞），昭和38年4

月　副島正美「パパインの酵素

作用に関する研究」農芸化学賞，

昭和45年4月

藻

轟

コバルト照射装置

　　　　　　　相川哲夫「農法論研究及び農業経営のドイツ古典理論に関

する研究」日本農業経済学会賞，昭和48年12月　柏原孝夫「ベトナムにお

ける高等教育協力」ベトナム共和国文化教育勲章（勲二等）授与，昭和49

年4月　中村亮八郎「飼料の栄養学的特性とその利用に関する研究ならび

に後進者の育成」財団法人西川畜産奨学財団から表彰，昭和49年4月　川

原治之助「イネ地上部器官の形成に関する研究」日本作物学会賞，昭和49

年11刀　中村亮八郎　産業教育90年記念教育功績者として表彰，昭和52年

4月　田渕俊雄「粘土質の水田の排水に関する研究」日本農学会賞，昭和

53年4月　長南信雄「禾穀類の葉の構造とその機能的意義に関する組織形

態学的研究」日本作物学会賞，昭和54年5月　茨城大学農学部霞ケ浦研究

会（代表　須藤清次）　「霞ヶ浦の水質汚・濁に関する研究」日本農業土木学

会・学術賞。

　その他，文部省科学研究費の特定研究・総合研究等の一部を分担したも

のや他官庁等の委託研究費を受けたものなどについては割愛した。
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班　部局史（1〕一各学部史

第5節施設・設備・予算

1　キャンパスと建物

　蔑学部が現准保有しているキャンパス（土地）面積の大部分35X，181㎡

は学部発燈時に取得したことになっている（表1参照）が，正式には昭瀦

33年くro　58）X1月に大蔵省関東財務局より所管換えとなった．同蒔に駈管

換えとなった建物の多くは，何れも昭和初期に建築されたもので，軍施設

の転用物であるため使用効率が悪く，また老朽化の進特が著しく，教育研

究上多大の支障をきたしている．資料の昭瀦27年度の項にこれらを詑載し

た。その後の建物についても鉄筋＃ンクリートの本格的な建て方をしてい

るものは，わずかに昭湘44年度のアイソトープ照翁霊と50年度の廃液処理

保管康があるにすぎない。これは第1節4の将来計繭の項で述べたよう

に，国立移管以後現在に至るまで，農学部の長期施設整縮計醐が来定のた

めである。なおキャンパスの位鐙及び面積は，学部発足時とほとんど変牝

していない。

2　設 旙

　文部省の特鍵設備費等で購入した比較的大型の研究・実験設備を表4の

後半に記載した。その他に科学研究費・校費・委託研究費等で購入した設

備もあるが省略した．曙和［44年度U％的までは蒋剥設備費での購入物件

は管無であった．

3　学部予算

最近20年闇の学部予算の推移を見ると，昭和35年度（1％のに13，180千

円であったのが，昭和40年度には29，639千円に，45年度には53，219千円

に，50年度には96，821千円に，更に54年度には154，994千円に増茄してお

り，物価の上昇を考慮しても次第に発展する様相が予算規模からも朗らか

である．これらの金額は決算時の校費で，給与等の人件費は算入していな

い．ただし迂年は光熱水料費を筆顧に省種研究資材等の値kがりが著し
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く，校費の不十分さは否定できない。

4附属施設

　農場は別として，現在附属施

設としては昭和44年度に完成し
　　　　　ガンマロ
た放射線（γ線）照射施設（6°Co，

137Cs），　RI実験室（トレーサー

用），電子顕微鏡室，計算室，機

器分析室及び温室・ガラス室・

中小動物舎等の研究用諸施設が

ある。なお昭和52年度に汚水処

理施設が完成し，生活・実験排

水の十分な処理が可能となった。

　　　　　　　表1

第6章農学部

磯

汚水処理施設

キャンパス・施設及び設備の取得状況

年月日1 事 項 陣 積　備 考

昭和27年度

〃

〃

〃

ノノ

ノノ

〃

〃

〃

〃

〃

〃

〃

28年度

29年度

32年度

〃

農学部土地

学生ホール

畜舎

学生寄宿舎

阿見宿舎

事務室及び研究室

講堂教室

化学実験室

畜産実験室

畜産加工実習工場

生物化学実験室

農場事務室同研究室

畜舎

阿見宿舎

図書館

牛乳処理所

堆肥舎

　　　　ma

351，181

　　409

　　230

　1，636

　　124

　2，958

　1，404

　　965

　　393

　　674

　　161

　　580

　　316

　　245

　　836

　　42
　　171

Sl
S2
S2
S2
S3
S6
S6
S6
S6
S13

S15

S16

移築

〃
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瓢　部局史〔工〕一各学部史

33年度

タノ

＃4年度

｝1

躍隆籟倉庫
　　　　　　

　　　　　　　　　　　　

37年度1事務庁舎

〃　　，器械器具保管庵

3鋒劇

1鶏舎

豚舎

農学部土地
i

l収納舎

　　　　車庫

〃　　　研修所

39年度　馬房

4X年度　農業機械学実験室

〃　　　実験動物飼育室

42年度　体育器具置場

！ノ　　　馬房

〃　　　牛舎

SS　　l阿見宿舎

43年度　家畜管理室

99　　 鴨見宿舎

44年度　農学部土地

〃　　1土地改良学実験研究室

〃　　　簑業造構学実験研究室

菊年度　アイソト　一一プXンクリート照射室

〃　　｛飼料室

46年度　水利学実験室

〃　　｝講義棟
　　　　　　　　　　　1

47年度・収納庫

〃　　　馬房

48年度臨房
〃

5⑪年度

ノノ

s2年度

豚舎

農芸化学科実験研究室

廃液処理保管庫

廃水処理施設完成

69　1移築

135・

472

198

31

174

6x21

72

48

72

7x
4281

811

12朝

99

烹81

672

k86

86

10⑪

烹64

229

48

641

294

397

192

14⑪

1141

92

235
　　　　　　

69

｝1

寄付受け入れ

移築

寄付受け入れ

移築
ノノ

寄付受け入れ

新築

寄付受け入れ

移築

新築
fノ

／タ

寄付受け入れ

新築

／l

ノタ

／タ

用途廃止

新築

鍵

ノノ

Xf

〃

〃

！！

鍛年度

47年度

Sf

趨付受け入れ
萩築

　　〃

ff

特別設備費

　　〃
1｝

電子顕微鏡

牛乳処理装置

窒素自動定量装置

　千円
4，4001
　　　　　　　

もgo⑪

島30⑪
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48年度

49年度

S／

！ノ

5◎年度

51年度

52年度

fS

if

53年度
ノノ

54年度
｝｝

1ノ

　　ff　　液俸シンチレーシesン

　　　　　　カウγタ

　　〃　　プラズマジ。。ット発光

　　　　　　分析装麗

lRI施設等経費　サーベメーター外

特別設備費　全有機炭素計

　　〃　　　走査電子顕微鏡

　　Sf　　　Ptルチ灘光顕微鏡

　　fノ　　ガスク獄マトグラフィ

摩生舖導設備充実費　ボート

RI施設等経費　熱螢光線量計

1特刷設備費　凝集分散測定装置

学生厚生補導経費　オーシssンアナ

　　　　　　　　　ライザー

特別設備費　万能引張圧縮試験装麗

　　fS　　　電子計算機

R正施設等経費

第6章農学部

鵬332

12，50⑪

k，900

3，50e

5，0⑪⑪

7ゆ⑪⑪

8β⑪⑪

1擁88

島⑪⑪0

9，00⑪

　747

2も⑪⑪⑪

8，6⑪⑪

黛β⑪⑪

第6節附属農場

1　組織と管理還嘗

　農場は，農学部教授会で選出・併任された教授（農学部）が農場長とな

り，その下に教育研究部（主事益びにその他の専任教官で構成）と薯務部（事

務長，係畏並びにその他の事務官，技官で構成）とが置かれている，、襲場職員

は合計23名に達したこともあるが，その後の定員醜減で減少し親在は21名

である。

　専任教官の整備は徐々に進み，昭和37年（1962）に助教授1，助手1，

教務職員1の陣容であったが，43年には助教授1，助手3となり，52年に

は助教授2，助手2となった。教官は教育・研究のみならず生産現場の業

務にも関係している。以酋農場の事務系職員は農学部事務長の下に農場係

として組織されていたが，昭和47年に農場婁務長が薪設され，農暢係は総

務係に名称変更された．薯務部の組織は庶務・会謙等のほかに，生産理場
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での耕種・機械・果樹・疏菜・養畜に分類される業務に分けられ，酋者は

3名の事務官が，後看は13名の技官が受け持っているe

　農暢の管理逮営に蘭しては，農擾長の諮問機蘭として襲学部教官著干名

が農場職員と協力紐織する蓑場運営委員会が従来機能してきたが，農場の

あり方をめぐって鋭い慧見の潟立が生じ，昭灘45年4月から凍結状態とな

った窪ま親窪に至っている。その他，作業中の藩故防正を目的として，教

官・事務官及び技嘗から構成される茨城大学擬学部農場安全委員会が設置

されている。

　昭和46～47年に畜塵に趨因する悪臭による公害問題が付近の住民から提

趨され，47年には養鶏部門を廃止し，49年には豚禽を園場中央に移した。

また定員削減の影響を受けて昭湘53年には日産700氷の寮乳加工を行って

いたミルクプラントの操業を中翫した。一方羅場閑係では，昭湘49～51年

に水田2漁が臨場内に造成され，また果樹では照漁38年に栽植されたモモ

が52年で栽培を打ち切られ，代わりにスモモが薪植された．更に巨峰等の

ブドウが52年に増殖され，またクリは昭和47年より年次計爾で改植され

た。

2　キヤンバス，旛設・設旙・予算

　　（勤　串ヤンパス

　現在キャンパスは水田20⑪a，畑1，3⑪0総，果樹懸21⑪a及び防風林その

他1，28⑪a計2，990aであるが，蟹立移管後その位罎及び薗積はほとんど変

化していない。ただ水田幣地だけは農学部キャンパスとの聞で若干の交換

が行われた。例えば，農学部本館裏飼の40aの水田は学生の実習用として

貴重な存在であったが，付近の工場廃水が流入するようになり，やむをえ

ず昭和49～51年に，襲場南側の園芸試験場寄りの角地に水田2捻を開田し

て実習用に使用しており，元の水田用地は農学部に返還した，，

　　（2）旛設筏ぴ設儲

　農場の施設等については，建物の規況は表2に示したように総建築面積

は1，872㎡であり，また建設の経過は表3に示した．また環在飼育してい

る家畜は乳牛及び豚であるがその頭数を表4に示した、一方農機具類の主
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表2　建　　物（㎡）

区分

農　場麟　舎牛　舎膝　會

事務室

WI　WI　RI　R正

豚　舎｝旧牛乳鵬　舎堆肥舎農機具収趣含

　　処理所　　　　　　　倉　庫

WIW皿WIW工WIWI
欝

面積馴23。陣い2135　lcel釧ml：i74　1紳β72

表3　轟場施設等の推移（農業機械を除く）

年　・　月 事 項

昭和28．5

　　31．3

　　33、3

　　35．3

　　37．2

　　爆3．3

　　嘱．9

　　礁7．慧

　　48．3

　　紛．3
　　欝⑪．＄

　　54．3

　　＃4．5

農場事務室を本館から現在地に移す

第2農場を水戸財務部に返還

牛乳加工場を現在地に移築

収納舎を圃場内現在地に移築

農機具倉庫を圃場内現在地に移築

牛舎（乾燥叡納含及び連動スタンチオソ）を薪設

小型貨物自覇車（ライトバン）購入

牛舎搾乳装置の近代化（パイプライン方式）を園る

農場プレハブ教壼を仮設

豚禽を圃場内に新設

小型貨物自勲車（ト鍵工一一ス）購入

米麦乾燥調整装麗を購入

水田灌瀧のため霞ヶ浦用水を導入

表4　家　　畜

区分1乳　　牛1　　豚　　1備　　考
成牛清成1仔牛睡豚肥劃子豚 乳牛育成牛中

オス　1頭羽｛1d　715131・　2・
表5　主要農機具及び装置類

名　　　　　称 台数 備　　　　　　　　　　　　　考

大型トラクタ マ 6⑪PS1，3⑪～魂⑪PS5，欝欝PS1

小型トラクタ 6 乗用小型1⑪PS1，3．欝へ唱．朧PS5

電動機 1⑪ 三相

大型トラクタ作業機 35 プラウ，シードドリル，フ愛一レージャ，ベーラ，

その億
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小型トラクタ伶業機　20

田植機　　　　　　　　3

geンバイン　　　　　　2

トレンチャ　　　　1　1

バインダ　　　　｛1
定置用作業機　　　　｝12

米麦乾燥調整装置　11

サイge　　　　　　　　3

飼料撮搾機　　　　　　1

搾乳装躍　　　　　　　1

自露陣　　　　　　　　2

　es・一タ鴉プラウ，培土機，その弛

二条及び四条

　自脱型及び普通型（刈幅21⑪徽）

一条用

，脱穀機，カッタ，その他
1
岡時乾燥処理能力X3、5k2

内容量ro　t

麗搾能力5＃＃kg

パイプライン方式

　ライyバン及び貨物自動車

要なものを衷5に掲げ，その整儲の経遇を表6に示した．

　昭胸33年（1958）に乗用トラクタ（MFss）1号車が導入されて以来次第

に台数も増え，耕趨・整地・運搬などトラクタを中心とした偉業捧系が紐

まれるようになった．37年にはトラクタ直装式のスワース・スプレアが購

入されたが，45年にはトレーラ型のものが導入され，果樹・疏菜等の防除

体制が確立された．

　またフォーレージハーペスタが昭和38年G963）に購入され，青刈飼料

作物の収穫は大幅に能率化された．更に牧草の乾草収納には昭和48年にヘ

ィベーラが導入され，牧場実習にも利用されている。昭和44年には大rw　xe

ンバKンが導入され，その後も自騰型コンバインなどが導入されて水獺・

麦類の収穫が能率化されるとともに農擾実習の教材としても効果を高めて

いる．54年には小型のライスセンターが完成し，＝ンバインと轡着してそ

の成果は大きい，、

　昭和48年にはトラックスケールが購入され，飼料作物の盤産彙や給与数

彙の掘握が容易になった。47年には搾乳法もそれまでのバケット方式から

パイプライン方武に改善され，作業が機械化された．

　　　　　　　　　　　表6　主要農機械の整備

年・月1 機 械 名

欝召希P29．　3

　　31．8

トラクタ（キャタピラ式）管理替

ガーデントラクタ（8PS）購入
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33．

3邪．

3蒔．

欝7．

38．

魂⑪．

42．

壌2．

43。

43．

44。

3

3

9

7

3

1

黛

9

9

9

10

乗用トラクタ（MF35）購入

横型通風乾燥機購入

乗用トラクタ（クボタ）購入

　スワース・スプレヤ（トラクタ直装式）購入

　フォーレージハーベスタ（イソタ）購入

乗用yラクタ（MF35X）購入

膿灘誌購入
　　　　縦型通風乾燥機購入

　　　ゆ駕脳潔型）購入

45．21スワース・スプレヤ（共立トレーラ型）購入

45．9　乗用トラクタ（ドイツ）購入

47．1創乗用トラクタ（三菱R250⑪）購入

畦7．1黛

4＄．9

聡．瀞

4欝．11

銘．鷲

娼．ll

鑓．lo

駿．鴛

欝欝．欝

s3．驚

＄3．3

ee　6章　農　学　部

移穂機（トランスプラタン）購入

バインダ（RS3⑪⑪）購入

・…一ンハーベスタ購入

ヘイペーラ（MF15）購入

トラックスケール購入

乗用トラクタ（MF133）騰入

wwンバイン（ヰセキDH1⑪⑪⑪型）購入

トレンチャ（カワベTFC410WL）購入

乗用トラクタ（インター576型）購入

スワース・スプレヤ（共立BST4⑪C型）購入

田植機（4条植）（ヰセキDF450ARW）購入

　　③　苧　　　算

　国立移管当初100万円程度であった蔑場運営費も時代の趨勢とともに増

大し，機械設備費等の特別予算を含めると，昭和41年度は400万円に，47

年度は1，400万円に，54年度は2，　000万円となった．通常経費は農場生産の

蚊入とにらみ合わせて予算が配当される．本農場においては，幸い配当予

算を溺減されることもなく今日まで経過し，収入も年々順調に峰びてきて

いる。
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3　教育活動と研究活勤

　　〈1＞教育潰動

　農場専任教官の整備に伴い，従来農学部の教官に依頼していた農場実習

慧（2単位）と牧場実習（X単位）も徐々に農場教官が担当するようになっ

た。しかし，学園紛争を契機とした昭和46年（X971）度のカリキ議ラム全

面改革により，農場実習1（2単位）及びttを廃止し，農場一般実轡ω単位）

と農場特別実習（6単位）を開講することになった、，この農場特別実習は

一定面積の圃場又は家畜を使屠し，学生が自ら実習の計画・管理を行い，

そのまとめを行うもので毎年数名の学生が履修し，評判も悪くない。濠

た，農場一般実習は年々受講学生数が増加したため，昭和48年にプレハブ

教室を仮設したが，近年はこれも手狭になる状況である．また，春と夏の

休暇を利用して行う農場季節実習（1単位）と牧場実習は農家に依頼して

実施するものであるが，毎団10名程度の希望者があり，実習先での評判も

良い，、そのほかに農作業技術論（3単位）も開講している，、

　最後にカリキ晶ラムとは関係ないが，昭和42年12月から毎年2翻程度大

型トラクタの運転免許講習会を行っている．これは学生の強い要望を受け

入れ，茨城県警察本部交通部運転免許課並びに茨城県自動車学校土浦校と

連絡を取り実施しているもので，20名を限度としているが，毎圓80～90％

の合格者を出している．

　　（2）研甕活勤

　農場に研究費の配当を受けるようになったのは，昭和44年〈　ma69＞ごろ

からであり，そのころから次第に教宮の研究活動も活発になってきた，o昭

和45年（IWのには各自の研究テーマとは刷に農場教官が共阿研究テーマ

として，作業技術の改善に関する問題を取り上げ数年にわたって研究会を

行った。また近年は学外者との共同研究や著書の出版が多くなっている。

共同研究の例を2，3上げると，緩ケ濾研究会」に参加し（大崎，吉jll，

森泉，吉田），霞ケ浦の水質汚濁防止対策に積極的に取組んでいる．また農

林水産特別試験r湖沼・水路底泥の農地還元に関する土壌工学的研究」

（昭秘1～53）にも大綺，森泉が参加したk
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　　　　　　大型トラクタ

　更に全国大学農場の共同研究テーマであ

る（1）水稲慣行収穫法の地域性とその成

立要因に関する研究（昭和47～49）（大崎，

吉川，月橋森泉），（2）慣行田植法の地域

一叢

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大型サイロ

性とその成立要因に関する研究（昭和50～52）（同上），（3）我が国における

耕地利用の現状とその地域性に関する研究（昭和53～）（大崎），（4）家畜ふ

ん尿・同汚水処理及び利用に関する研究（昭和50～51）（吉川）などがある。
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第7章教養部
第1節　教養部設立

1　本学の一般教育

　本学の文理学部改組以前における一般教育は，そのうちの一般教育科目

と外匡語科Hの両分野を文理学部が，保健体育科目の分腎を教育学部が担

当した。これと嗣時に教育学部の英・国・社・数・理の5教科の専門教育

については文理学部が，また文理学部の教職科目系の専門教育は教育学部

が担当するという方式であった．各学部の機能を分けながら両学部で一体

化した有機的な大学の機能を果たすという点では，新欄大学の一つの理想

形態を実現したものである．しかし大学制度の実状からみて，このような

形態は育たなかった．文理学部にとっては一般教育の負担が専門教育の発

展を妨げるとみられた．そして教育学部にとっては5教科の専門教育につ

いて，カリキュラムの自主性を阻害されると考えられるほかに，全学の学

生増に伴う文理学部の一般教育科目・外国語科目の授業不足分を補うた

め，この分野での協力も強いられてきたと考えたであろう。

　このように一一Wt教育は専門学部の中に結合一体化されていても，学部の

発展が専門教育側からなされるために，常に余分な負担と映ってくるので

ある。したがって教養部設立は，文理学部改組問題の進行が人文学部，理

学部の独立となる中で，取り残される一般教育をどう取り扱っていくかと

いう改組計画の附随的問題として裏面化したのである。それは昭和39年

くX964）6月の文理学部教授会に提案された3学部案から翌年5月に提案

された2学部1教養部案に至るまでのわずか1年という時闘経過に最も象

徴的にみられるであろう．もちろん専門教育偏重の立場ばかりでなく，専

門教育体制の中に含めて一般教育を行うのを理想とし，そこに積極的鰯面

のあることを認める主張もあった、しかし文部省を含め，学外的には，ペ

ビーブームの波及による学生急増対策を，当時の高度経済成長政策に絡ま

せて理科系の強化，合理化に求め，人文・社会系に緑しては厳しい舗限を
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加えたという事情が極めて大きかったのである。こうして文部省の行政指

導による合理化の厳しさと，多数の教官のもつ専門学部志向とがあいまっ

て，文理学部では専門教育と一般教育を切り離して，専門教育は人文学部

と理学部で，一般教育は教養部で行うということになった。このような専

門学部志向の中で「落し子」として生まれてくる教養部のために，文理学

部制度が持っていた一般教育の存在理由とその積極面を評価し，充実して

いこうとする流れは，後述のような「教養部4原則」を改組の条件として

生み出すのである。

2　教養部設立の経過

　さて昭和39年の3学部案（教養・経済・理）が文部省との交渉でわずか1

年限りであえなく消えてしまった結果，昭和40年にはもはや教養部の設置

教養部校舎（1号館）
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は免かれないとの判断が，文理学部の共通認識となった、、そこで教養部設

麗のための準備が次の三つの段階をたどって進められることになる、

　①　昭和40年（M965）5月26H，文理学部教授会において教養部設立準

備委賛会を置くことが決驚された．文学科4名，経済学科3名，理学科3

名計10名の委員が任命されて，碍6月23Bに発足した．委員長は島磁雄次

郎教捜であった．委貴会は委員長名をとって難島田委員会欝と通秣した

が，先に承認（昭40．翫／轍授会）された教養部設躍のための4原期の具俸

的内容を審議するという浩鋤を行った。すなわち実際の設立活動よりその

欝段階としての資料収集と学内への啓蒙活動が重要な目的となった．委員

会は集申的な審議によって4原購の艮体化方針を明らかにし，かつ教育・

工・農の3学部に対してその説開を行ったが，委貴擬島漢教授の病気入院

等の事梼もあって，昭和40年12月1嶺の教授会に最終報告を提出した．

　②　昭和4X年2月16日，鹸記委員会を解散して歌めて…般教育閥題研究

委貴会を置くことが決定された，、文学科4名，経済学科3名，理学科3

名，計10名の委員が任命され，委貴長は桜井益雄教授であった。第1圃委

員会を昭和41年3月憩臼に開き，前委員会のあとを引き継いで資料の収

集，教養部関係諸規期の整備を行い，雨年度に続いて教育・工・農各学部

と折衝を行った。更に41年4月27日の教授会で組織委員会（委員長醐松久弥

教授）から文理学部から教養部へ移行する教宮数は26名との報魯があっ

た．そして41年6月2日の評議会は学内措置で一般教養部（のちに教養部と

名称変更）を置くことを了承し，6月10日に学内措麗の初代教養部長に桜

井益雄教授を雛令した．

　③　曙和姐年11月16日，文理学部の改組が実現する見通しがついたの

で，麓詑研甕委員会を解散し，教養部へ移行する教官の中から9名（文理

S名，教育X名）による教養部準備委貴会をおいて，より具体的な実施準

備作業に入った（教育学部委員は席を設けただけで，実際は文理学部の8入の委

員会となった）。委員長は山口正教授であった．なお11月末に移行は28名と

決定した．

　一方において学内措罎による教養部の第1圃教宮会議が11月17日開か

れ教養部逮鴬の実務颪も動き灘したのである。そして昭瀦41年12月1日に
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は，全学的な運営機闘として二方義学長の下に教養部設置委員会が設けら

れた．委員は文理学部からは大場千秋学部長を含めて5名，その他の盗学

部からは，学部長を念めて各3名，それに学商発令の部長（同日付で桜井益

雄部蔓の辞任により武田悦次郎教授が発令された）及び上記教養部準備委員会

から3名の委員が，専門委員として参燦することになった。更に藤村通学

生部長と増田1云一事務局長が撫わり，教養部準儲委員会が作：成した諸規購

案，カリキュラム案，人婁案について，全学的な調整が行われたのである。

　さて上詑の③，すなわち第3殺階の経過において最も難就したのは，文

理学部内ではだれが教養部に移るのかという移行入箏の問題であり，工・

農両学部に対しては教養部の年限を侮年にするかという閣題であった。更

に教養部の教官は定員37名で発是することとなったが，その内訳は文理学

部より28名，教膏学部より4名（体育），残り5名は薪規採用となっていた

ので，この5名のポストの教科の検討と公募の期閣が短いことも問魑であ

った。

　なお，教養部の隼隈については，水戸地区の各学藩と教養部（学内措麗）

は2年翻，工・農学部は1年鵜を主張したため，学長裁定により学生の教

養部在籍は全学部とも1年畢，工・農学部学生は水戸地区1年でその後は

ff立・阿見地区へ移動することとなったe

3　教養部殺立に当たっての4原財

　教養部設立の過程は上寵のとおりであるが，その設立に当たっては以下

に述べる4原財を基本としていた．文理学部改組に関しては，教養部を麗

かずに教養学部を設置し，その中で一般教膏を組当していこうというのが

本来の願璽であった．しかし昭和38年1月28日，中央教育審議会（会長天

野貞祐）から文部大臣に答申されたr大学教膏の改善について」には，教

養課程の教育を挺当する組織を翻度的に確立することの必要性が示され，

5学部以上の学部をもつ大学においては教養部の設躍が閥始されていた．

概に述ぺたような幾多の経過を経て，もはや教養部を作らざるをえないと

料断されたときに，学内的差瀦とならない教養部をつくろうという願いか

ら，教養部設立に漁たっての4漂劉が生まれた．この4原顯は趨草考であ
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る教養部設立準備委員会委員長島田雄次郊教授の名を憲して，鴇田4原

則多’と称した。その内容は以下のとおりである．

　1）教養部は各学部と対等の自主性を保持すべきである，、

　2）教養部は全学の学生を預るという性格に基づき，また一般教育の本

　　来の理念に基づき，総合性を確立すべきである。

　3）教養部教官の研究条件は，盗学部のそれと全く平等となるべきであ

　　る。

　4）教養部教官の負狙も各学部教官の負担と均衡を図るべきである。

　この4原期は昭和40年5月19日の文理学部教授会において承認され続

いて設置された教養部設立準備委員会において具添的内容が審議された．

そして同年12月15日の教授会において病気入院中の島繊雄次郎委貴長の代

行北繁教授（同日病気のため桜井委員が代理）から報告された。その趣旨は

大要次のとおりである、、

　　　1）　臼　主　性

　教養部の管理凝営並びに組織については別紙で報告したうえ，現在の大

学は一般教育と専門教育の二つの課程をもっている。両課程は木来，相互

に並び立つものであって，軽重の差を考えるのは教育的でない。ただし両

課程の時間的順序は一般教膏を先鷲させているのが遜碗である。これは語

学など基礎的なものを含むためである。したがって専門学部へ進む全学生

を収容してX～2年次において履修させる。この際学部の希望を反映さ

せ，かつ一般教育課程の目的を達成するためには，多くの解決すべき問題

点がある．

　　　2）総　合　性

　カリキ雌ラム編成上，教養部の理念に関連する分野が出てくるが，これ

らの点については十分討議されていない。しかし幅広い人闘性を目指し，

劇造性，総合能力の養成とあわせて基礎的学力の養成は，教養部の理念，

霞標の第一である．また知識欲，翻造性，総倉能力の養成のため，幾つか

の提案がある。例えば教養部にゼミナールを設ける，総合科目を設麗す

る，共嗣講義科目（統一科K）を設麗するなど、

　　　3）研究条件の平等
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　研究設備の充実と学部施設の共同利用をはかる（その他予算配分などの具

体的要望）。

　　　4）負担の均衡

　教養部教官だけで一般教育を行う場合は，36名の場合1入当たり週14．7

時聞，41名の場合でも同12．9時間となる。このため次の提案を行う。現行

カリキ轟ラムの中で，①一般教育科目を整理する。②学部教官に基礎教育

的分野の兼担を依頼する，③専任教官を増加する。④その他多人数教育問

題が起こるが，教室の収容力を大きくする．

　この4漂期は教養部設立準備委貫会によって当時の各学綿（教膏・エ・

農）に対しても説明を行ったほか，評議会においても説明，承認されたも

のである．また文理学部の改組の見通しがついたのち，全国の文理学部長

会議において大場千秋文理学部長より報告された．その後，愛媛大学文理

学部より照会を受けたので，文理学部事務長より罎答書が送られている。

この回答書には具体的な説明が燦えられていた．

　この4原躍の真の実現は茨城大学全体の教養部への蕩力をまって始めて

可能になると考える、教養蔀の設立後十有余年を経過した今日，我が茨城

大学において，この教養部設立に当たっての4原則を記憶しているものは

果たして侮入ありやと問うてみたいのである。しかしながら教養部は自主

性確立の動きを進め，その限界の中で総合科目の設置等を通して総合性の

追求を図り，研究条件と負担の均衡を求めながら，絶え閥のない改善，改

革の前進を続けている、教養部改革還動の基底には今もなお，≦島田4原

財肇の精神が生きているのだといえよう．

第2節　教養部の成立と体制確立への動ぎ

1　教養部の1薪捧舗

　昭和42年（1967）6月1日，教養部は剃度上の組織として正式に発足し

た．4月1日に発足できなかったのは，昭秘1年の年宋に国会が解散さ

れ，昭和42年度予算の蟹会での成立が遅れたためである、，しかし昭和41年

11月17日以降，教養部へ移行する予定の教宮による教官会議が学内発令の
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部長武田悦次郎教授の下に露かれ，教養部成立までの入事，予葬，教務そ

の他種々の問題に関する審議が行われた。

　　〈1＞教露携成

　教養部の教官は37名で講成されたが，この積算の基礎は入学建貴3⑪⑪名

につき教官15名，それから上は入学定貴100名ごとに3名として計算され

た．歌組による本学の入学建員は人文学部180名，理学部125名，教育学

部330名，工学部300名，畏学部90名，計1，025名だったので，教養部の

教宮数は次の爵算により確定したものである．

　　　　1，025－300
　15十　　　　　　　　　×3＝15十21十1誕37
　　　　　100

　教官37名の内訳は，入文系列6名，社会系列δ名，自然系列7名，英語

8名，ドイツ語6名，フランス語1名，体育4名であった．そしてその拠

出は旧文理学部からの移行28名，教育学部からの移行4名，薪規採用5名

であった．なお薪規採罵は論理学，証会学，牝学，ドイツ語，フランス語

の各1名であった．

　　〈2）運嘗組織

　教官37名によって教捜会を構成したが，人事に関する事項は教授のみの

教授会で審議されることになった．また学内の逮厳紐織に封しては，評議

貫として北繁，佐藤正己爾教授，教養部還営委員として富簡健次鄭，山口

正，北繁，高木醗，佐藤駈3の5名の教授を選出した、部内運営には学内

措置教養部の段階で既に人裏，教務，予算施設，摩生補導の各委員会を昭

和42年2月に発足させて準備に当たるとともに，岡年6月の教養部成立後

にも継承した．このほか閣書委員会を42年6　ffに発星させ，部内の麟書充

実と一一rw教養尚け図書選定に当たり，僧せて全学蹴書館の運営にも参煎す

るという新しい組織を設けた，このほかi～2年次の多数の学生を預ると

いう教養部の立場上から，摩生補導委員の負撫軽減のため，学級撫任制を

施行した。この鋼度は1，025名の学生を学部，学科，選修等によって30ク

ラスに分けて担任教官をおき，奨学生の審査から諸屈（願）その勉生沼指

導について助欝や認邸を与えるものである．
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　　③　カリ串ユラム

　教養部は1．5年舗で発星した．この中で一般教育36単位，外國語2か國

語12～16単位，保健体育4単位合計52～56単位を消癒し，かつ工・農学部

学生は1年で移動するため，外撰語と体育は日立，岡見地区で開講する必

要もこれに加えられる条件となった．また一般教育科目は1科目4単位を

原購とするという設麗基準上の剃約もある．したがってこれらの諸条件の

中でカリキ論ラムを消化するための授業時間割は複雑を趣めた．その授業

形態は次の3種に類型化される．

　la＞1年の前期に週2回開講されて完了するもの（ドイツ語，フランス語

　　の初級文法）

　（b）1年の前期，後期を通じて通年で蘭講されるもの（一般教育科N及び

　　英語，ドイツ語，フランス語の初級読本）

　劔　1年の後期から，2年の離期にまたがって閑講されるもの（一般教育

　　科目及び外国語の中級読本）

　このような形態の中に2年麓期からは水芦地区各学部の専門教育科目も

紐み込まれることになっていたのである．これは教養部の発昆がかなり急

速に進められ，各学部との調整が不モ分のまま，すなわち文理学部時代の

慣行を払拭しないままにそれを発昆させた状況の表れであった．このよう

なカリキ轟ラムが後に貿年問題という事態を引き趨こす素因となった．

　　㊨　授業の分担

　昭和42年度の教養部発建当時，教養部において開講された授業の総本数

は，319．5本（1本は60時間）で，その分挺の内訳は教養部専任教官により

189．5本，入文，理，教育の3学部からの兼担により104本，非常勤講師

により26本となっていた。一般教育の授業の約60％弱が専任教官によって

担当されていたことになる、この後人文，理学部でのそれぞれの学部充実

が逢行するにつれて，学部からの兼挺の引き揚げが趨こり，その分を非常

勤講師に依存するという状況が進行することになる．これが文理学部問題

以後の薪たな教養部問題を癸生させるのである．

　　⑤　箏務部の紐織

　教養部の慕務部は昭和42年4月1日から暫定的に発足していた。教養部
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薪設による事務官定員の増はtf　esだったので，慕務局並びに既存の各学部

からの移行によって定員は23名と昭和42年2月に決定された．その内訳は

寮務長1，係長3，一般事務14，タイピスト1，運鉱手1，用務員2，教

盤付き1，計23名であった。昭和42年度は15名，学年進行により43年度は

20名となったが，残り3名の定員は部局から供出されず，このため採駕の

事務補佐員6名のうち3名は全学で負担することとなった（他の3名は教養

部負担）。後に昭瀦46年度に至り，この3名の全学負担臨時職員の賃金は毎

年20男ずつ減額され，5年後に全額教養部負撫となった，

　事務組織は事務長の下，総務，教務，学生の3係で発足したが，昭和44

年度には総務係が庶務係と会計係に分離して4係構成となり，理在に至っ

ている．

2　捧糊確立への動者

教養部はこうして“島田4熱ザを基本精神として設立されたが，謡述の

ように在籍期閥の閣題で2年髄の希鍵が学部の反鮒で結局1．5年鋼となっ

た。一一W，教育を担当する教養部は，その自主翻が湖約を受けやすいという

宿命を，まず設立漸初に厳しく受けてしまったわけである．しかしこうし

た申で教養部の教育体髄の自主性確立に向かって努力を続けたのが，昭和

42～43年ごろの勲きであった。この添鯛確立の動きは，〈1）教官人事，

②　カリキ畿ラム，⑧学生補導の滋つの問題において特に親れた．（Dに

ついては，人事審議の教授会の講成の改変，教官入事の規剛や手続きの整

儲，薪任教官の採用に嶺たっての公募舗の採用とまとめられ，（31について

は，教養部学生自治会の公認を挙げ，また教養部における学生数と教官数

の不均衡が，いつも，もう一歩進むための障害となってきたことを述べる

に止め，②について記しておく，、

　教育諜穫の確立は1．5年麟問題で最初のつまずきをしたが，それには厳

しい移行基準が漂因していた．そして後で述べるように，留年問題の解決

の過程で再び教養部の自主性が弱められていくことになる．しかしながら

移行基準の緩和，後にその廃止という経遇は，教養都が決定していったも

ので，それは‘‘島田4原則欝の内溶にみるように大学教育のあり方に蕃づ
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いたものである。すなわち一

般教育課程と専門教育課程は

軽重上下の関係にあるのでは

なく，相互補完的あるいは総

合一貫的な教育体系にあると

いう，教育本来の意義より考

えたものであった。その意味

では一つの教育体系の確立と

いえよう。　　　　　　　　　　　　内庭よりみた教養部3号館

　また問題は小さいが，43年度の工・農学部，特に後者との交渉（後述）

の中で強く要求された再試験制度については，教養部教授会は終始これを

拒否した。旧文理学部にも，また農学部にもあった再試験制度は，教養部

としては教育の自立という点から採らなかったのである。

　このほかに工・農学部では1年で学生をそれぞれ日立・阿見地区に移動

させることにしているが，この場合，両学部は移動基準を設けて移動の関

門とした。

　この移動基準に関しては教養部はかかわりをもたないという方針をとっ

た。そのほか日立・阿見地区における一一rw教育課程の授業に関しては，外

国語・体育実技を除き出張授業はしないことになっていた。これは本来，

教養部の在る水戸地区で教養課程は修了させるというたてまえと，教養部

教官数が少なくて全部の授業が持ち切れないという，“島田4原則”中で

の「負担の均衡」の観点からの主張であった。そしてこのような形式的な

体制ばかりでなく，カリキュラムの内容についても積極的な改善の方策を

生み出していった。その一つは授業科目を多様化して，新しい科目を設置

したこと，ほかには総合科目を設け，次第にこれを拡大していったことな

どがある。

3　留年問題と教養部在籍年限の改正

　（1）教養部1．5年制問題の顕在化

昭和43年3月31日，初代教養部長武田悦次郎教授が定年で退官した。教
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養部の檸年退職第1号であった．数学の北繁教授が同年4月1日付けで第

2代教養部長に就任した．武田部長の下での1年闇は，教養部にとってあ

る意昧で，最も平穏な蒔代であったかもしれない．教養部の教官にとって

も，象た入学したばかりの1年次学生にとっても，教養部の1．5年制が趣

を内蔵しているのかがわからなかったからである．

　しかし1年が経過し，学生たちの成績評緬が提出され，結果のわかった

昭瀦43年4月の時点において，この1．5年俸鋼が実に様々の問題を抱えて

いることが徐々に判明してきたのである．昭和43年6月5H，教養部教務

委貴会はこの体鋼下での問題点の検討を始めた，、問題点はほぼ次の4点に

要約できる．

　1）1．5年の教養部在籍期間の修了をまたず，続に1年が経遇した段階

　　で教養部への智年者が決定してしまう．

　2）　この留年決定春は，2年後期から關講される専門科目の罎修が認め

　　られない．

　3）　1年後期までに取り落した科目の再覆修について解決困難な問題が

　　生じる．

　4＞工・農学部学生で日立・附晃地区へ1年で移動した学生のために，

　　昭和44年疫から入文・挫会のいずれにも籔り代えることのできる複合

　　（共通）科目（4単位）を瀾講しなければならない．

　すなわち，1．5年梱からくるカリキ轟ラムの複雑さ，不合理さ，及びか

なり強引な設立過程からくる整備漏れによる欠険などが，昭和43年前期の

段階で明らかにされてきたのである．

　　②　留年問題と日立・阿発地区の授業問題

　昭和43年9月に入り，留年問魑をめぐる動きが慌ただしくなった。教務

委員会での検討と教授会への報告などの繰り返しの闇に，次第に学生間へ

うわさとして拡がるし，各学部では，特に地区を異にする工・農両学部が

水戸地区より不利の状況にあるため，学部鑓でも対策の検討が始められ

た．こうしてまず農学部から不合格の成績をとった学生に対して，再試験

を行うことによる救済欝置の提案があった．これについて9月3日の教授

会は規定どおり再試験は行わないことを確認した．一方教養部学生自治会
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は，留年学生に対しても後期開始の専門科目の履修を認めよと要求して，

9月2帽教養部長と《糧交鱒をした。

　しかし，自治会の主張と教授会の主張とは平行線をたどったままであっ

た。10月9日に一般教育課麗修了戦定の教授会が開かれた．留年学生数

は，2科目以上取り落し120名，1科目のみ取り落し108名，計228名

で，これは全学生（1，⑪⑪銘）の23％に当たった瀞学生の反発は高まり，

そのうえで工・農学部からも繰り返し封策の申し入があった．10耳16臼

教授会は再度，留年学生に特別の措鐙をとらないことを決議した。これに

よって10月18日16時から，教授会と自治会との‘‘大団交”が行われること

になった。箭臼の17日に事態を憂慮した二方義学長は急きょ，教養部逓鴬

委員会を招集した．この委員会において，次の3項目の申合せが決簸され

た．

　1）昭和44年度から教養部在籍期簡を2か年とする．

　2）本年度の留年学生に封しては暫定的に後期閣始の専門科目の履修を

　　認める．

　3）工・農学部については，地域就聡殊事椿を考慮し，少なくとも現状

　　の履修条件を維持することを鹸擬とする．

　第1項は教養部の従来の主張を認めたものであった，，これによってL5

年剃カリキ濫ラムの変則性は是正され，単位を取り落した学生の再履修に

も，その器難が除去され，カリキュラム全体にゆとりが生じることとなっ

た。第2項には学生自治会の要求を認める内容が盛り込まれてあった．し

かし第1項が定まれば，昭和44年度入学の学生には2年次の専門課程の履

修についての欄限が緩和されるのだから，それと比べて公平さを考慮すれ

ば，第2頒が当然考慮されてしかるべきであった．しかし第3項が麗懸を

残した．第2項には専関学部の主張も繭慮されていたが，第1項が教養部

の主張をそのまま認めたものであるならば，工・農学部学生の2年目から

の日立・阿見地区への移勲，そこでの2年目からの専門科目の履修という

概得権が侵害されることもありうる。したがって工・農学部の概得権はあ

くまでそのままとしておいてほしいというのが，この第3項の内容であっ

た。
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　教養部教授会では，築3項のr規状の罎修条糊とは侮か，r少なくと

も」とは具体的に傭を意味するのか，という質疑が出された．一方，教養

部学生自治会の航議行動は，申合せの第2項によって完全に沈静した。し

かし工・農学部からは第3項の内容を明らかにするための付常条件が示さ

れてきた。その内容はほぼ次の3点に要約することができよう．

　わ　教養部の在籍が2年となっても，工・農学部学生は従来どおり2年

　　前期から日立・阿見地区に移動し，2年酋期から開講される専門科N

　　を履修させる．

　2）　2年次の工・農学部学生に対する教養諜程の授業科目は，日立・阿

　　見地区に露講する．

　3）教養部に学生を留年させる鋼度を維持する場合には，その残審学生

　　に対しての専門科轟覆修の禁比を解除する．

　さてこの申合せ第3項にからむ付帯条件をめぐる教養部と工・爆学部と

の意見の対立について，教養部運営委員会は両当事巻間で協議し解決せよ

との方針を患した。これによって教養部と農学部とは餐種の形で交渉を続

け，ときには合岡教授会という形での会議もあった．この種の合同教授会

が昭和43年の1⑪月29日，12月1蝦，12月18日と3購にわたって開かれたの

は，農学部から提患された村帯条件が極めて具体的であり，かつその要求

が極めて強硬であったからである．そして教養部は，農学部と話し合いが

つけば，それはそのまま工学部にも適用されると考えた、，結果は農学部飼

の要求をほぼすべて受け入れる形で決着がついた．

　　（3）教養部留隼の慧義と移行棊準

　教養部から学部への学生の移籍の条件を驚めた移行基準は，留年問題を

起こした重要な規定であった．しかし，上記の工・農学部授業問題の解決

の時点においては，再検討が約束されたのみで改定はされなかった．ただ

し，昭和42年度の教養部残留学生に専門科霞の履修を誓定的にせよ認めた

こと，この暫定措躍は42年度入学生のみではなく必然的に43年度入学生に

も適罵しなければならないこと，そしてその翌年，すなわち教養部が2年

制となる昭和44年度入学生についても，もし教養部留年制度を残すとすれ

ば，残留の3年次生に澱し3年向けの專門科目を履修させるかどうかとの
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問題が発生する等，問題が残り，その解決はすべて教養部の判断にゆだね

られたのである、

　教養部残留鋼度は，学生や特に工・農学部からの反対にあって，既に実

行不驚能であることが判購した．しかも，留年生に一般教育課程の授業科

目のみを履修もしくは再履修させ，専門科目の履修を認めないという残留

綱度は，教育的に果たして妥当なことなのかどうかという疑問が教養部に

おいて生じていた、学生たちが大学へ入学してくるのは，一般教育ではな

く専開教育のためであるという実相がある、留年したら，ゆとりをもって

弛の科目をも取り，受験期に得られなかった何かを，この時期に得てほし

いという教麟の願いもあるe‘実相と願い”がかみ合わなかった教養部

は，この昭漁43年9月から44年1月にかけての経験と薯定措躍長期牝の必

然的成りゆきの実態から，次第に移行基準撤廃の方向へ歩み出すことにな

っていく。

4　大学紛争と教養部封鎖

　教養部の審年問題とこれに絡む諸問題を乗り越え，農学部との問題を最

終的に確認し合ったのは，昭和44年3月29日であった。まさにホットー息

ついたばかりの3還3蝦，本学の茨苑会館（学生会館）が突如として，反戦

学評と名のる学生たちによって占拠され，バリケード封鎖された。この茨

苑会館のバリケード封鎖が占挺学生の自主撤退によって解除されるまでの

約1年間，教養部を含めて大学の教宮の多くは研究活動を停止して，‘‘大

学紛争塗に取り組まなけれぱならなかった。教養部自体も昭和44年6月27

日未朗に研究室，教室，事務室があった一棟（現在の教養部1号館）が，教

養部共翻会議と名乗る学生たちによってバリケード封鎖され，これが占拠

学生の自主撤退によって岡年9月29日に癬除されるまでの3か月閥は，研

究も教育も諄滞せざるをえなかった。このため教養部裏務窯は擬4号館校

会（旧陸軍の兵舎を改造し，もと文理学部，学生部が使用していた）の2陵に，

教官は常陽経済研究室にある地域総合研究所の建物に，それぞれ間借りし

て連日のように対策を協議した。

　この蒋期，国会では，煎年から全国の大学で努生していた‘‘大学紛争〉
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に対処するために，「大学の運営に関する臨時措置法」の審議が進行して

おり，これに対する学生の反対運動も積み重なってきた。教．養部自治会
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では，6月24日に閑かれた学生大会が初めて定足数に達して，「大学臨時

措量法」反対のスト権を確立した、この学生大会の動向が教養部封鎖と侮

らかのかかわりもあったとみられている。

　教養部教授会は，このような状況の中で，教授会内部での意見の対立，

教官と事務職員との闘の意思疎通を欠くといった闘題を抱えつつ，教養部

を薄鎖した共蘭会議の学生，教養部自治会の学生，そして寮生たちとの謡

し合いを繰り返し行った。徳江徳学長と評議会とは，教養部棟の平和的な

封鎖解除を実現させるために，9月に入ってからは，5，9，13，18，

23，25日と連続して繰り返し共蘭会議の学生と深覆に及ぶ弱団交”を行

い，謎来の摩生補導閣題についての大学の態度を反雀するとともに，今後

の大学歌善を約束した確認書を学生たちと交わした．

　一方において，9月8口からは，封鎖されている教養部棟を使用しない

で，徳の教養部教室のある旧3号館のほか，旧6号館や各学部の教室を使

用して教養部の授業を再開した．それらの授業はさして妨害も受けずに平

穏に続けられた。

　こうして教養部棟の封鎖は，封鎖した学生自身の自主撤退によって9月

29日に解除された。破損された部分の修復を行ってから，授業も教養部棟

に戻って正常化したのである。なぜ封鎖した学生たちは，自主撤退したの

か．一つには彼等がシンパの学盤たちを獲得し結集することができなかっ

たからであろう。大多数の学生たちは共閣会議が提趨した摩生補導問題に

強い関心を示したわけでもなく，また9月に入ってからは赤軍派と名のっ

て学内問題よりも学外の政治問題に傾斜していった封鎖学生たちの政治理

念に共感したわけでもなかった。そして9月8日の授業再開に当たって大

多数の学生は授業を受ける方途を選択したのである。

　これは教養部教援会が終姶，話し合いによる平瀦的解決を標榜し，その

方錯を貫いたことも幸いしたといえる．自主撤退によって封鎖が解除され

たため、再封鎖，それの実力解除という悪繧環は，本学では発生しなかっ

た。しかし損壊亡失した教養部棟内の設薦，備晶の修理更薪について松田

政雄事務長は，大変な苦労を重ねたのであった、
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第3節　教養部改革問題と大学の将来計画

　文理学部改組に伴って教養部は体綱の確立に取り組んできたが，第2簸

で述べたように，十分な体鋼の確立ができないまま紛争を迎えることにな

る．この紛争の中から，教養部教革の勲きが始まるが，それは現在進行中

の全学蒋来計顧の動きにつながっていく．全学将来計画には二つの大きな

動機があるとみることができる、、一つは隈学部問題」であり，他は泳

芦地区キャンパス問題」である．ここでは，この二つの動機に端を楽する

全学将来計画の始動に当たって，教養部をめぐる改革がどのように鋤き出

すかをまとめてみたい。

1　第1次改革の動きとカリキュラムの改善

　ここで第1次教革という時期は，昭瀦43隼度（X968）の溜年問題」を

めぐる動きから，r移行基準の撤廃」などが行われる昭秘5－46年までの

改革の時期をさすものとする。昭和43～44年には教養都は大学紛魯の渦中

に入っていた．この紛争を機として教養部は大学歌革婁資会を設置した．

大学改革委員会は第1（教養部のあり方），第2（教授会の運営），第3（カリ

キ轟ラム等の改善），第4（摩生補導関係），第5（課外活動・学生越分）の五つ

の分科会（後に委員会）より成り，教養部の全教官が，そのいずれかに属し

て，改革の方向を検討した。

　第1次敗革の動きは，この大学改革委員会の第1・第3委員会の中問報

昏をうけて，教務委員会を中心として実務藤から始まる、その報魯の要点

は次のようである。

　1）一般教育の理念を嫁理念レペノゾで強翻し，その疹要性を一毅的

　　に，すなわち観念的，抽象的に説くばかりでなく，それをどのように

　　具体化し現実のものとしていくのか。

　2）改革の方向を噛渡上の問懸に隈定鱒するのではなく，仮に鋼度が

　　現状のままであるにせよ，改善できるところから始めるという方向を

　　とる、、その中の一つには教育内容の敗善がある、、そしてそれをまず第

448



第7章教養部

　　～歩として始める．

　3）大学での教育の中で，一般教育は専門教育との関係でいかなる意味

　　で必要なのか．そして一般教育の内容を，競代の学問の性格，專門研

　　究の動向，社会と大学との関係の中から方向づける，、

　4）上記の作業をして改善を進めていく中で，教養部の存在を専門学部

　　に対置して自己主張するのではなく，一般教育と専門教育が大学教育

　　全体を構成する中でどう補完し合うのか，そのためには一般教育を行

　　う‘‘制度・体劇鱒をどんなものにしたらよいのかを検討する、、

　以上が要約であるが，第1次改革の動きの中で行われたものは，大別す

ると三つになる。その第1は移行基準の撤騰，第2は時間割の構造的変

更，第3は総合科目の創設である．

　ここで前簿で述べた経過と第1次敬革とのつながりに触れておきたい．

議者は，教養部の髄度面での確立が専開学部からの要請の下で崩れる過程

と見ることができる．教養部翻度の確立の初期の毅潜では，移行基準の厳

守は必要であったが，他方，一般教膏の專門教育に対する置有性は，教養

部において独自に伜り出されなけれぱならないことを自覚する必要があっ

た．これを綬業丙容の改善として具体化，現実化しなければ，一般教育は

いつまでも專門教育の華備としてしか考えられないだろうし，大学教育全

体の中で導徐計もの91　’として軽視され続けるだろう。鳩田4原翼蜜の実

現のための第一歩は，授業内容の改善，総合科目の創設なのであった．

2　第2次改革の動者

　前述の第1次改革に引き続いて竹われた第2次改革は，現在も進行中の

全学将来計画とほぼ前後して進められていった。ここでいう第2次改革と

は，第1次改革の終わりの昭和46年（1971）以後，昭和48年に始まる全学

蒋来計画に並行して，現剃度の当面のままの改善ともいうべき現在（昭和

騒年）までの改善措麗の行われる時期を指す，，第2次改革の主な内容は，

次箴でその要点を述べるが，ここでは第1次改革との鷲比で，その性格を

読鴫しておく．

　第2次敬革では，教養部設立当蒔に続いて，教養部の舗農的な主張，又
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は一般教育の理念的主張を，専門学部に鮒して行うだけでなく，一般教育

の授業内容の具鉢的改醤を図ることにより，具体的裏実を通じて，教養部

の髄度と一般教育の必要雛に魁しての全学的な理解を深め，全学的な協力

を錐進していくのを主たる観的とした．すなわち専門教育に触して一般教

育の臨有性のある授業科Nを総合科藷ヒの方向に求めると揮時に，一般教

育には専溌教欝の準備に惑たるものもあるのを認めて，専開と一般の二つ

の課程の一貫此を進めようとした．つまり一般教育の授業内容をそれに購

膚で独自の面と，準備教育の測灘に分化したことである．次に語学・俸育

の授業内容，担当の俸舗についても，上述の菰からの検討を行った．翼に

教養部の研究体翻についても検討し，その総合化を図った．教養部では教

官は5分野に分かれていて，研究面では，それぞれの分野の閣での教官の

相互関係は必ずしも密ではない．異なる分野にわたっての教官の相互関係

を，研究・教育の両藤でより緊密にするため，境界領域あるいは学際的な

研究領域の教官を求めることが考慮されるようになった．入事面でのかか

る総合化は，総合科霞の翻設とあいまって多くの新しい授業科目を盤み患

している。

3　教養部解｛本の方針と全学将来計画

　この節に入るに当たって，初めに全学の将来計画と教養部解体の方針と

が，どのような閣係をもって検討されてきたかを説朗しておく．

　昭和48年（1973）9月，欝村蕉二学長の下に閥かれた第1礪金学将来計

爾委員会で次のような題題が提起され，その検討が要璽された．①水戸地

区キャンパスの狼あい紘が進背し，このままでは，入文，教育，理盗学部

の充実，鉱大が蒋来璽めなくなる．②醐晦にこの状況では，一般・専門爾

面における俸育実技閣係の授業が実施困難となる．③農学部校含の老栃化

がはなはだしく，単急に改築しなければならない．④理，二〔，農各学部の

施設・設備要求が高まってくるが，3地区に分数しているキャンパスの状

態では，今後の充実が著しく困難になる．⑤教養部ではあらゆる画で多く

の矛盾があり，無理を重ねてきている．このままでは全学の一屡の充実，

発展に応えられない、
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　全学樗来計画委員会では，これらの聞題を解決するため，またこれから

の地域社会と大学の蘭係，大学の大衆化の進行に伴って必要になってきて

いる専門各分野の有機的な関係を強化する必要性を見通し，「本学の集合

！的性格を真の意昧での総合的性格に変えていくことによって，当面の諸閣

題を解決していく」という方針を全学に提趨した。

　さて教養部解体の方向は，この全学将来計画の方針と既に始まっていた

教養部の第2次改革の方針とが合流していく中で，全学の方針となったの

である。教養部解体の方針がr総合する大学」を作り上げていく方向に合

致する理由は，次のように考えることができる．

　教養部は全学部の学生を鮒象としているゆえに，教養部の機能は全学的

なものである．したがって教養部改革の方向いかんによっては，全専門学

部が相互にその存在を必要と認め合う敢革プランを構想し得るはずであ

る．～般教養は仮に教養部翻度がなくなっても存在するのであるから，も

しも一般教育の内容を各専門学部にとって，その必要性を認められるもの

龍することができれば，各専開学部の相互関係のうちに，教養部に代わる

～般教育の舗度が講想できるはずである，、更に教養部問題とは，一言で言

えば一般教育の全学的性格と，その鋼度が専門学部と隠様に特定分野を封

象とした研究・教曹機能しか果たし得ないことの矛盾からくるのだから，

これも解決されるはずなのである，，以上が全学蒋来計霞の中で，教養部解

体の方針が講想された理由の要点である．

　　（1）教養部の将来謙画

　　　1）　いわゆる「教養部問題」

　「教養部問題」には，勧教養部凝度という一般教育の一つの型の責任体

制をもつ大学に程度の差はあれ全麗的規模で現れる一般的問題と，働茨城

大学に多少とも特殊的に現れている問題とが考えられる．

　（a）の一般的閥題とみなされ得るものには，①一般教育の全樹性，②学生

の不均等増大，③横捌型の責任体鵠といったものが含まれよう．①の一般

教育の全亜性とは，いかなる学部の学生も一般教育として五つの分野（人

文，社会，自然，外国語，保健体育）の科翼を履修しなければならないこと

を指す．②の学生の不均等増大とは，第二次世界大戦後の瞬策を反鋏して
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国立大学の分野別学生増は圧綱的に自然系であり，したがって自然系専門

学部教官が増えてきた事実をいう．③の横割型とは，一般教育と専門教育

のカリキュラム編成上の型であり，かつ一般教育の責任体制として教養部

鋼度をとっていることをも指す、，

　働の茨城大学に特殊な購題の典型は，教養部発足当時から現在まで，一

般教育授業総本数の約50％だけしか，教養部専任教官によって分担できな

いという点である。これを「50％責任体制」と称している。

　さて以上のような事実から，次のような教養部の抱える諸困難が結果す

ることになったのである。

　ω　一般教育を維持することの困難

　「50％責任体制」においては，一一・・ma教育授業の50％を専門学部からの兼

担と非常勤講師に求めざるを得ない，、ところが，鵬一般教育の全面性勢と

嚇学生の一一（したがって専門教官）の不均衡増大鱒とは，各学部の増大に

つれて漸次，兼担を減少させ，「50％責任体魏」の安定した維持すら困難

にしていったのである，，その事情は例えば次のようである，，いま工学部学

生が40名増加したとすると，一一ee教育5分野にわたって用意されなければ

ならない授業本数は，少なくとも12本である，，学生20名増に対して教養部

教官増は1名である．40名の学生増による教官増は2名で，その負担可能

本数は8～10本である．したがって専門学部の学生増が行われると，専門

学部の兼担，非常勤講師の増燦なしには，教養部教官の授業負担は増大し

ていくのである．ところが学生・教官の増加は自然系に偏り，入文系教嘗

の増加は皆無に近かったため，自然系の兼担は比較的安定しているのに冠

し，外騒語などの兼担は激減し，非常勤講師は発足当時の4倍になるなど

の状態になってきた．これが「50％責任体制」の維持さえ困難だというい

われである。

　勧　学生への助言指導の困難

「50％責任体制」の下での授業上の負担のやりくりが，兼担，非常勤講飯

によっで一定の程度は可能にしても，学生への指導助嘗は主に教養部専任

教官によって行わざるを得ない。ところが專門学部教官1入当たりの在籍

学生数は，人文・人文学科の5．2入から入文・社会科学科の12．2人までに
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おさまるのに対し，教養部教

官1入当たりの水戸地区在籍

学生数は42．8人（設立の42年度

は40．1人）である。一般教育

課程は元来，全人的教育を期

待されており，実際にも学問

上，教育上のガイダンスの最

も必要な期間であるが，先の

数値は単純にみても，本来一　　　　　　　　　　　　　　　　教養部校舎2号館（右），3号館（左）

般教育課程に期待されている学生への指導，助言を極めて困難にしてい

る。

　の横割制をとっているため，一般教育と専門教育との切断が生じ，学

生の不満を呼び起こすのみならず，一般教育はとかく専門教育よりも低く

見られ，他方専門教育は細分化の方向に傾きやすく，これらが教官層内に

きれつを生んでいるのである。例えば，一般教育の中の語学や体育実技

は，専門学部教官から担当がややもすると敬遠され，それが必修であるこ

ととあいまって，いわゆる『語学・体育問題」を生ずるのである。

　　　2）教養部の将来方向の3類型

　以上のような教養部の現状の改革には，少なくとも三つの方向が考えら

れる。

　（イ）学部昇格（教養学部等）

　この方向には，①専門学部との切断により研究分野の分散化（教養部内

のみでは関連分野の自立は望めない．）が強められる。②専門教育と一般教育

の一貫化が困難になる。③一般教育の全面性，教官の不均衡増大，「50％

責任体制」からくる一般教育担当の不安定を克服することにならない，等

の困難があろう。

　（・）現状改善

　これまでの10年間の経験から，“一般教育の全面性，教官の不均衡増

大，50％責任体制，横割型体制”より結果する諸困難の抜本的改善は難し

く，逆に「50％責任体制」の維持すら限界に近づいている（このほか法制上
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の敬正がないかぎり，親行法規上では学部と対等の立場になることはできない〉．

　の　教養部解捧

　教養部綱度という横謝型の責任1本剃を解体し，研究・教育体翻の抜本醜

再編をねらおうというのが，この第3の方向である．

　　〈2）教養部解体の方針

　教養部解体とは，一般教曹の責妊体綱としてのSi横劇型登教養部欄度を

解体し，現在の教養部教官は各自の專門領域に応じ，その専門分野の存在

する専門各学部に配属されるということである．教養部鯛度は解俸されて

も，一般教育の担当と責任体繍ま依然必要であるから，この逮営はどうし

ていくのか，また解体のメリッyは侮か，を考えなければならぬ．そして

まず一般教育科目の内容を目的よりみて次の3類型に分けて考えた、，

　〈a＞広い市罵的教養の養成に資すべき教養科目

　働　輻広い知的能力を養成するための総合科翼

　1⇔　専門教育への準備としての慕礎的教育科目

　このように目的より分けた教養科目，総合科目，墓礎的教育科目のそれ

ぞれの担当と運営の問題が，実は総会化と一貫化を目鮨す大学の研究・教

育体綱再編の核になるのである．すなわち，

　〈a＞教養科目の担当の問題は，教欝を介して大学の総合的再編への各学

　　部闇のff常的協力俸麟を作り灘す物質的基盤の一つを形成する．

　働　総合科縫の担当と運鴬の問題は，研究上の測面から大学の総合化を

　　捉進させるとともに，一毅教育全体の責任偉綱のかなめになる，、

　㊨　基礎的教育科目の担当と運営は，専門教育の再編と一貫化を促進す

　　る。

　　③　一般教糞の当灘の改善と今後の方向

　全学縣来計藪との蘭係で進行した第2次改革は，教養部舗度に代わる薪

しい鋼度を現実化する点からみるとまだ構想の段階である、特に聡合す

る大学欝を翻りあげるという全学蒋来計函の目標からみれば，まさにその

葡段に過ぎない．例えば解体後の教養部に代わる一般教育の責任体鱗につ

いてみても，構想・プランなるものは全学的なものになっていない。

　当薦の改善がねらいとしていることは，この不千分さを補うことであ
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る．現行鋼度の下で，2で説明した第2次改革の具体化を進めれば，現行鯛

度の隈界が明らかになるだろうし，また薪翻度のありようも現実の敗善に

よって具体化されよう、その結果によっては鰯度としての教養部の璽解

体欝が否定されることもあり得るかもしれない。今後，当面の改善として

取り組む必要のある事項をあげ，今後の方向に資することにしたい、、

　　　1）教養科目の具体化・授業内客の改善

　教養科目は蛍に説明したように，専門学部が相互に依存し合って一般教

育の～部を担当するという点で，大学の総合化のかなめとなるものである．

しかしこの授業科目の位置づけ，内容改善が，総合科目，基礎的教育科目

に比して最も遅れている。この遅れが一般教育の責任体髄の検討を遅らせ

ている一つの理由となっている．

　　　2）総合科目とその運営体劇

　総合科目は一般教育科目の総合化を資的としながら，櫨方では学科鶴と

して，湖度面でも位鷺づけられてきた。そして教官の研究俸鯛の強化とも

それを結びつけて，薪しく採用する教官の入事薗でも総合性の問題に取り

紐んできた■総合科翼を擦当している教宮は教養部内には多くなってきた

し，かつ専門学部にはみられない専攻領域に翼係している者も多い。これ

らの教官の研究体欄を専開学部との閣係でどう位置づけていくのか，当面

の改善の中で総会科目の運営をどう強化していくのか，これらが今後に残

された大きい問題点である．

　　　3）専門教育の総合化

　専門教育は教養部の問題ではないが，総合科目の運営体制を考えていく

上でかかわりが撫てくる面があり，今後の取り組みが必要となってくる。

すなわち教養部の総合化で一部実現している新しい分野の教官が，専門学

部内の総合化に生かされる可能牲があるので，ここに当面の改善として期

待される問題がある。

　　　4）一般・専門の一貫化

　専門教育課程の準備教育に当たるものを，一般，専門のいずれの単位に

するにしても，一貫化のために1年次学盤から始める必要がある．しかし

これが実現遡能となるためには，専門学部の時闘翻が学部内全俸，更には
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他学部にも闘かれて，欝閥翻の総合化・体系イWがなされる必要があ

る、しかし專門学部内での時閣捌が，学科・専攻などの偲劉に作成されて

いる現状では，一貫化は困難である．

　　　5）語学教育の～貫化と総合化

　語学教育には専門教育課程に逢む手殺としての語学という準備的鋼薦も

ある．専門教畜の基礎準備という側面で，専門学部自身も必要な担当分野

として，現奮の原書講読を更に進展させる必要がある．同蒋に語学教育の

改善も必要であろう。例えば書語沼動は文化と深く関係しているがゆえ

に，この颪からの酌容の敢善と，拙当の合理化が期待されるのもその一つ

である．

　　　6）体育教育の一貫化と総合化

　これは語学教育に準じたもの以外に，特刷な改善措置が必要とされる，，

それは偉育教育に必要な予算・施設及びその還営の全学的体鋼と機携整蒲

である。これは大学のキャンパス閣題とも閣係して緊急な課題である、、

　　　の　授業時間翻構造の変更

　上記1）～6）の当面の改善を進めていく中で，一般教育課程の授業と専

門教育課程の授業とが錯そうしてくる．そこで従来の単純な横罰型から，

全専門学部の時蘭翻と相互に絡んだ蝋全学的蒔闘訂に変更することを絵

々に試みる必要がある，，この中で総合科目や教養科目は高学年に，体育実

技は全学年に，語学や基礎的教育科目は低学年になどという教育課程全体

の合理性に対応した擾業科霞の配麗を図るべきであろう．もともと茨城大

学は1⑪余年鹸までは，文理学部と教育学部の間にただ一つの時間翻があっ

て，一般・専門の課程と更には教窒の利用まで一俸として実施してきた永

い経験がある．少なくとも水戸地区だけでもまず時閥割の学部閥一本化へ

の履旧鱒の努力をしてみることが，当面の改善の進行のために必要であ

ろう．

　　　8）教育の科学的検講

　最後に高等教育における学生に対する教育の動機づけ，意欲及び学習過

程を研究しそれを発展させていくことが必要となってきた．それは大衆化

する大学での薪しい研究分野である．当面の改善の中で，このような専門
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家を学内に迎え，あるいは養成して，これを中心とした大学教育の実験

理論の研究が，教官の教育を禽めて必要とされてくるだろう。教養部で

は，この弼の実現に向けて第一歩を環しようとしている．

　他方において一般教育そのものの科学的検甜も重視していかねばならな

い．一搬教養教育の重要性は，これが強講されてから30余年，しかもなお

大学内における教育課程としての位麗が不安定であるのは，一般教膏の科

学的体系化，理論化の不十分さにも一つの原霞がある．すなわち専閥学部

はそれぞれの学問を基盤とするゆえに，その学問の体系がそのまま専門教

育課程を貫いて，永い伝統を築き，かつ学部の確立を維持している。一般

教育は教養という面では常識化され，重要さは当たり前だとされておりな

がら，現代の日本の大学の中では確立され難い面をもっている。したがっ

て教養教育の科学化，すなわち教養科学の理論的体系の研究は，永い一般

教育問題の検討の歴史を締めくくり，かつ規代の高等教育の在り方を確立

する新分野となるであろう．教養部は，この颪においても検討を始めよう

といケ段隈にきている．

第4節　教官の研究活動

　その特徴と概略を記しておく。特色の第1は，多彩な研究活動である．

教養部の構成を反映して，人文，祉会，自然，外国語，保健体育の各分野

にわたって研究が行われ，論文が発表されている．第2は総合科目の設麗

が，更に研究活動の多彩さを増していることである．すなわち，情報科

学，地域科学，環境科学，科学論人間科学，言語科学の総合科目があっ

て，旧来の分野の分類をはみ鐵す研二究論文がみられる．ますます多彩な研

究が行われ，所謂学際的分野の研究が発展し，我々の研劣の一屡の鉱大を

今後に期待する．3番目は研究委員会が設けられ，研究活動の促進をはか

っていることである。その任務は，紀要の閥行，研究業績の収録そして

研究発表や討論のための談話会の開催等である．毎年発行する『紀要』の

巻末の「彙報」に，各年毎の研究活動の認録がまとめられているが，次の

表は昭和47年4月から昭和54年10月までの記録を，各項蟹毎にまとめたも

457



簸　部局史〔1〕一各学部史

のである．研究者名，研究題目，発表誌と記されているのだが，その詳細

を記すスペースも無いので，数字をあげるにとどめる。それで我々の研究

活動の概略を読みとってもらいたい．なお，r教養部紀要』第5号所載の

r研究課題一覧」には，各教官の専門部門と主要研究テーマが記され，薪

任教官についての記述が鮫任のつどそれに付煎されて，研究分野の全貌が

わかる．更に科学研究費交付課題一覧を醤しておく．

　　　　　　教養部研究活動一一一kfe（昭和47年魂月一澱年1⑪月）

一　　期　　　　　　間 魔響張難内1 隷あ難 学会研究報欝

昭和貯年魂月～　　1⑪月 欝 1＄ 9

墨7年11月～娼年1⑪月 3 鍛 13

絡年11月～囎年1⑪月 礁 銘 2

葡年11月～5⑪年1⑪月 ⑪ 5欝 節

5⑪年U月～51年1⑪月 壌 4⑪ 17

51年i1月～52年1⑪月

δ2年11月～53年1⑪月

53年11月～54年1⑪月

x

3

3

59

6×

70

6

8

23

　　　　　　　　　教養部科学研発費交赫課題一覧

昭和42年度，無し

瑠和43年度，野本湘幸，記号論理学・分析哲学研究　9万照

昭和44年度，彼藤正己，地衣類から見た奄美・沖縄諸葛の植物地理学的位

　　　　　　置　20万円

　　　　　　野本瀦幸，記号論理学及び分析哲学研究　9万灘

　　　　　　小弁戸光彦，DMderetの《Jacq鵜es艶F漁撫艶〉における

　　　　　　哲学的倫理的テーマをめぐる諸問題　お万円

昭和45年度，保坂寒重，ドifツ語における捧験話法の研究　15万円

　　　　　　野本和幸，題名前年に鱒じ　10万円

　　　　　　須原和男，T、　S．　Eliotの作品研究を基幹とし，その人閥像を

　　　　　　正確に認識するため，英園的国民性としてのヂユーモア」の

　　　　　　本質を文化史的に考究すること　13万円
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　　　　　　小井戸光彦，題名前年に同じ　10万円

　　　　　　都築正己，古典主義の史的意義についての考察　10万需

昭湘46年度，野本和幸，数学的論理学と存在論　13万円

　　　　　　須原和男，前年度のrユーモア」研究の癸展的継承として，

　　　　　　T．SEh◎tの文学におけるF．H．ブラッドリーの暫学的認識

　　　　　　論を追求し，その文学的な影響を跡づけること　io万円

　　　　　　小井戸光彦，題名前年に同じ　15万円

昭瀦47年度，野本和幸，数学的論理学と意昧論，存在論　X6万円

　　　　　　保坂宗重，題名鳶年に岡じ　20万円

昭和48年度，保教宗重，題名鹸年に問じ　22万円

昭和49年度，野本和幸，様相論理学の意昧論と存在論　22万円

　　　　　　・守麗孝彦，戦後日本社会学史の研究，昭和20年代における

　　　　　　ヂ文献」の蒐集と研究体欄に関する裏情聴取調査　25万円

　　　　　　保叛宗重，題名前年に閥じ　26万円

　　　　　　小野瀬宏，微分方程式及び闘数微分方程弐の定性的理論で，

　　　　　　特に掘動的なものについての解析25万鰐

　　　　　　三輪五十二，微慧注樹法を用いたゾウリムシのXイジングの

　　　　　　研究　23万円

昭和50年度，野本和幸，G．　Fr¢geの書語哲学の批判的吟昧　28万薄

　　　　　　保坂宗重，題名前年に岡じ　22万円

　　　　　　石叛悦男，地方自治行敢における椿報処理・椿報サービスと

　　　　　　地域住鋭の藩報需要に関する比較実証的蘇究～農柑（茨城県

　　　　　　下）と大都市（東京都）との実態の分析を中心として～

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　28万円

昭和51年度，野本和幸，様相論理学と存在論　34万円

　　　　　　北壌篤，グリム兄弟，べXI　一，バジレのメルヘンの比較研

　　　　　　究　31万円

　　　　　　傍集銑立，ヴァイマール共和麟末期の政治　1930－X933

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34万円

昭和52年度，守屋孝彦，社会構造の変化と政治文化変客に関する戦後史分
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　　　　　　析　35万円

　　　　　　小野瀬宏，闘数微分方穫式の撮動性質　35万円

　　　　　　湯田　勝，大企業体髄における日本的勇使閣係の親代的編成

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30万円

　　　　　　高野勝男，Camer◎籍St◎踊磁の闘数空間積分について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　40万円

　　　　　　井原　聰，19世紀髄半期の電磁気学史研究への実験的手法導

　　　　　　入の試み一一一V“ltaからWh鷺a慰◎rmeeにいたる電気羅路と結

　　　　　　線技衛に関する復元的観究一　37万円

　　　　　　朝野洋一，北濁東平坦部における樹林地の残春形態と断有形

　　　　　　態　36万円

昭和53年度，守餐孝彦，題名前年に同じ　2⑪⑪万円

　　　　　　爾宮照一，大正宋期一昭瀦初期茨城における政党の支部組織

　　　　　　の実態　40万円

　　　　　　三輪va－一二，ゾウリムシのクoc2　一ン加齢と来熟物質45万円

　　　　　　朝野洋一，題名前年に圃じ　45万円

昭和54年度，守麗孝彦，題名前年に同じ　婚0万円

　　　　　　石綿敏雄，計算機による日本語談話行動の総合モデル

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　300万円

　　　　　長田義仁，プラズマ翻姶による無機環状化合物の鐵相閑環重

　　　　　　合　250万円

　　　　　　小野瀬宏，微分方程式の解の振勲性質　48万円
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　〈資料〉

　　　　　　　　　　　茨城大学教養部教授会規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒和46年9肋是）

　（設置）

第X条　教養部に教授会を置く。

　（組織）

第2条　教授会は，教養部長並びに専任の教授，助教授及び講師をもつて組織す

　る。

第3条　部長は必要に応じ，教授会に諮二つて講成員以外の教職員を出庸させるこ

　とができる．

　（権限）

第4条　教授会は，次に掲げる事項を審議する、、

　ω　教養部の教育課程の編成に関する事項

　〈2＞教養部長候補者の選考

　㈲　教養部の教員の人事に関する事項

　ω　教養部の諸規則の凝定及び改廃に関する事項

　㈲　授業及び試験に関する事項

　㈲　学生の厚生補導及びその身分に関する事項

　ω　教養部の予算に関する事項

　⑧　その他重要な事項

　（議長）

第5条　教養部長は，教授会を損集し，その議長となる。

2　教養部長に事故あるときは，あらかじめ教養部長の指名する者が議長の職務

　を行なう、、

　（会議）

第6条教授会は，毎月2回開くものとする．但し，必要ある場合は，臨時に会

　議を開くことができる、、

　（議事）

第7条　教授会は，構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き，議決す

　ることができない．

鷺　教授会の議寮は，出席者の過半数をもつて決し，可否潤数のときは，議長の

　決するところによる、但し，第4条第3号に規定する事項については，構成員

　の過半数をもつて決する。

3　長期鷹張者，長期病休者及び休職者は，前項の構成員に算入しないものとす
　る，，
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　（委員会）

第8条教授会は，専門の事項について，必要があるときは委員会を鐙くことが

　できる．

2　誘項の委員会の組織及び運営については，教授会の議を経て教養部長が定め

　る。

　（庶務）

第9条　教授会の庶務は，事務部において処理する．

　（雑則）

第1⑪条　この規購に定めるもののほか，教授会の遣営について必要な事項は，別

　に定める、

第11条　この規購の改正は，教授会の議決による、、

　　　附　則

　この規則は，昭和46年分月黛頭から施行する，，

　　　　　　　　　教養部履修期闇決定に葎う申合ぜ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和41年膿月蔦臼評議会決定）

1．工農両学部の学生で教養課程1年次所定の単位を修得した者は，第2年次当

　初よりそれぞれの学部において教養課程と併行して専門課程を駿修する．

2．学生当り積算校費，施設費，学生厚生補導費等の経費の配分は，水戸地区に

　おける教育期間経費以外はそれぞれの学部に配分する．

　　　　　　　　　　　教養部設鐙委員会了解事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和42年3月3⑪日）

1。教養部長を発金可能の日以前に選挙したい旨の教養部の要望を了解．

2．教養課程から学部への移行の基準は，教養部長提出の原案どおりに決定．

3．教養部運営委員を各学部で早急に選出することを了解．

4．移動（教養課程1年後各学部へ専門の授業をきくため，学生が水戸地区から

　離れる意味）の基準を明確に決めた方がよいかどうかについては未決定．

5。移動の瞭には，学生についての必要資料は各学部に送付することを了解．

6．移勲の後半年の教養課程の授業を如何に具体化するについては農，工からの

　代案が提出されたが，未決定．

7．教養部に教養課程を修得するための最大の必要年限は，一応3．6年とするが

　退学をかん皆する程度にとどめる、、

9。専門に移行したのちの高度の教養課程の授業（人文，祉4単位）は必修とし

　ない．
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9．42年度の一般教育の実施にあたってまだ来決定のものがあるので，新入生の

　ガイダンスにあたっては早急に一致点を見出し，学生に無用の不安と混乱を与

　えないよう相互に努力する．

1⑪、42年度は，文理の一般教育と重なるためその責任体舗等について混乱がみら

　れるので，相互に充分意見をだしあうよう了解。　　　　　　　　以k

　　　　　　　　　　　教養部設置委員会了解事項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和42年4月2日）

1．大学全体として教養部非常勤講師の予算的裏づけを考えるから教養部は，工

　農地区へ出講するよう努力してくれとの学長要墾を了解。ただし，教養部に与

　えられた非當勤講節の粋については，教養部の方針によって処理できるように

　してくれとの教養部の要望了解、

2．ce年度の一般教養については旧文理学部が責任をもつ，，43年度以降の一一般教

　養については教養部が責任をもつ．ただし，現在2・3年次にまたがって行な

　われている工農地区の英語は43年度もそのままにし，教養部が責任をもつ．

3。工農学生を1年で移動させることをしかるべき場所（たとえば履修要項な

　ど）に明示する．

4．移動の基準は工農学部で考えたものと教養部と話し合う。

　　原則として，1日だけ工農地区から通い，1年半で移行規準に達する見込み

　ある学生は移動してよいとする．

　　ただし，これらの移動規準は明示せず，表現としては，工農学生は1年で移

　動する．しかし単位をおとしたものは水戸地区に残留させることがあるぐらい

　にとどめる．

5．移行の認定は1年半，2年というように半年ごとに行なう．認定のすんだ学

　生は4月でも移行させる．

6．移行規準を完了した学生で，なおも教養部授業聴講を希鯉する学生について

　は，その学生の所属学部と教養部の協議によってきめる．

7．単位取得の必要時数は教官にあっては3⑪週のうち24週以上講義を行なうこ

　と．学生にあっては3⑪週6⑪時間のうち3分の2以上出席のこととする．

　　この点については全学的に統一をはかることがのぞましいので，各学部にお

　いても従来の慣行を再検討するe

8．教養部の評議員選出の件は評議会に議題として提出する．

9．新入生のガイダンスについては，各学部と教養部とが十分意志の疎通をはか

　ったうえで行なう。
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　　　　　　　　　　茨城大学教養部運営委員会規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鷺和42年胡x昆）

　（設置）

第1条茨城大学教養部（以下「教養部」という∂の運営について全学的に連絡

　調整をはかるため，茨城大学教養部運営委員会（以下「委員会」という。）を置

　く、，

　（所掌事務）

第2条　委員会は，次に掲げる事項を審議する．

　ω　教養部の運営基本方針に関する事項

　②　教養部の教育課程の編成に関する事項

　く3｝教養部長候補者の選考

　ω　諸規則の制定及び改廃に関する事項

　㈲　その他重要事項

　（組織）

第3条　委員会は，次に掲げる委員をもつて組織する．

　（ll）学長

　②　各学部長及び教養部長

　㈹　各学部から選出された教官各1名

　ω　教養部から選出された教宮5名

2　委員は，学擬が委嘱する，，

　（任期）

第4条離条第1項第3号及び第4号の委員の任期は，2年とし，再任を妨げな

　いas

2　欠員を生じた場合の補欠の委員の任期は，前任者の残任期間とする。

　（委員長）

第5条委員長は，学長をもつてこれにあてる，、

2　委員長は，委員会を招集し，その議長となる，，

3　委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長の指名する春が議長の職務を行

　なう．

　（会議）

第6条委員会は，原則として毎月1園開くものとする。侭し，必要あるとき

　は，臨時に開くことができる．

　（議事）

第7条委員会は，委員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決するこ

　とができない、、
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2　議事は，出席者の過半数をもつて決し，冨否同数のときは，議長の決すると

　ころによる．

第8条　委員長が必要と認めたときは，委員以外の者を会議に出席させ意見を述

　べさせることがてきる．

　（専門委員会）

第8条の2　委員会において，必要があると認めるときは，専門委員会を置くこ

　とができる、，

　（庶務）

第9条　委員会の庶務は，事務局庶務課及び教養部事務部において処理する、，

　（雑則）

第1⑪条　この規則に定めるもののほか，委員会の運営について必要な事項は別に

　定める．

　　　附　則

　この規則は，昭禾醒2年6月1日から施行する，、

　　　附　則

　この規期は，昭和44年4月X日から施行する．

　　　附　購

　この規則は，昭和47年7月2Q日から施行し，昭和47年6月22Hから適用する、、
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第1章　附属図書館

第1章　附属図書館

第1節　水戸地区本館

1　創立と整備

　　（1）創立から図書館の完成まで

　昭和24年（1949）5月に茨城大学が発足し，同年8月に初代館長として

文理学部教授小川泰が任命され，旧制水戸高等学校の蔵書を引き継ぎ，館

員7名で，旧水高の焼け残りの教室を使用し，図書館業務を開始した。こ

の，いかにも戦後らしい状態が，昭和26年8月まで続いた。

　本館設置とともに，工学部に多賀分館を設け，当時土浦にあった教育学

部土浦校（旧茨城師範学校），及び友部にあった友部校（旧茨城青年師範学校〉

には，それぞれ暫定的に本館分室の形の事務室が置かれた。

　昭和25年5月13日，本館の建築工事が起工され，翌26年8月20日に竣工

し，茨城大学設立期成会長であった友末知事，鈴木京平学長以下多数の関

係者が集まり，竣工披露式が行われた。

　当時の蔵書数は，水戸高等学校関係34，　790冊，茨城師範学校関係4，215冊，

茨城青年師範学校関係2，　604冊，多賀工業専門学校関係約15，000冊，期成会

の寄附によるもの7，203冊（昭

和26年度受入れ），その他の寄附　　　　　　　　　　、　・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鑑によるもの715冊（主として茨城

師範学校関係，昭和28年度受入れ），　　　　　　　　　　　　叢

更に，昭和27年，農学部移管当
時臓書4，5、2冊を加え，合計；雛

69，。39冊であった。図書の纐難

は，和洋図書を通じ，すべて日本

十進分類法（N．D．C．）を採用

ザ鑛鞭脚
水戸地区旧図書館
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し，薪規に受け入れる襲書はもとより，設立嶺初の蔵書に紺しても，この

N．D．　C．による分類換えを実施した．

　　②　竈務縄織の整備

　昭矛fi34年12月，閲覧係を薪設し，庶務係を管理係に，覇書係を目録係に

歌称した．その後，昭和44年1月，受入係を薪設，4係となった．各係の

執務の内容は，職務分掌の規定によって定められているが，その概略を掲

げると次のとおりである、

　励　管　理　係

　鐵書餓の庶務・会計及び慕務の連絡調整その態，他の係に属さないす

べての業務を担当している、職員は一般職で構成されている．

　〈aj）受　入　係

　勲洋鐵書の発濫から支払，瀦洋雑誌の受入と支払，マイク・・フィルム，

テープ，語学レ灘一ド等の消耗晶扱い資料類の支払，寄贈資料の受入を撫

当している．このほかに郵送されてくるパンフレット，月報等の資料の仕

分・整理があり，6月から10月までは図書館及び各研突室の雑誌の製本に

関する業務を引き受けている．

　㈲　碍　録　係

　和洋図書の整理に当たる．図書整理は複雑な過程を経るので，サービス

と事務能率の向上を目指して，これまで次のような改薄を行ってきた。①

昭和45年，麟書カードの複製邸尉に，從来の謄写印慰からシ譲プリンター

（電動印刷機）を導入する、、②昭和46年，分類番号の細分化を実施．（診昭

和47年，國会鐵書館のカードを選択購入。④昭和48年から，隅覧用のカー

ドが従来著者名分類だけであったものを，書名カードも作成．⑥同年，L．

Cカードの利用蘭始，，⑥昭瀦51年から，図露カードの印刷は電子複写機

（ゼ陶クス）に籾り替える．⑦ff年，国会鐵書館カードを一一di　ts購入とす

る。

　④　閲　覧　係

　閲覧係の業務は，次の難つに大別することができる．①図書の閲覧及び

帯出．②閲覧室及び開架書庫・閉架書庫の維持・轡理．③学部・教室等へ

の襲書の分羅．④参考業務．このうち④の参考業務無漁には，昭和47年に
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参考係員を1名配置したが，今後ますます重要性を増す係として注目され

る。

　　③　諸規躍の整備

　騒書館運営の大綱について審議するため，昭和26年8月「茨城大学閣書

館協議会規期を制定し，嗣年9月に協議会を開いて一応の規則を定めた

が，正式に旛行の運びに至らなかった。そこで，昭和31年12月，議の規則

を廃して，　「茨城大学講属襲書館遣営委貴会規羅」を定め，以後年1圃以

上，この還営委員会を開催し，予算など重要な閥題について協議を行って

いる。また，本館及び阿見分館（農学部）・多賀分館（工学部）において

は，昭和31年X2月に定められた「茨城大学附属図書館図書委員会幾購」に

従って，それぞれ図書委員会を設け，主として一般園書の選定などを行っ

ている。なお，昭和32年4月，「茨城大学附属図書館規蹴が髄定され，

これによって，多賀分館は工学部分館，阿見分館は農学部分餓と改称され

た。

　本館と分館との関係は，本来一本の俸系で還営することが理想と考えら

れる。昭和28年文部蜜が配布した「大学籔書館改善要項輩にも，この点が

強調されている．本学図書館設立に当たっても，最初分館名に地名を冠し

たのは，その趣旨によったものである。しかし，この理想の実現は，各学

部の所在距離及び人事，予算，対薮室関係などによって複雑な事情が介在

するので，それを打開するには，キャンパスの統合整備が前提となる．こ

の問題は昭和40年代以降の茨城大学将来計薩として検討され始め，今日ま

で持ち越されることとなった、

　昭魂35年7月，　「茨城大学附羅図書館図轡利朋細財」が制定され，蘭館

時閥・休館日f教官・学生の帯出羅数，貸出期隈などを定めた．本学は，

全学的に有麺な図書の利用をはかるため，各教室予算をもって購入した図

書資料も，鮒属騒書館に集中して管理する方式をとっているが，k記細期

第22条に基づき，蒋殊な学術隅書等については，次の各条件を満たす場合

に教室内の分置を認めることとして，昭和43年，國書分置基準」を設け

た．それによれば，②当該教室の常握を必須とする基本的な学術研究國書

（当該教室の専門に密着した基本的な辞書・事典及び雑誌等）であること．②主
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として当該教室においてのみ利用される図書であること．③当該教室で麟

書館に準じた管理及び逮用が可能であること．④当該教室の予算をもって

購入された図書であること，となっている。また，上記細則のうち，昭和45

年4月に追力翼補訂された第18条第2号に，「本学の教宮が教育研究上特に必

要とするときは，餓長の承認を得て誘項第1号の規建にかかわらず10羅以

内に隈り期闘を1年とすることができる」としたのは，「長期帯出髄度」

とも呼ぶべきもので，薪規購入鐵書を，手許に麗いて利飛したいとする教

官側の要望に応えながら，集中管理の漂則を守って，なるべく分置される

園書数を制限したいという発想から生まれた対応策であった、，

　昭和40年9月，電子複写機（E！efax　301型）及び輪転印刷機（G鰍総r　20⑪

型）を備え付け，「茨城大学附属閣書館文献複写内規」を設けて，文献複

写のサービスを行うことになった．その後，ゼ欝ックスを置くことにな

り，年々増大する文献複写の要墾に応えるために，昭和43年1月ザ茨城大

学附属曝書館文献複写規躍」が定められ，文献複写センターが発足するこ

とになった。

　　④　図轡館長の選考

　附属図書館長の選考は，昭和27年嗣定の旧規則に代わって，昭和34年2

月に鋼定された「茨城大学附属図書館長選考規期」に従って行われてい

る．その第3条及び第4条によると，「第3条各学部長及び教養部擬

は，それぞれ所属の専任教授のうちから館長候補適任考昏1名を学蔓に推

せんするものとするjr第4条学長は，前条により推せんされた，館長

候補適任者のうちから評議会に諮って，館長候補者を選考する」となって

いる、，これは，全学の共醐利用施設としての附属閣書館の管理運営を委す

べき入材を，広く全学から求めるという考えのもとに建められたものであ

る．もっとも，評議会では，工学部・農学部は遠隔だからという理由で辞

退することが慣行化しており，水戸地区の人文学部・教蒼学部・理学部・

教養部の中から候補者が決定されるという方法がとられている，、また，近

年，茨城大学将来計画委員会がスタートし，昭勲50年総務が設麗されてか

らは，附属図書館長は総務を兼任して，将来計薩の積極的推進役を務める

ことが多くなっている、

472



第1章附属図藩館

2　新館の造営

　　（1）建設経過

　昭瀦42年の文理学部の改組拡充等による大学の飛躍的発農に伴い，本学

劇立期に建築した旧囲書館では狭隆となり，附属襲書館の薪築を希望する

声が高まりつつあった昭和45年に，建築費が認められた。そこで，昭瀦45

年9月，年度内竣工を目指して図書館の新営工事が着工された。その聞の

経過については，竣工時のパンフレットに掲載された「図書館新館の建築

経過」（木村俊夫館長執筆）によると，次のとおりである．

　　昭和45年度に図書館新館の建築予算がつきそうだから準備をしておいて欲し

　い，との話が学長からあったのは昨年（昭和45年）の1月のことであった（中

　略）．そこで単速に新館設計に対する全学の期待と意思の結集を目指す図書館建築

　計画委員会の設躍を企画したが，諸般の事情に阻まれたのは残念であった。しか

　し，当初の精神を放棄することなく，基本計画や平面計繭は，施設課と密接な連

　絡のもとに，館内係長会議を通して検討し，園書委員会および図書館運営委員会

　に諮り，さらに水戸塊区の各学部に平面図を送り．希墾・意見の申出を待ち，成案

　を得たのは7～8月の頃であった．新館建設のために撤去される旧4号館に部室

　を持ついくつかの学生団体との移転先に関する折衝は，将来計顧委員会に代って

　臨時の専門委員会と学生課とが5月以来協働したが難航し，このため撤去作業の

　藩手が約1月遅延した、，これに関連して6月宋には，学長が文部省に提出する書

　類に添付するということで，学生との折衝を遅滞なく促進するという意味の館擾

　名の確認書を施設課長宛送付するという一幕もあった、建築工事は，地鎮祭とか

　趨工式とかを省略して開始されたが，その経過は，何等の現場事故も発生するこ

　となく，天候に恵まれて順調に進捗し，着工の遷れを取戻すことができたのは，

　施設課や大成建設を初めとして工事関係者の善意と努力の賜物である．（以下

　略）

　このようにして，昭和46年5月に薪築成った新図書館の概要は次のとお

りである。

　④建築面穣　㈲床面積：地階　189．・66（mxe），1階　1，　rO9．52　2藩

1，⑪78．69塔屋　17．4⑪計　2，395．27㈲書鷹薦積1書庫1屡　310．72

　書庫2層310。72書庫3層38⑪．92書庫4贋38G．92計1，383．28

　面積合計　3，778．55m2②面積配分　（a！閉架書庫1，382（㎡）（36％）

　（b＞開架書庵　190（5％）　（c）一般閲覧室　370（10％）　（d）開架閲
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表1　新，旧比較

新　　　　館　　　旧　　　　館　　増　　・　　減

総　　面　　積

閲覧座席数
図書収蔵能力

開架図書数

3，778㎡

　540席
246，0σ0冊

41，000冊

2，036㎡

　180席
121，000冊

5，000冊

1，742㎡

　360席
125，000冊

36，000冊

覧室　368（10％）　（e）特別閲覧室　32（1％）　（f）目録室　32（1

％）（9）事務室　190（5％）（h）会議室　63（2％）（i）機械室　190（5

％）　（」）電気室　70（2％）（k）通路その他　891　（23％）　計　3，778

（100％）③総工費　196，510，000円

　　（2）　Veritas　Liberat

　上記の比較対照表を見ても明らかなとおり，新図書館の大きな特色は，

①開架方式を大幅にとり入れたことで，その結果，開架書庫及び開架閲覧

室の占める割合が飛躍的に増大した。以後，図書館が新規に購入する新刊

書は，原則としてこの開架式書架に配置されることになった。②次に，当

時の館長が色彩工学の専門家であったことも幸いして，図書館の内装・外

装ともに色彩感覚に神経が行き届いており，全体として上品な色調でまと

められ，明るい中にも落ち着いた雰囲気で読書に酒れる環境造りに一役買

っている。特に内装は，それ自体が全体としての調和のとれた色調で統一

されており，あえて装飾品を置かなくても，建造物自体が装飾の役を果た

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しているといわれるほどであ

　る。③その他玄関には，顔真卿

　（709－785，中国唐代の書家）の筆

　蹟を模刻した表札が掲げられ，

　また風除室には，本学の松田正

　己助教授の制作になる，縦12．5

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　cm，横23cmの銅板打ち出しに

　　　”e　・’・　e。藝　、紙∴VERITAS　LIBERAT’r真

　　　　　ヴェリタス　リベラート　　　　理は我等を自由にする」のエビ
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グラムが鍛造されており，学芸

の殿堂にふさわしい香気を添え

ている。

　　（3）参考業務の充実

　学術情報の検索・提供に関し

て，大学図書館における参考業

務の重要性の認識が全国的に高

まってきた情勢を反映して，本

学図書館にも昭和47年，初めて

参考業務担当職員1名が配置さ
水戸地区新館

れた。ただ，翌年48年に第2次定員削減を受け，図書館は1名の定員を供出

したので，実質上前年度の定員増は帳消しにされたことになったが，店開き

した参考業務は継続して行われ，その後も需要は年々増加の一途をたどっ

ている。昭和54年度に扱った文献複写依頼件数は1，696件に上っている。

その内訳は，国会図書館宛のもの667件，他の国立大学附属図書館宛のも

の826件，私立大学その他203件となっている。昭和54年には，第4次定

員削減が進行する中で，再び参考調査要員の配置が認められた。この職種

が図書館業務の中で，今後ますます重要な地位を占めることが予想される。

　　（4＞庁舎管理規則の制定

　新しい図書館の完成とともに，建物の管理規則を制定することが必要と

されるに至った。学園紛争はようやく鎮静に向かいつつあったが，本学と

しては教養部校舎や学生会館を一時的にもせよ，暴力的に封鎖された体験

がなまなましく残っている。全学の共同利用施設であり，情報センター的

機能を有する図書館においては，そのような事態の発生を未然に防止し，

また不幸にしてそのような事態に立ち至った場合には，事態の打開に速や

かな処置がとれるようにとの配慮から，昭和50年（1975）に「茨城大学附

属図書館庁舎管理規則」が制定されることになった。規則の制定に当たっ

ては，例えばその中の第10条の，「管理者は，学外者が図書館庁舎等にお

いて商品等の移動販売，宣伝・・勧誘又は寄附の募集その他これらに類する

行為をしようとするときは，あらかじめその行為について許可を受けさせ
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るものとする．2　管理者は，許可なく葡項に該当する行為を行う看を発

見したときは，退去を命ずるものとする」という，この種の規則としては

ごく常識的なことを定めた条文が，図書館職員の組合活動等の日常的な行

為をも禦肘しようとするものではないかとの疑惑が持たれたため，当時の

保坂宗重館畏は，そうした職員の誤解を解くことに尽力するという一幕も

あって，嗣年慧月に髄定をみたものである．

3　附属函書館の役翻

　　①　建員翔減の波

　行敷改革の一環として，数次にわたる醐家公務員の驚貴醜減が実旛され

てきた。図書館にもその肖械の波は波及してきた。すなわち，昭和45年，第

1次定員肖鍼により1名減昭和48年，第2次遡減により1名減，昭瀦51

年，第3次醜減により1名減，昭和54年規在，第4次醜減が進行中で，引き

続き第5次肖鍼が実施されることが定まっている、しかるに，附属図書館

の業務についていえぱ，蔵書数や毎年の受入図書数は年々増加の一一msをた

どり，また，教官や学盤数の増大に伴って，閲覧・貸出・文献複写等のサ

ー ビス量も累撫していく．図書館業務を累積業務と称するわけである．こ

のような業務最の増大にもかかわらず，職員数が肖鍼されたため，図書館

は選営上囲難な閣題を捻えることになった．その一は，葬常勲職員の増撫

である。増大する事務量を消化するには入手が要る．しかし，教官・学生

数は増えても，麟書館職貴の定員は増えない．そこで，建員外の雰常鋤職

員に態らざるをえなくなる．質金支出が比較的安い時代はそれでもしのげ

たが，高賃金の時代を迎えて，結果的には図書餓経費に占める入件費の姥

率を増大させ，囲書購入費を圧迫することになる．その二は，附属鐵書館

がこれまで薩接聞接に，教官や学生に商けて行ってきた，構報提供面での

サービスの低下を招くことである．図書館としては従来行ってきた諸サー

ビスの質を落さないように努力しているが，入手不足には抗し難く，余儀

なくサービス颪の省力化にも踏み切らざるを得ないという情況に至ってい

る．例えばこれまで霞書館で行っていた学部紀要類の発送等は，各学部

で行ってもらうように改めることなどは，その現れである。その三は事務

476



第1章　附属図書館

表2　茨城大学附属図書館の蔵書数・職員数の推移

蔵　　　書　　　数 職　　員　　数　　区分

年度別

本館・分館
和　　書
　　（冊）

洋　　書
　　（冊）

講
定

員

非
常　　計
勤

昭和34年

本　　　館

工学部分館

農学部分館

　　計

97β98

黛⑪β81

　9，嬢1£

127，791

£2，989

も863

1β43

29，695

120β87

25，2嘱

1L255

157，48蔭

16
3322

二　～ 蔦
332黛

昭和嘱年

本　　　館

工学部分館

農学部分館

　　計

154β81

36，5⑪9

18，9魂7

2⑪9β37

塩6e722

13β36

5β33

65β91

2⑪1，1⑪3

49β45

慧4鶏8⑪

驚75，鎗8

17
33慧3

温

2壌

爆331

昭和54年

本　　　館

工学部分館

農学部分館

　　計

黛4も428

5も7撃3

3L18臼

33⑪41⑪

85．1％

％露麟

1⑪夢358

1驚⑪，7鯨

詑9β黛3

8⑪ゆ37

瓠，5塩7

魂51，2⑪7

16
遮323

黛3

5331

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（昭和55年4月1日現在）

の慢性的惇滞である．注文した本が書架に並ぶまでに何か月も要するとい

う苦構を，教官の閥で耳にすることがある。これは麟書館業務の本来の姿

からいって婬ましいことではないが，人員不足のしわ寄せが，このような

面に現れているものといえよう．

　以上のような縄魎点は，本学のみの問題ではなく，全岡の大学附属隅書

館では，いずれも多かれ少なかれ抱えている聞題である．したがって，そ

の敢善を要塁するには，行政的には，園立大学図書館協議会を通じて，蘭

係当局へ誘えるべき鰯合いのものであり，実際その種の要墓は毎年くり

返し行っている。ただ大学自体でも，附属図書飯が抱える闘題を千分理解

したうえで，大学内部で配慮すべき点があるとしたら，それに着手すべき

であるのはいうまでもない。その意昧での，全学の麟書館に対する関心を

高めるのに貢献したのが，後述するr茨城大学における附属囲書館の役

鋤」の鷺行であった．
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　　②　充案國書費

　昭和52年度の水芦地区予算委員会（大宮録郎委員長）では，附属図書館

（東敏推館長）の要講に応えて，麟書館予算としてr充実図書費」200万円

の配分案を決定しfex　、、これは，従来附属図書館に事項経費として醗分され

ていた指定隠書費が，昭和44年限り打切りになったので，それに替るもの

として，高穣の，1教室の予算では購入器難な專門國書を，重点的に充実

していくことを目的として設けられたものである．この種の費目の必要性

について，東敏雄館長はザ茨城大学における酎属製書館の役謝」の中で，

次のように記している．

　　昭和47年，大学は薪しい予算編成方針を決定し，水戸地区の予算委員会もその

　方釘に沿って共同利用施設としての附属図書館本館の予算の大枠を決定した。そ

　れは，教官及び学生の積算校費からの図書館への控除率の引下げを前提としてい

　た．このことが図書館の機能に対してどのような影響をもたらしたのか。それは

　次の数字が事態を明瞭に示している、，苗年度の昭和46sc度において本館独自の図

　書購入費は約7⑪6万円であった．47年度にはこれが50r万円に落ちこむのであ

　る．48年度，49年度もこの状態は続いた．この時期の狂乱ともいえる物価上昇を

　考慮したとき，それがどのような意瞭を持ったのかは説明の必要もないであろ

　う．ただひとつだけ指摘すれば，このことは個kの教官に配分された予算では金

　額的にみて購入することが難しく，しかも大学図書館としては常備しておく必要

　があるような基本的図書の購入を困難としたのである。各教室予算による専門図

　書購入の可能性は増加するとしても，一たん細分された予算を教官組織が再結集

　する努力を欠くばあい，共同利用施設としての図書館は，この面での機能を果し

　えなくなったのである．

　ここでは，茨城大学が自らの手で選んだ予算配分方針がもたらした帰結

として，充実製書費が必要とされるに至った歴史的必然性が述べられてい

る．この充実図書費の特徴は，教窯測で賭入麟書の半額を支患すれば，図

書館側で残りの半額を負撫するというもので，20⑪万円の魚翻で4⑪⑪万円

相嶺の麟書充実をN指すものである．充実磯書の選驚に当たっては，隠書

館還営委貴会の中に小委員会を設け，選定要項を定めて公平かつ慎重に行

っている．充実園書費の配分は，まだ鋼度化されたわけではないが，昭和

53年度，54年度と引き続き認められ，ほぼ定着しつつあるといえよう、、

478



第1章　附属図書館

　　③　『茨城大学における附属図書館の役割』の刊行

　本学では，昭和48年9月の第1回将来計爾委員会開催以来，5年目を迎

えた将来計画が，昭和52年度には一つのエポックを画することを目指して

作業が進められていた．その計薩というのは，現在3地区に分散している

校地を1地域に統合整備して，研究・教育爾薔での真の意味での総合大学

としての実を挙げるというものであった。その時期に，情報のセンターと

して，大学の心臓蹄にも鋼えられる購属図書館においても，将来構想が策

定されていなければならぬと考えられた。そこで，昭和52年4月，ギ茨城

大学附属図書館運営委員会騙蒔小委員会要項」が剃定され，附属閣書館逮

営委員会の中にヂ臨時小委員会」が発足し，直ちに活動を開始した。小委

員会の横成員は，東館長を委貫長とし，盗学部及び教養部の運営委員の中

から各1名，計7名で構成され，その目的とするところは，上詑要項第i

条によると，「茨城大学附属図書館の蒋来計霞を全学将来計醐の中で乾竃

づけ，それに必要な事項について調査・研究・立案を行う」ことであった．

臨時小委員会は同年6月から11月までの期閥に，水芦地区委員の会合，還

蛍委員会への中闘報告会をも含めて弟後12圃の会議を重ね，その成果を基

に，鮒属図書館運営委員会は『茨城大学における離属図書餓の役翻』をま

とめ，昭和53年1月刊行したのである、

　この報昏書の性格は，

　　（前略）この報告書の盤格の一部には，附属図書館のいわば将来構想のための

　準備作業という側面も含まれている，、具体的には，「第V章　附属図書館整備充

　実構想策定のための検討事項」がそれに該当しよう．だがそれら検討事項は全く

　将来のためだけにある机上のプランではない．がんらい，将来計画あるいは将来

　構想それ自体が，達成すべき将来のあり方を明確にすることによって，理在のあ

　り方を規律し改善を実行するという，将来と現在にわたる両面的性格を持つもの

　である．第V章の検討事項も，たしかにそれが理想的な形で実現するためには，

　茨城大学の将来欝画構想が実現する日を待たねばならないのかもしれない．しか

　しまた，それら検討事項のなかには，たとえ不完全な形ではあれ，大学の取り組

　み方によっては，現在においても改善しうる事項が多く含まれているのである。

　本報皆書の任務は，むしろそれらの改善を促すことに力点がおかれているといウ

　てもよい。　（第1章　報告書の視点，2　将来計画と図書館の改善）

と述べられているところからも明らかなとおり，将来構想と岡時に，目酋

479



孤部局史（瑚

の閣書館の現状改善にも資するように配慮されている．したがって，ここ

に採り上げられている聞題点をどのように処理していくかが，今後の図書

館の努力すべき方晦であるといえよう．

　　㈱覆閣瀾館
　昭和53年（1978）9月18日をもって，夜間開館が開始された．軍日は午

後5時から8蒔まで，土曜日は午後⑪蒔半から4時まで醐館時閥を嬉長二す

るものである、時闇外蘭館は，従来も部分的に実施していたので，今圃の

は蕉武には「時聞外開館時間の延長」と称すべきであるが，橘豊館長が

ザ学園だより」第35号に記したように，　「毎夜八時迄燈々と照閥が輝やい

ている光景は，いかにも象微的」であるので，r夜閥麗館」と睡ぶ方がふ

さわしいであろう，，夜聞瀾館実施1か月後の利用状況は，10月17日現荘

で，午後5時から8時までの入館者平均は77．⑪入，1か年後の昭和54年9

月は80．8名と，利用者は漸増の傾向にある，、

　　〈5）地域資料の整儲

　茨城県の中央部に居を占める本学の附属麟書館としては，年来，地域資

料の整備には意を胴いてきたcaその中で，これまでにその成果を刊行した

のは，次の7種である．⑦擬鶴田家駈蔵史料N録（1碩）昭瀦32年度，②

勝田家史料目録（exK）昭和34年度，⑧勝田家史料集0（1⑪⑪頁）昭和35年

度，④奥村家史料集（6碩）昭和36年度⑤細谷・木村家史料集（11頂）

昭和37年度，⑥木村家史料集（U頃）昭和38年度，⑦獺葉嫁史料ff録（38

頁）昭和39年度。なお，附属図書館所蔵の穰葉家文書を始めとする地域資

料の数々については，昭和53年度から，人文学部演内八郎教授の協力を得

て，分類整理の作業を進めている。また，附属鐵書館には，畷治時代の歴

史学考管政友（1824－97）の蔵書（菅文庫）の一部が久しく未整理のまま保

管されていた．昭和48年たまたま来校した古文書学の権威長沢規嬢也博士

の指導により，漢籍の部約500部2，⑪00飛について分類整理が行われ，昭和

49年12月にY茨城大学所蔵菅文庫漢籍分類目録」（33ページ）が蒲特され

た。残る瞳書の部約3，500部8，000羅については，昭瀦54年度，教育学部田

口守教授の協力を得て分類整理が行われ，昭和55年度には，目録刊斜の予

定である．
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第1章　附属図書館

第2節　工学部分館

1　沿 革

　昭和24年（　tw　49＞5鴬，茨城大学設麗に伸い，多賀工業專鍔学校翻書謙

は，茨城大学附属図書館多賀分餓となり，曙32年4月に工学部分餓と改称

された．これよりさき，昭和22年から大学昇格を目指して函書の充実が図

られ，多賀分館は1万8千柵の蔵書をもって発足した。現在の図書館は，

昭和27年度（1952）から書庫，閲覧室等が逐次建設され，34年度に竣工し

た。書庫の収蔵可能柵数は4万5千飛であるが，戦後の復興に引き続く経

済の高度成長期を迎えるとともに，工学部の学科増と短期大学部の併設が

あり，学生と教宮の定員増から蔵書数は著しく増加し，分館竣工の10年後

には書庫の収蔵能力を上まわるに至った。

　工学部分館の蔵書数は，昭瀦54年度末で和洋図書約8万羅，瀦洋学衛雑

誌約1β⑪⑪種となっているが，分館では一貫してこれらの集中管理を行っ

ている．また，昭和45年より学生蘭覧室の一部を利稽して蘭架方式を実雄

し，その図書数も次第に増煎させてきている．

　学科増とともに麟書館は狭齢の度を増し，建物面積は，54年度における

必要面積の20％にすぎない。薪館建設の概算要求は昭和47年以来提出して

きたが，大学の将来計爾との関連から実現されず，このため一部魍書を応

用数学教室内に分置するとともに書鷹の床に積み上げるなどで窮状をしの

いできた。しかし，昭和54年度には全学的な理解が得られ，また将来計瞬

も確定されたことから，55年度には新図書館が建設されることになった、

2　施 設

　　ゆ　建　　　物

　工学部分館の建物は，昭和27年度に着工され，通算8年を要して昭和34

年度に落成した。この問に書庫，書架の取付け及び闘覧室が逐次完工され

たのであるが，特に閥覧蜜は，昭和29年度と撮34年度の2期に分けて建設

され，日立製作所からそれぞれ200万円と300万円の寄贈を受けた．学生閥
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　　　　　　　工学部分館

　　（2）設　　　備

　工学部分館の書架は，日本ファイリング社の鋼製積層式3連両面型で，

昭和28年度からほぼ2期にわたって計42個取り付けられた。その収蔵可能

冊数は4万5千冊である。昭和40年度には，電子複写機を入れ，図書館で

管理している。設置以来数回の機種変更をしてきたが，最近では，月間約

1万枚の文献等の複写サービスをしている。このほか印刷工場が分館に所

属し，オフセット印刷機による教材作製等を行っている。

覧室162m2，書庫129m2その

他を含め，建物面積は421m2

である。昭和35年1月，図書

館の落成を祝し，当時の都崎

雅之助学長は，日立製作所の

好意を謝し，小平浪平翁の徳

を頚えるため当館を小平記念

図書館と命名し，前庭に記念

の碑を建立した。

3　蔵 書

　　（1）蔵　書　数

　昭和23年12月の調査によると多賀工業専門学校の図書は，概数で和書

13，900冊，洋書3，900冊，計17，800冊となっている。この中には雑誌，報

告，紀要が5，900冊含まれているので，単行本は12，　000冊程度と推定され

る（r多賀工業専門学校＋年史』）。多賀工専の図書は，そのまま茨城大学に引

き継がれたが，戦時中と戦後の粗悪な紙質による図書は破損するものが多

く，かなり整理された。昭和34年1月の蔵書は，和書18，600冊，洋書4，500

冊，計23，100冊で，学術雑誌は，和雑誌240種，洋雑誌124種，計364種

となっている（『茨城大学工学部学園二十年史』）。表3に昭和34年度以降の蔵

書数の増加状況を示す。最近の蔵書数の伸びは，年間3，500～4，000冊であ

る。
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第1章　附属図書館

　　②　利　　　爾

　工学部分館は，当初より隠書の集中管理を行っている。教官に対する貸

出滞数は年度によって幾分増やしてきたが，教官全偉の利罵の便を重視し

て，各学科又は講座への分置は行っていない，、図書の整理，保管の面から

考えても，また，特に外国雑誌の場合，教室単位で収集できる種類は限定

されている等からも，分散管理より集中管理方式は利点が多いと考えられ

る。

　学生に対しては，昭和45年より閲覧を囎架式に改め，はじめ，2，000冊

の図書を自由に閲覧できるようにした。その後，順次その数を増やし，ま

た学生用図書購入費による図書等も茄わり，54年度末には8，89◎需が開架

されている。

4　管理と運営

　　（f＞管理と運営

　分館では，工業短期大学部学生の利用等を考慮して，昭和32年に，工学

部分餓麟書閲覧壷びに貸出規期を舗定した．蛭大学生のため，夜間遍2圃

午後7時まで蘭館した．昭和53年9月から非常勤職貴を採用し，平日は午

後8時，土曜Nは午後4蒔30分まで開館している．還営については附属図

書醸図書委員会規則によるほか，邸轟工堤が図書餓に断属するため，工学

部分餓図書委貴会内規が昭和54年度に鯛定されている．

　鐵書予算は，穏書購入費と逗鴬費に大瀦できるが，事項経費のほか，教

官と学生の積算校費から図書購入費を控除している。運営費は，合柵製本

費等のほかに，外国雑誌等の購入に対し，一一1¢額を図書館で負癒するため

の経費等も含まれている．翻書予算（概数）を表3に示す．

　　②　業　　　務

　教官と学生の定員増や受入図書数の増加にもかかわらず，工学部分館の

霞書職員には，定員増がなかった．昭和53，54年度に時間外及び時間内の

葬常勤職員がそれぞれ1名採粥され，蘭覧業務を握当している．
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5　学術報告の発行

　工学蔀及び短期大学部教官の研発成果発表機関である茨：城大学工学部紀

要及び岡研究集報の編集発行などの事務を図書館で行っている．環窪まで

に集報は第27巻，紀要は第13巻が発行されている．詳細については，工学

部教官の研甕活動に詑載されている。

6　図書館の新営

　通史で述べたように，昭和55年度に図書館が薪営されることになった。

図書館の新営について，昭和54年度に麟書委員会で基本方針が審議され

た．薪図書館は，電気工学科の東側（旧体育館跡）に建てられ，2階建で

建物面積は，延2，　XOO　m2の予定である。

第3節　農学部分館

1　浩 革

　当分館は昭和27年（1％2）4月，前身の茨城県立農科大学図書館を引き

継いで発足した．県立期閥はわずか2年半のため資料も少なく寂しい門畠

であったが，新設大学の図書館としての発展への躍動は力強く脈打ち，そ

の後10年間は数々の困難を乗り越えながら，よりよき図書館を目指して着

々と充実成長してきた．このころをもって当分館運営の基礎は固まり，今

日に至っている．

　態勢の確立とともに試験期を中心とする瀾館時間の延長や，小規模図書

の展示などサービスの向上を馨ってきたが，一方，農芸化学・農業工学

科，更に45年度には待璽の爆学研究科が設鐙され，図書館経費も増離して

資料の整備は急癸展した．

　そのころから図書館の近代化が叫ばれるようになり，農学部においても

特に書鷹の開放について学生から強い要望が壌された．隠書委員会は数罎

にわたり慎重に検討を重ねた結果幽分館としての可能な改善策として，

閲覧室を二分して部分開架を実施することになった．開架閲覧室は昭和46
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農学部分館

年11月開設され，今日に至って

いる。

　図書館の近代化については中

央館を軸とする相互利用が主で

あり，学外ではわずかに国会図

書館との間にパイプが通じてい

るだけで，実績はあまりなかっ

た。雑誌目録原稿の作成などの

協力はあっても，小図書館では

関心も持てないような状態であ

ったが，54年度より国立大学間複写業務取扱要領が改正され，その内容が

普及するにつれて複写業務は急に増大し，教官から大変歓迎されている。

一方，申込みの受付も始まったが，当分館資料を部外者に提供するという

ことは画期的な事柄であるが，参考業務の拡大もスムーズに進んでいる。

2　施 設

　図書館は昭和29年（1954）9．月，茨城県施設整備費により完成した。場

所は校舎地区（甲地区）南西の一郭で独立した建物である。教室からは少

し離れているが，付近には事務庁舎，学生研修所などがある。当時の設計

スタ／ルである総合的な構造で，視聴覚教室も備えている。総面積813m2，

学生閲覧室240m2，書庫は342m2で図書収容力は48，000冊である。特に閲

覧室の設計には照明，採光，塗装に細心の注意が払われ好評を博した。開

館と同時に新営設備費により書架はもちろん閲覧用調度品も更新され内装

も一変した。旧海軍施設を利用して設置された大学の中で，当時は唯一の

新築建物のため，卒業式など学部の重要な行事にも使用されたりした。

　書庫は鉄筋コンクリート2階建で，書架は鋼製A4判基準8段式，収容

の増加を図るため通路も狭く，書庫開放の障害ともなった。開館当時は，

これが満杯となるのはいつの日かと夢見る思いだったが，早いもので今で

は限界状態に達している。
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3　蔵 書

　　紛　蔵　書　数

　発足後55年3月宋日までの隠書の増加は37，　035maで，表4のとおりであ

る。増加穏書の大部分は專門醐係図書で，日本十進分類法の3－－6部門が

33，543冊（gO％），他の部門3，492冊（1⑪％）で，このうち伸びの最も大き

いのは6糊で・÷砧める・

　雑誌購入状溌は27年度，和誌50，洋誌19種であったが，54年農は和161，

洋156種となっている．騰入外醗雑誌の発行瞳は27年度では米英のみであ

ったが，55年度では米英が73％で，他に9か鼠の雑誌を購入している，，こ

のうち二次資料は16種である。

　寄贈雑誌は27年度和250，洋7種であったが，54年度は和492，洋32種に

達した。寄贈雑誌も40年ごろから急に増加し，書架占膚率も予想をはるか

に越え，親在では図書換算で約8，GGO器分にも達し，製本も手が園らない

状態である．所蔵雑誌の総種類数は1，191種で，全資料は集中管理のため

すべて國書館で管理している。

表4　図書の増加

瞬入撫贈睡入 計

壁洋塾緋蔀書糟和書1轄1
合計

昭和27－29年度

昭和3⑪一34年度

昭和35－39年度

昭和4⑪一44年度

昭和45－49年度

昭和5⑪一54年度

1，53岱

窯，落η

3，53壌

3善73

5β50

撃4，053

　1⑰7

　359

　盟8

1，1騒

1露％

1，⑪7e

3β89

351

4搭3

659

533

608

836

55

x3

158

2x

iM

8M
252

493

8⑪2

8壌1

8s5

　261

　2鷲

　277

L蔦⑪

1購37

1，371

6・245L2°引

　　　　62創3，18α
　　｛　　　1
魂夢49q　1多⑪381

5・⑪3鵠4521

6タ72嘆　2夢483

5，5162，555

7，449

3β⑪嚇

5，528

7夢4呂嚇

9潟⑪7

8，⑪71

計
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

20，622　4，653　6，503　1♪197　4sO64・4，50831，1891t⑪｝358　41，ξ547
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　　（2＞利　　　縮

　開架閲覧室開設時の閣架書は1，120冊であったが，逐年増加し，象た複

本も多くなり，現在は3窪70柵，全蔵書の8％となっている，、利用者も増

加し，試験期は開架閲覧室は過密状態を呈することもあるが，他方出納式

の利駕は減少した．翻架書は撰定図書に相当する専門蘭架書が1，41⑪欝，

一般蘭架書1，760柵で，専附瀾架書は農学，畜藩，農芸北学，農業工学の

4＝一ナーに経済，農場を煎え6区分されている、、翼に購入魂洋誌280種

も展示してある、，

　検索用カードは分類，著考名の2種であるが，書名カードがないのが利

用者にとつて大きな不便と思われる，，

　平日の閉館時灘は18蒔，試験期は19時である．

4　管理と運常

　　①　委　員　禽

　分館長は農学部分館長選考規則により教授が選ばれ，農学部図書委員会

は各学科，経済，畏場から各i名，計6名で構成されている。その中から

2名が分館長とともに附属國轡館運営委員になっている。分館長の任期は

2年，そして図書委員は1年と，共に任期が短いのが難点で，分館長も今

日まで13人の教授が就妊した導

　麟書委員会の審議事項は，麟書館経費の要求及び避用計画のチ叢ックが

主であるが，運営全般についても必要な審査をしている．

　　（2＞事　務　蜜

　発足時から係長1，係員2の配置で，司書有資格春はいない，，したがっ

て業務は本錨の摺導のほか経験の蓄積によって行われてきた，，その慧昧で

は，かつて経理経験者が19年，出納経験者が瓢年准籍したことがあった

が，それは分館にとって大きな翼献であった．この間，度々定員潮減が行

われたが鐵書係は免れた．小蹴書館なので業務の機械化は勘率上問題があ

り進まない。

　　（31鋼轡館経費

　図書館経費は，農学部配当予算と本館から配分を受ける学生驚図書購入
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費，外国雑誌購入費等より成り，これに講墜費繰入を加えて運用されてい

る。学部醗当予算は長らく教官校費の10％，学生校費の5％が天引して移

行され，54年度の総予算は10，017万円であった。これらは共通図書購入費

172，000円，囲書館維持費繰入79◎，700円を除いて21講座に均等配分され

る。したがって資料の選定はそれぞれの講廃に任されている．

　麟書館維持費は38年度より本館から翻分されるようになったが，44年度

からはこれを柱に自主的に経理するようになり，不昆額は農学部移行予算

から補充している．54年度維持費の総支串額は1，362，⑪⑪0円である．

5　学衛報告の発行

　　（1＞編　　　集

　学術報轡発行のため昭和28年（X953）準備委員会が置かれ，次の編集方

針が定められた．

　　　　　　　　　研究，調査報告類の編輯方針に就いて

　　佐藤，広沢，久池井，松浦及串村の編集委員に於て協議の結果以下の如き申し

　　合せを得た．

　A　報告書の雑誌名称，茨城大学農学部学術報告　　欺文名　略

　B　記載内容

　　t　農学部関係者の研究又は調査せる学術的報告を発表する雑誌（報魯書）と

　　　する．

　　2　題目，邦文及欧文とする．

　　3　内容，邦文，欧文何れを採用するも寄稿者の随意とする。又抄録も随意と

　　　する，、但し頁数写真，図表等を最小限に縮めることに努力することcr

　　4　V◎短贈を採用せずにN◎．（号数）のみを以て番号とする．

　　5　年慧回発刊の予定とする，

　　6　各号豹IOO頁を目途とする。

　C　役員　　　　略

　D　発行部数　　略

　昭瀦39年6月，編集委員会規財，筒細財般稿規定，校正記号が施行さ

れ分館長が委員長となった。昭和54年6月には編集委員会規則が敢正さ

れ，細則も実施要領に改められた．1～27号までの総論文数は邦文403，

欧文25で，平均頁数は137頁である。
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　　（2＞髭　　　行

　28年度に第1号発行以来隼1嗣発行され，54年度に27暑が錯行された．

雛行部数は1～13曇は50⑪部，14～20号は55⑪部，21号より700部であ

る．21号からの主な蘭廊先は農林水産省関係98，大学123，県閣係X8⑪，研

究所77で外麟への発送は22である。
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第2章事務局
　　　　　　　　　　　　1　事務機構の変遷

　　（1）事務局の発足

　昭和24年5月31日，国立学校

撃璽灘難踏　
24年6月22日，国立学校設置法

5A31日から翻）により・各国　．∵物　隔晦
立大学の事務組織として事務局　　　　’　’　”　’k、

及び厚生補導に関する部が置か　　　　　　　旧事務局

れることになった。発足当時の茨城大学事務局は，水戸市外渡里村の旧東

部第37部隊跡に設置され，庶務課，会計課の2課で構成された。庶務課に

庶務人事，文書，調査係，会計課に総務司計，出納，用度，管財，営

繕係が置かれた。そして昭和26年には営繕係を廃止して，新たに施設課を

設置し，企画，技術係が置かれた。昭和24年発足当時の事務局庁舎は，37

部隊旧兵舎（4号館）を使用していたが，翌昭和25年茨城大学設立期成会の

寄付により木造2階建1，245㎡が竣工した。

　　（2）その後の変遷

　その後10周年を迎え，昭和35

年には，学部学科の増設など大

学の拡充に対応して，会計課に　　　　　　　　　　　　9

給与，共済係が，また昭和37年

庶務課に福利係，施設課に設備

係が置かれた。事務局機構の変

遷中で注目すべきものは部制の

施行である。昭和43年4月1 新事務局
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H，事務局は2部1課鋼となり，庶務部に庶務課（庶務，文書，調査係）及

び人事課（人事，能率，職員係）が，経理部に主計課（総務，司欝，管財係）

及び経理課（出納，用度，給与，共済係）が置かれ，同時に施設誤の設備係

を電気設鐘係と機械設備係に分離して，事務組織が発実され，理在に至っ

ている．

　事務局庁舎は，その後魍立学校施設長期計画により，昭和47年建替え整

備が行われ，飼所に鉄筋3階建2，630m露が竣工した、

2　職員定員の樵移

　醗和24年5月3珊茨城大学が発足し，6月瓢開学事務が闘始され部

局等組織及び教職員定員が定められ，以後10年閥にわたる定員の誰移につ

いては，r茨城大学十年史」（第1篇第5章）のとおりであるので，昭和35年

以降の20年闇の誰移を見てみることにする．教職員定貴の増減は，大学設

鐙基準等により，学部，学科，課程及び学生定員と相闘関係にあることは

当然のことであり，また，学部，学科，課程等も本学の将来計画，更には

社会的要請や茨城の地域性等と関連がある、，過去20年間では，各学部等に

薪学科等の増設が多くあったが，特に昭和42年度において文理学部が人文

学蔀，理学部，教養部に敬組され，更に養護教諭養成薪等が薪設されるに

及んで，本学教職貴驚貴も逐次大輻に拡充された（資料P66鯵照）．

　一方厳しい祉会状勢下，行政機醐職員定員の劇減という繭民的要請もあ

り，行政機関の職貴の定貴に関する法律（昭秘4年法律第33号）による驚員

の総数の最高限度の規鯛の下に，昭和44年度の閣議決定に始まる定員潮減

が行われた、、本学では教宮定員について，第1次潮減（昭和44～4眸度）3

か年に5．k第2次削減（昭和47～5⑪年度）4か年に5名，合計10名であっ

た．事務系定員についても，第1次削減（昭秘4～46年度）3か年に27名，

第2次削減（昭秘7～al9年度）3か年に29名，第3次肖鍼（昭和50－5撫度）

2か年17名，第4次劇減（昭和52～54年度）3か年に15名の謝当があり，合

爵88名が削減された、なお，学生入学定員に嬉する教職員定員との比率

は，昭和34年㈹％），36年（呂L9％），45年（S5．2％）をピークとして，48年

（82．6％），54年（70％）と下降をたどっている，，
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　また，教官定員と蜜務系定員との比較では，昭和34年は339名対344名，

36年は349名対352名と，事務系定員の方が多かったが，40年は388名鰐387

名となり，ここで定員数が逆転し，45年には468名対427名となり，この年

が事務系定員のピークであった．これから事務系定員の比較も実数も更に

下降して＠き，48年487名封414名，54年558名対398名となり総定員法に基

づく定員削減が事務系定員に多大の麹舗を瀦えてきたことを物語ってい

る．このため事襟き員不足に伴う事務翅理能力の低下を防ぐための事務の

簡素化，合理化集中化等の方策の必要に迫られている。

3　予算の変遷

　昭矛ロ％年5月に羅立学校設置法が舗定されると岡時に，本学も薪髄大学

として麹の69大学とともに産声を上げたが，当時は大学全体の経費が貧函

であったばかりでなく，給与や手当，あるいは老朽施設の維持管理費等に

多くが費やされ，教育研究のための経費は極めて乏しかった．その後，我

が騒の経済は徐々に圓復に陶かい，国民生活も一応安定してきたが，畿立

大学の予算はなお厳しく，関係者闇において大学財政の確立の声が高ま

！l　，種々検討が重ねられ，昭和39年4月に国立学校特別会計法が設置され

た。

　同法の設置に伴って，国立学校の経理が明確になるとともに予算の充実

が醒られ，瞬立学校の旛設等が飛躍的に整備された．本学においても昭瀦

42年度の文理学部の改組をはじめとして，学科の薪設等が相次ぎ，校舎等

も急激に整備された，

　ここでこの30年閥の歩みを本学の歳欝予算の面からみてみると，昭和24

年度に7，700万円であった予算は，10年後の昭和34年度には37，400万円と

なり，更に昭瀦44年度には196A⑪⑪万Nと10年刻みでほぼ5借程度の予算

増となっている．また昭和54年度は67＆7⑪O万円（いずれも文教施設整備費を

含む∂でこの10年間では約3．4倍と伸びが鈍化してきたが，これはオィル

シ。ック以後の日本経済全般の不況を強く反映している。

　本学では囎学以来，学内予算の配分は事務局で厭案を作成し，予算説明

会（部局長）で了承の後，最終的には評議会で決定していたが，謡述のと
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おり急激に整備された狡含等諸施設の管理経費等の必要経費を極力抑え，

より教育，研突面の充実を図り，かつ部局間の予箕配分の適正化を麟るこ

とを目的として，昭和46年5月に予算委員会が設麗された，、

　予算委員会では，主に教官・学生当り積算校費及び概算要求の漂案，そ

の弛学内調整を要する予算毒項について審議しているが，委員会発昆いら

い1⑪年を経過した今，研究教膏沼覇の財政的蕃礎である学内予算の合理

的・民主的な醒分に貢献している，，

4　茨城大学教育硯究助成会

　茨城大学は，戦後の画期的な学欄改革により県下唯一の國立大学として

発足したが，薪翻の大学が真にその翼的を達成するためには，施設の整備

とともに不断に学術研究の振興と教育内容の強牝充実を霞っていかなけれ

ばならない．

　そこで茨城大学の発展の一翼を挺って，学生の父兄が，大学と緊密な連

絡を保ち大学と表裏一体となって，その健全な発農を援助し，あわせて大

学の学術研究，学生の就職あっせん，課外濡動及び大学の行う諸行事に対

する援助等，各分野にわたる助成を行うことを主たる目的として，昭和43

年4月に茨城大学教膏研突助成会が設置された。

　本学に封する齪力総織として，本学学生の父兄が会員となって設立した

本勘成会は，現在まで竪実な歩みを続け，毎学年始めに薪入学生の父兄が

自発的に入会して（加入率昭S4年84％），入会時に納入する会費（昭54年

も⑪⑪⑪円，卒業までの分）を主な財源として運営されている．役員は，毎入

学年度ごとに水芦市内及び近辺の会員の中から理事5名（各学部1名）を選

出し，更に入学年度ごとに醐会擾1名（計4名）を理薯の中から互選し，

会長は4年次学生の父兄である灘会長が歴任している。

　春秋2圃の理事会には学長をはじめ各学部長等が出庸して本学の理状等

が報管されるが，本会は餐会員に「学躍だより」等を送赫して，本学と父

兄との連絡の緊密化に努めているとともに，学生の課外活動，就職あっせ

ん等の経費を助成（年概算400万円以上）してきた。木学は，本会から受け

た助成金を学生の教育上に有効に浩用して成果を収めている、，
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5　茨　友　会

　多年にわたり茨城大学に勤務し，定年・勧奨退宮した元教職員の自主的

な親ぼく鴎体として，昭瀦45年11月7日，水戸市晦香のrときわ荘」で設

立総会が開催され，正武にr茨友会」として発足したe設立に至る気運と

しては，ひとたび職務を離れると侮らの消息も不詳のまま日を過ごすとい

うことは，なんとも殊気ないという気持が盛り上がって，元教職員有志が

相い集い，当時の本学入事課長以下の職員とともに設立準備を進めた．

　規約により，会員は，原刷として本学定年・勧奨退職者をもって組織

し，役員として会長，謝会長，絆事を置き，会員相互の競ぼくと，会員と

本学との連絡を図ることを目的とする，，初代会長に倉橋治助（故人），第2

代大場千秋（故人），第3代沼尻源一郎を経て第4代壕弁塁が規会長として

会の違営に当たっている．なお現会員は約300名である、，
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第3章学生部
1　事務機講の変遷

　学生部は，学畏の補佐機閣の立場から全学的厚生補導業務の総括部局と

して発足した．初代の学生部長が昭和24年8月1日付け，摩益課長が同年

8月31日付け，補導課長（教官）が同年6月30日付けでそれぞれ発令され

た。

　犀生課は，厚生，保健の2係で，学寮，学生ホールなどを禽む学生の纒

利摩生施設の整備運営，また就職・アルバイトのあっせん，学生の健康管

理，日塞育英会奨学金の事務などを損当していた．補導課は，福導，教務

の2係で，学生補導業務の企画・運営，学盈の転学・退学・休学，学生の

掲示・集会・出版物の配布などを含む学生団体の育成そのほかの補導業

務二，時間捌編成，教室使用計顧，入学試験などいわゆる教務補導に闘する

事務を担当していた，，

　その後，昭和26年5月1日，補導課は教務補導課と改称した。昭和29年

9月1日教務に関する事務が塔学部に移管されるに伴い，教務補導課を学

生課に改め，補導係は学生係に，教務係は庶務係に，摩生課は，保健係を

奨学係に改めた．昭湘34年12月1日学生輔導の重要性にかんがみ学熱誹諜

長嫡佐が薪設された，、昭湘35年4月順学生課に体育係を薪設し，学慮の

課外活動における体膏助成，盗種体育競妓会，学生の揚害保健，総合還動

場（堀原）体育館の使驚，その飽課外活動の体育施設に関する業務を分担

することとした。昭和36年4月1日更に厚生補導機関の充実を図るため学

生部次長制が敷かれた．

　昭和38年7月16日には，体育係を教務係に改め，入学試験関係業務をも

分担することとした。摩生課には，保健係を復活し，導生，奨学，保健の

3係となり競在に至っている．

　昭和40年4月1日茨苑会館の設立に伴い，教務係を茨苑会館係に敬め，

醐館に闘する業務を挺当することとした．したがって，教務係の業務は庶
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務係等に移され，昭湘40年5月1日庶務係を学務：係に改めた．学生部が発

足以来，学生課長は教官兼任であったが，昭和44年4月1日から専任の事

務官諜長が奨令された．昭和54年4月1ff入学考選抜の重要性にかんがみ

入学主幹が設麗された．これに伴い入学試験係を薪設，共通一次学力試験

及び入学者選抜関係業務を握当することになった，、更に学務係を総務係に

歌め，総務係長が入学試験係畏を併任することになり，学生部は，学生課

（3係），厚生課（3係），入学主幹（1係）の陣容を整えるに至った，，

2　育英・奨学資金

　本学の学生で，日本育英会の奨学金の貸与を受けている者は表1のとお

りであるが，このほか地方自治体等の育英事業岡俸や民閥の財団法人等の

育英事業羅体等から奨学金の貸与を受けている者もある。

　規行の主なものは，茨城県大学奨学生，揺島県大学奨学生，習志野毒育

　　　　　　　　　　　　奨学金貸与月額表

区 設 置　者 国 ◎

入学 特
学年 一 般貸与分 年度 自

5β 1 18，⑪OO

55 慧 18ゆ⑪O

大
岱魂 3 15ゆO⑪

53 4 15，000

囎 5 1L⑪00

51 6 Uゆ00
学 50 　 6，000

49
～

　
6，00⑪

尋8

短 欝6 1 18，000

期 55 2 18，⑪⑪⑪

澱 3 15夕⑪⑪⑪

大 齢3
一

15ゆ⑪⑪

学 貌 一
11，⑪⑪⑪

公 立

劉　　貸　　与

宅1

20，0暮o

驚⑪，⑪o⑪

鷲ゆ⑪0

17，00⑪

13，0⑪⑪

13，000

8ゆoo

＆o⑪⑪

20，00⑪

£⑪，ooo

17肇⑪oo

17，⑪⑪0

13爵⑪⑪⑪

自 宅　　外

　26，⑪⑪⑪

　26，e⑪0

　23，000

　23，0⑪0

　18，0GO

　18，0GO

　12，0eo

12，000

26，000

％，⑪oo

23，⑪⑪⑪

驚3，⑪⑪o

l呂，⑪o⑪

4卯
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表1　大学奨学生　　教育奨学生

年劇学生数瞬学生酬採騨学生剃奨学生剃採騨
46

47

弼

鱒

50

51

52

53

5護

鳥720

島7舶

黛，別1

3ゆ9灘

3濃併

3，2η

3．357

3擁32

3，693

1，⑪38

1，⑪劔

1，⑪23

1，065

L⑪B欝

1，⑪67

L憲29

1，薫6⑪

L13烹

38％

38％

36％

34％

33％

33％

34％
34％：1

32％1

1ン297

1β1黛

1欝355

1夢徽魂

1，529

L576
1i，，629

1，68⑪

工謁96

嚇93

娼呂5

碓＄＄

嚇砿

6ge

699

胃3

72x

鴨4

53％

52％

5x％

妬％

菊％

44％

pmli・・NP　景Sdi　x

44％

農3％

礁5％1

英資金，下闘市奨学生，船橋市奨学生，青井奨学会，交通遺児育英会，日

本コカ・慧一ラボトラーズ膏英会等があり，これらの奨学金は件数は少な

いが，日本育英会の奨学金と重複して貸与されているものもある。

　日本育英会の奨学金については，昭和53年度から餐偲入ごとの銀行口廃

振込の方法で貸㌻されている．

3　授業霧，入学料の免除

　擾業料の納付が経濱的理由により著しく困難であり，そのうえ，学業が

優秀であると認められた巻について，その全額又は半額を免絵する翻度が

ある。

　授業料年額と免除の雄移を見ると授業料は，昭和24年は3，600円，昭和

27年度6，000円，昭和31年度9，000円，昭和38年度i2，000凹で，このころま

では授業料免除などは話題にもならず，年闘3入～5人の免除希望者があ

った程疫であった。ところが，昭利47年度から授業料も36，000円となり，

このころから免除出願者が急増した．昭漁51年度には96，000円，昭漁53年

度には144，000罵となり免除出願者は増擁の傾向を見せている．昭和54年

度に授業料の免除を受けた学盤数は，1，231名（免除額57，＄四千円）の多き

に達している，，

　授業料免除のほか，入学料についても，入学料の納付が困難であると認
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められた者に対して，その全額又は半額を免除する舗度が行われることと

なり，昭和50年疫入学者から適罵されている．

4　学生健康保険会の歩み

　本学学生健康保険会は，昭和39年4月，本学独自の潮度として設けられ

た任意の灘体であり，学生全員を会員とし，会員が病気又は負蕩した場

合，その医療費を補助し，相互に救済することを目的として発足した．本

保険会は事務所を厚生課内に鐙き，大学の指導と協力の下に円滑に運営さ

れている。

　本保険会は，発足以来15年を迎えるが，その聞，学生の撫入率は鴬時

ro⑪％近くを持続している。また，証会惰勢の推移や医学の進歩等により

　　　　　　　　　表2　学生健康保険会利用状況等の推移

項 目　　39年度　　40年度　　45年度　　5⑪年度　　53年度　　54年度

会　　員　　数
　L1⑪3八
（加入率
　29．7％）

　1β⑪露人
（加入率
　尋9．6％）

　人
も欝5

　人
も661

　人
鋸181

　入
5，336

年閲運営費 L蜘晶鱗繭　　　円
もε1⑪，390

　　　円
5，5呂£β黛護

　　　円
嬬5慧⑪β71

給　付　金　額
　　　円
1，瓢1，2⑪5

　　　円
L678，185

　　　円
3，769，9η

　　　円
も％8β黛⑪

　　　円
5．2£⑪β58

　　　円
◎138，η3

給　付　件　数
件

鼎92
　件
1露γ4

　件
2ゆ71

　件
1，54⑪

　件
1β窃黛

　件
1，7⑪8

1　件　平　均
給　付　金　額

　円
1，221

　円
1，317

　円
1β灘⑪

　円
黛，拓5

　円
3，1農1

　円
3．5餌

給付実人員
人

543
　人
1，158

入
88⑪

入
7鎗

入
76㊨

人
8⑪9

1人平均（実人員）

給　付　金　額

　円
2，231

　円
L449

　円
4，284

　円
5β65

　円
惑β15

　円
7，5呂8

1人平均（会　員）

給　付　金　額

　円
L⑪98

円盤31

円
9⑪5

円

913
　円
L⑪⑪7

　円
1，15⑪

実人員　　　） 　％
49．2

　％
惑4．3

　％
黛1．1

　％
15．5

％
1魂．8

　％
15．黛利用率（　　　　会員
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利用状況等に多少の変化は見られるが，運営面においては順調な歩みを続

けている（表2参照）。これは，会員相互の連帯意識と理解の上に立って

の協力と医師会など関係方面の指導・支援によるものである。

　なお，本学には，昭和48年4月に保健管理センターが設置され，保健管

理の面はますます充実されつつある。

　また，昭和51年度から全国的規模による学生教育研究災害傷害保険制度

も発足し，各入学年度において，ほぼ全員が加入している。

　本保険会は，今後もこれら一連の制度とともにますます本学学生に定着

し，発展することが期待される。

5　広　報　誌

　学生部では昭和37年1月1日から『学生部広報』を発行した。この広報

の編集は，広報誌編集委員会が担当し，編集委員は学生部長，学生部次長

と各学部教官であった。この広報は年4回以上刊行する規定で，刊行の目

的は学生の厚生補導に関する情報資料などをできるだけ早く教職員に知

らせ，厚生補導業務の円滑な遂行に役立たせることにあった。つまり厚生

補導に関する学内の事務連絡のための広報誌であって，記事は厚生補導関

係の委員会記録，規則の改廃などが主なもので，教職員に配布されてい

た。この普通号のほかに年2回程度，〈特集号〉が発行され，新入生への

オリエンテーション記事，その他学生へ周知すべき事項が掲載されてお

り，〈特集号〉のみは広く学生に配布されていた。

広　報　誌

　『学生部広報』は，昭和40年

11月1日付けの第40号（別に特

集号12号）までは，このような形

で刊行されてきたが，その後は

特集号のみ第13号（昭和41年4月

1日）から第24号（昭和44年2月

1日）まで刊行されている。昭

和41年から広報誌は性格を変え

て，学生を対象とする大学の広
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報誌となった。学友会と自治会の対立，茨苑会館の設立・運営，生協設

立，薪寮の還営などをめぐって，学生の厚生補導に関する重要な事件があ

いついで起こったため，大学測の方針を学生に周知させる必要が大きくな

ったからである。

　このような広報誌の性格変更にともなって誌名も一薪することとなり，

昭和44年4月から『学園だより』と改称された．広報誌編集委員会の編

集学生部の刊行という形態は変わらないが，単に潭生補導に関する記事

だけでなく，学内の施設，行喜，教官の提言，随想なども掲載され，学

生・教職員全体のための広報となっている，，昭禾054年5月31日現在，第36

号まで楽行されている。

6　関東甲憺越大学体育大会

　この大会は，閣東甲信越地区（東京を除く∂大学におけるヂ学生スポー

ツの健全なる普及発展を図り，あわせて根互の親睦に資する。」（体育協議

会規約第3条）ことを目的として発是した．第1回大会は，昭湘27年〈xg52＞

1⑪月25，26日の弼日本学が当番校のトップを引き受けて，文部省後援，閣

東地区火学体育協議会主催の下に，千葉，群馬，薪潟，信州，埼玉，東京

水産，宇都宮，山梨，横浜国立，横浜市立の各大学及び本学のU大学，学

生教職員合計1，516名（本学200名）が参加して盛大に行われた．競技実旙

種目は，陸上競技，バスケットボール（男，女），車球（男，女），硬式野

球，軟式野球，バレーボール（男，女），軟式庭球柔這，サッカーの9種

目であった。

　その後第2圃は新潟，第3回は埼玉，第4回は宇都宮，第5回は千

葉第6回は落州，第7回は群馬，第8回は横浜国立・横浜市立第9画

は山梨の各大学で行われ，第10回（第2ラウンドの最初）は，本学が当番校

となって昭湘36年8月25，26，27日に閣儘された．参撫大学は，東京水産

大学がその年から不参趨で10大学となった．競技種目は，それまでの9種

鷺に薪たに，水泳，硬式庭球，ラグビー，バドミントン（男，女），鋼道，

体操（男，女）の6種目が加わり，15種目となった、参撫した学生教職員

は2，　625名（本学学生236名）で，これは第1回に比べると1，109名（＋73％）
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第1回　開会式風景（於　堀原県
　　　営野球場）

の増加となり，この大会の発展の状

況を示している。第11回以後も同様

に輪番制で開催されたが，第13回新

潟大学当番の年は新潟地震（昭和39年

6月16日）のため各大学での分散形

式で実施され，第18回横浜国立・横

浜市立大学当番の際は，横浜国立大

学の学内事情により中止されてい

る。なお，第12回大会（字都宮大学

当番）より，弓道，空手が加えられ

17種目となった。

　こうして，昭和46年8月17，18，19日には，第20回大会（第3ラゥンド

の最初）が本学を当番校として開催された。参加学生教職員は3，282名（本

学学生270名），競技実施会場は本学の体育施設をはじめ水戸市内の高校及

び県関係の体育施設を使用し，12会場の多きに達した。第21回以後は各大

学が順調に開催し，第27回大会（昭和53年8月）は，横浜国立・横浜市立大学

で開催された。参加大学は10大学，競技種目は17種目，参加学生教職員は

4，108名（本学416名）で，第1回に比べて参加人員は2．7倍に達している。

　このように本大会は，逐年順調な発展をとげ，学生の課外活動に大きな

役割を果たしている。しかし，その反面，大会を主催する当番大学として

は，大会運営経費負担の問題に加えて，運動：場・体育館等の会場施設の設

営や宿舎，交通関係手配などに多大の労力を費す（学生部長はじめ学生部職

員が担当）状況であるので，この点は今後の検討課題と思われる。最後に

過去27回の大会における本学の優勝種目を挙げておく（○内の数字は優勝回

数を示す）。

　卓球（男②，女⑧），軟式野球①，硬式野球②，準硬式野球①，体操（男②，女

　④），剣道（男⑦，女②），柔道③，軟式庭球（男②，女③），水泳②，バレーボ

　ール（女②），サッカー⑤，バドミントン（男①，女③），ラグビー②，弓道（男

　③，女①），バスケットボール（男③）
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第3章学生部

7　サークル，クラブ，岡齋会　（54．5．31現在）

学衛・文イヒ関係

　物理研究会，地質学研究会，生物研究会，化学研究会，数学研究会，誓

　学研究会，史学文化研究会，考古学研究会，賦語国文学研究会，法学研

　突会，祉会科学研究会，古代文明研究会，農業問題研究会，美術部，学

　園緑化椎進会，広報委員会，女性間魎研究会，赤十字奉仕灘，バイブ

　ル・リサーチ，1映画研究会，演劇研究会，写真部，ユースホステル研究

　会，ラジオ研究会，書道部，正法会，吹奏楽団，管弦楽団，混声合唱

　団，邦楽研究会，もずコール，ギターマンドリンクラブ，クラシックギ

　ター“ラブ，フrt－　ptクソングクラブsジャズ研究会，，漂始音楽研究会，，

　フィルドフォーク研究会，フォークダンス研突会，野外活勲愛聾会，陶

　部，囲碁部，釣研究会，文学同人会，旅の会，原理研究会，ABC8m

　m映画愛好会，海外生活俸験研究会，SF圃妊会，む一び一さ一かす，

　アート柑，情報企醐センター

鉢禽闘係

　バレボール部，バドミントン部，体操部，バスケットボール部，剣道

　部，柔道部，弓道部，空手部，ボクシング部，少林寺拳法部，硬式野球

　部，準硬式野球部，軟式野球部，永泳部，サッカー部，ハンドボール

　部，ラグビー部，陸k競技部，卓球部，硬式庭球部，軟式底球部，ソフ

　トボール部，漕艇部，出醤部，馬術部，なぎなた岡貯会，謝作舞騰研：究

　会，自動車部

　　　　　　　　　　　　　　（ただし正規の届患手続きをとったもののみ）
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W　共同利用施設

1　茨城大学五浦美術文化研究所

　茨城大学五浦美術文化研究所（北茨城市大津町五浦727の2番地）は，昭

和30年6月17日に，財団法人岡倉天心偉績顕彰会（理事長，横山大観画伯）

から五浦の天心遺蹟の寄贈を受け，本学の美術研究所として発足し，発足

当初は茨城大学五浦研究所と称した。

　もともと五浦の地は，三方丘陵に囲まれ，東方だけが太平洋に面し，し

かも奇岩海中に突出する景勝の地として知られていたが，明治36年（1903）

たまたまこの地を訪れた岡倉天心（覚三）は，その風光に感嘆し，同39年

末，日本美術院を東京下谷から五浦に移し，自らもここに居を構えて釣り

を楽しみながら思索の生活を続けた。

　これより先，東京美術学校長を辞職した天心は，天心と連べい辞職した

橋本雅邦・横山大観らとともに同31年，日本美術院を設立し，日本の伝統

に根ざした新美術の創造に情熱を傾けていたが，その運営は思うにまかせ

ず，東京を離れた所に新天地を求めようとしていた。このような天心の心

に，俗じんに汚されていない五浦の地こそ，新美術を創造するにふさわし

い場所と映ったのである。天心とともに，大観はじめ下村観山・菱田春

草・木村武山らもここに移り住んだか

ら，一時ここが日本両壇の中心のような

観さえ呈し，五浦の地は近代美術史上に

大きな足跡を残すこととなった。

　大正2年（1913）9月，天心が没した

後，天心関係の遺跡と土地は，岡倉天心

偉績顕彰会が管理することとなり，昭和

17年（1942）には顕彰会の手で，天心の

理想とした「亜細亜は一なり」の言葉を

刻んだ記念碑（横山大観筆）が建てられ，

この碑は天心ゆかりの六角堂（天心が明

治38年アメリカから帰国後建築した）その他

の遺跡とともに，広く人々に知られるよ　　　　　六角堂
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うになった．

　しかし，戦後は管理が行き届かなくなり，見学者が増都するにつれて，

その荒廃が懸念されるようになった。

　これを聞いた2代東学長は，昭和29年12月，顕彰会の横山大観理事畏に

天心蘭係の遺跡を本学へ譲り渡してくれるよう申し入れ，翌30年1月，顕

彰会から審付を了承する胃の通知を得た．東学長は後年，機出霞伯と面会

して申入れを行ったときの模様を次のように園顧している．

　　炉辺に招じられて初対面の挨拶を終るや，単刀藏入，五浦の天心偉蹟顕彰会の

　全財産を無償で茨城大学に譲り受け，国有財産として永久に保存管理いたしたい

　旨を申し入れた。これに対して，大観画伯は終始にこやかな微笑を以て耳を傾

　け，一書以て快諾，なお理事長の専決を以て財団法人の意志と諒承の上即刻事務

　的処理を進めるようにと激励された．まことに案ずるよりは産むが易く，事は一

　瞬にして決した．この信頼と好意とは今でも上々無類の後昧を以て反甥すること

　ができる．　（「思い出」，『茨城大学十年史』所収）、、

　3G年7月，土地建物の所有権が本学へ移ると　（台帳への登載は硝烹薦付

け）蕊ちに六角堂，研究室（天心のIH居で明治37年£月アメリカへ渡航の際，

自ら設計し，平潟の棟梁に託して造らせた住宅で，現在は本学教官学生の研究室

に当てている∂及び管理含の補修工事を施行したが，荒廃がはなはだしく，

その後も32年，34年，36年，37年と補修工事を続行しなければならなかっ

た。この間，31年4月には，茨城大学五浦研究斯（仮称）管理内規を鯛驚

して学内に遜知し，36年4月には初めて研究所要覧を柞成した．

　37年6月，彫刻家平櫛田中氏から天心生誕roo年を寵念する五浦釣人像

（木彫）を研究所に寄贈する留の申入れがあったので，これを叡蔵する天

心記念館を建設することとし，工事は翌38年3月に完成した．これを機と

して名称も茨城大学五浦美衛研究所と改め，認年11月5日には平櫛氏を迎

えて五浦釣人像の除幕武（受け入れは胡7鋤と記念餓の蘭館式典を約8⑪

名の参列春を得て挙行した．名駄の変更とともに，tt浦美術観究所規期と

岡還僧委貴会規則を作成して管理体剃を整備することとし，湿害による作

晶の揖傷についてもきめ細かな鮒策を講じた．また41年11月には初の一般

公閥を行い，以後これを継続している．

　45年3月には，やはり平櫛氏の劇作にかかるウォーナー簿士の脚縁と覆
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堂が完成した。ウォーナー博士は，天心に教えを受けたアメリカ人である

が，特に第二次大戦のさい我が繭の文化財をその災禍から守るのに大いに

カを尽くした学者としてあまねく知られている．44年1月，博士の鞠像を

建立するため，ウォーナー博士功績顕彰会（会長岩上二鄭知事）が発足し，

本学・累内をはじめ広く各方面からの有志の寄附を得て胸像と覆堂が完成

すると，顕彰会から本学へ寄贈されたのである。

　この胸像建立を機に再び研究所の名称変更の議が趨こり，同年12月，茨

城大学五浦美術文化研究所と改称し，現在に至っている，，この名称変更

は，天心の東西文化に及ぶ，幅広い学識に思いを致し，本研究所がザこの

ような天心を中心として生み出された五浦のもつ歴史的な意味というもの

を，広い文化史的な視点から明らかにし，これを起点として近代日本美術

史上の諸問題を究明」（r所報』第湯，関誠一学長の「発刊に際してPする研究

所として更に充実していきたいとする霞覚に癸するものであった．翌46年

3月に『茨城大学五浦美術文化研究所報』第1号を，ウォーナー像完成記

念特集として発刊したのも，この自覚の表れであったといえよう。54年3

月には『所報』第7号を発耗した。研突断の組織は蕨長の下に，当初は管

理・資料・研究の3部から成っていたが，51年度から研究・資料・編集の

3部に改めた。

　各年の参観者数は（参考）に掲げるとおりであるが，その範囲は次第に

全国各地に及ぶようになり，五浦の地が近代美術史上の重要な遺跡として

広く潅目を集めるようになってきている．これをみてもこの貴重な遺跡を

保存し管理していくという研究駈の使命は，いよいよ大きくなってきたも

のといえよう、

　（参考）

　　1　敷地及び施設

　　　　敷地3，143㎡

　　　　研究室159㎡　六角堂9㎡　収蔵鷹33㎡　陳列室29㎡
　　　　管理室29㎡　天心詑念館1⑪⑪㎡　ウs．一一ナー像覆堂3㎡

　　2　参観者入数

　　　　46年度　　82，224人

　　　　47Sf　　　89．劔4人

　　　　48〃　　9島514人

509



IY　共同利用施設

　　49年度　　97，355人
　　50〃　　102，485人（84，302）

　　51〃　　82，591人
　　52〃　　83，314人

　　53〃　　64，334人

　　54〃　　85，304人

3　収蔵品点数

　　絵画・書画類18点（うち1点は盗難）　書簡類19点　図書類57点

　　写真類20点　彫刻5点　遺品数29点　陶器2点

4　歴代所長，　（　）内は任期

　　初代稲村退三（S41．3．1～S42．3．31）

　　　2代石原道博（S45．3．12～S49．4．1）

　　　3代宮田俊彦（S49．7．13～S51．4．1）

　　　4代瀬谷義彦（S51．6．25～S54・3・31）

　　　5代豊崎卓（S54．4．1～　　　　）

2　茨城大学地域総合研究所

　茨城大学地域総合研究所は，　「地域に関する諸問題を人文科学，社会科

学，自然科学の面から総合的に研究」することを目的として（茨城大学地

域総合研究所規則3条），昭和44年（1969）1、月，設立された。この前身は・

茨城大学霞ヶ浦北浦地域総合研究会で，昭和33年2月に発足しているか

ら，これを加えると，21年4か月の歴史をもっている。

　霞ヶ浦北浦地域総合研究会が発足した当時，総合研究ということは，余

り言われていなかったが，それが有意義である，と判断し，やってみよう

地域総合研究所全景

ということで，各学部に呼びか

けたところ，文理学部，教育学

部，農学部，工学部，工業短期

大学部から20名が参加し，佐藤

正己教授が会長に推された。研

究会員の専攻は，人文科学，社

会科学，自然科学にわたってい

たので，研究対象は，霞ヶ浦，

北浦及びそれらの周辺地域がふ
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さわしいということになった。若干の準轟期閣をおいて，昭漁33年4月か

ら調査研究に着手した。江芦崎町，牛堀瞬，神栖村などでは，合宿して，

共同で調査し，夜は討論を続けた。この研究成果は，『霞ヶ浦北浦地域総

合研究会報昏書』第1集～第4集（昭和34年～昭和38年）として，発表し

た。また，これらを一般読者向けに，r霞が浦」と題して，毎日薪聞茨城

版に昭和38年6月5日から90回連載した．これに加筆して，単行本とし

て，毎日薪闘挺から糊行するつもりで，漂稿を完成したが，水戸支蜀を通

していたので，その闇に行き違いを生じ，中止した．霞ヶ浦北浦地域の硫

究が帆段落した昭和38年11月，茨城大学地域総合研究会と改稼し，研究蝉

象を広げることにした．昭和39年から澗沼の調査を実施し，その一部につ

いて，『澗沼及び澗沼川沿岸における漁業従事者の意識講査報告書』（昭和

4⑪年12月）を患した。

　昭秘2隼6月，入文学部研究室が新しく建築されることになり，この機

会に，それまで経済学科の研究窒に充てられていた建物（鴬陽経済研究室）

を利用して，地域総合薪究会を研究所に発展させようとする構想が生まれ

た。これとは慰に，昭和43年2月，経済学科研究室の剃駕計爾委貴会が設

けられ，検討が始められた．学生に利用させるという意見もあったが，し

だいに研究所に傾いていった．しかし，具体性に欠けていた。10月になっ

て，地域総合研究所の構想は，前進し，人文学部の参加希望者による協議

会が離後3圃持たれ，研究所設立準備委員会を設けることになった。本来

なら，各学部，教養部にも呼びかけ，参撫希望者を求めるべきであった

が，建物が人文学部の管理に属しており，それにまつわる入文学部内の事

情があり，更に，4月以降，学内に諸問題が続串し，多忙となって，各学

部，教養部の入々が同じ時間に集まることが闘難となっていたので，設立

準備委貴会は，人文学部の参煎希望者（W名）で構成した。設立準備委員

会は，11月からi2月にかけて，9國蘭かれ，研究所の名称，目的，位麗づ

け，規躍，研究計画，設備計画などについて，討議した。この間，愛媛大

学地域栓会総合研究所，愛知大学中部地方産業研究所，同総合郷土研究所

などを視察した．研究所の名称は，始めの構想どおり，r茨城大学地域総

合研究所」となった．目的は，r研究新は，地域に闘する諸問題を人文耕
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学，投会科学，自然科学の面から総合的に研究し，もって祉会の発展に寄

与する」とした．これは，人文学部教授会の意向をくんで，醐研究所は，

茨城娯を中心とする地域に関する・一・」と修正した，、地域は，基準の取り

方によって，いろいろ設定できるし，蒋来とも茨城県の問題だけにとどま

るとは考えていなかったが，実際問題として，費用，その他の点で，茨城

照内を封象とすることが多くなるであろうから，これに問意した．茨城大

学地域総合研究所規劉は，11箇条と付購からなっている，，研究所楓，趣記

の目的を達成するため，①研究及び調蒼，②資料の駁集整理，保管，⑧

研究成果の発蓑，＠研究会，講演会，講轡会などの開縷，⑤研究講査の受

託及び委託，⑥官公諸機関，民澗離体との共詩の研究及び認査，⑦その弛

潤的達成に必要な事項を行う（第5条）。研寵会は，毎月1園以上灘催

し，所貴は，これに出席する義務を負い，少なくとも毎年1羅，研究会に

おいて，研究成果を発表しなければならない（第6条）．所長は，所貴の

中から互選し，所務を統轄し，研究所を代衷し，学長から委嘱される

（第7条第2項，第3項）。所員会議（第9条）と還営委員会（第1⑪条）が麗か

れている．研究所の位麗づけについては，大学付置とするか，学部付罎と

するかについて，意見が分かれたが，研究所の性格所員の梅成，将来の

発展などから見て，大学付置とすることに固まった。ただし，建物が人文

学部の管理であるため，「当分の閥人文学部において管理する」（付則第

2項）こととした．研突講翻については，茨城大学地域総含研究駈研究計

臨が作られ，そのなかで，ザ研究方法は，統一テーマについて，総合的に

共筒研究することに重点をおき，各研舞部潤ないし欄人がおこなう研究

は，付隙的，選択的なものとする．したがって研究所は，省蘇究部閥の連

合体というようなものではなく，共岡研究をおこなうための統一機醐であ

り，省研究部門は，統一テーマを分担するために存在する，と解すべきで

ある」と詑されている．

　地域総合研究所の設立について，入文学部教授会を経て，辞議会の承認

を受けた。一方，昭和44年1月はじめ設立趣意書，規期，研究計醐書など

を各学部，教養部に送り，参加希望者を募った．1月29日，各学部，教養

部の参煎希墓者を禽めて，拡大準備委員会を闘催し，研究所規則，研究計
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颪書を承認した。筒日，ただちに第1回叛員会議を圏いて，所員の確認，

所喪の選出，職務分挺の決定をした．所員は，29名で，所長は，満場一致

で，石原道博教授が選串された．職務分担として，資料・図書，年報編

集，会計・施設，研究会，庶務の5委員が決められた。所員会議は，学部

の教授会に相当するもので，研究計轟，諸規期の翻定・敢廃，薪参撫所員

の承認，所長の選萬，鐙版計顧などについて，審議，決定する。運鴬委員

会は，所員会議の決定した事項，経常的な研究所の遅営について，処理す

る．当面は，上記の5委員で，代行することとした．2月1日に閥所式を

行った。蘇究所の設立に当たって，当時の灘田入文学部長，原田入文学部

事務長の尽力は大きかった、

　地域総合研究所は，設立されたが，学内措躍であり，予算の裏付けがな

かったので，運営が鋸難であった。昭和［45年度と47年度の科学研究費補助

金の特定研究「産業構造の変革と柱昆生活」　（代表者石原道博所員，合欝

270万円）は，鹿島協海工業地常造成の研究を実旛するのに役立った．轄

建研究r産業構造変革」は，全国的な紐織の下に行われたものであり，合

岡研究会などにおいて，他大学の研究者と討論，交流ができ，有意義であ

った、、『茨城大学地域総合研究藪年報』は，昭和44年から耕行しており，

第1号，第2号は，斜学研窺費補助金などを充当したが，それも限度があ

るので，茨城大学予算委員会に要請し，その審議を経て，昭湘46年度から

配幽を受けることができた（当初は55万円）．一方，研究所を官翻化しよう

と，文部蜜に概算要求を出しtc　e昭蒲47年度は，地域論琶会動態論公

害論の3講座，昭和48年度は，地域鮭会構造研突，地域証会勲態研兜，公

害研究の3講座（いずれも教授・助教授・助手各1名）である。これは，現状

においては，無理であると半蜥し，昭瀦49年度以降は，維捲管理費だけを

要求してきたが，これも，現窪までのところ認められていない、

　したがって，地域総合研究所の還営はかなり困難な状況にあるが，研究

そのものは全所員が併任のわりには，瀬調に進んでいる．昭秘4年度鹸半

は，地域研究を進める滋提として，地域の概念を考察した．この年は大学

紛争が趨こり混乱していたが，夏休みを除いて毎月2圏研究例会を行い，

その結果は，『茨城大学地域総合研究所年報』第1号（昭和44年meA）に掲載
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されている，，昭和44年度後単から，旧全総の到達点とも，薪全総の誘触れ

とも書われて，地域閣発の典型とされている鹿島臨海工業地帯の研究に敢

りかかった．前述のように，昭和45年度と昭和47年度に，文部省科学研究

費補助金，特定研発ザ産業構造の変革と往罠生活」が認められたことは，

この概鋭を前進させるのに役立った．昭和44年8月から昭湘48年12月ま

での閣に，2回の合醐謝奄（昭和44年8月，昭和蕊年5月）と6⑪臓の研究例

会を実施し，研究所年報第2号～第7号にその成果を発表した．また，こ

れらを集約，整理，撫筆し，所員以外に2名の協力を得て，茨城大学地域

総合研突所編r麗島開発』と題して昭和49年12月齋今書院より刊行したe

次に，鹿島臨海工業地帯に続いて，霞ヶ濡（北浦を含む∂の研究を取り上

げた．霞ヶ浦については，弟述のように霞ヶ浦北浦地域総合研究会の時期

に，約5年悶研究し報告書を出したが，それからio余年経ており，高度経：

済成長，特に鹿島臨海工業地幕の造威によって変貌し，ザ霞ヶ浦闘発計霞」

（水がめ化と言われている∂という薪状況下にあるので，滋の研先を踏まえ

ての追跡調査的研究が必要と考えられた。そこで昭和49年3月の合同調査

を皮切りに研究を進め，研究例会は21回開かれた。文部省の科学研究養補

助金を昭和48年度のr霞ヶ浦蒋開発と地域祉会および住民生活の変化」，

昭和51年度のザ霞ヶ浦再闘発問題と地域蛙会の変貌過穐」（いずれも代表者

は木本英人所員，合計13⑪万円）について受けた．これら研：究の成果をまと

め，ll霞ヶ浦』として近く縄行の予定である．また，昭和49年10月鹿轟町

農業委員会から，「農業利水総合麟策調査」の委託を受けた．その内蓉

は，①霞ヶ浦，北浦の畏業利水のあり方，②霞ヶ浦保全対策について，③

漉島町にとっての霞ヶ浦水系のあり方についてである。この際は農学部の

専門家の協力を得て，合同調査，研究会などを行い，昭勲51年3月，報告

書（鹿島町農業利水総合対策調査報告書）を握患した．これまでの地域総合研

究漸の穆院は，以上の三者に要約される．研究断碗会は，昭瀦54年5月ま

でに120回開かれ，『研究所年韓』は第12号（昭和騒年3月刊）まで刊鶯さ

れている。

　さて，研究の対象地域は，ほとんど茨城県内であるが，所員の中には，

地域開発については四日帯，京葉，水島，大分，志布志湾，むつ小塀原，
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苦小牧東部，秋田湾など，湖沼については琵琶湖，浜名湖，諏訪湖などを

調査して，比較研究している者もある。一方，海外の地域調査の計画も立

てている．海外調査については，既に霞ヶ浦北浦地域総合研究会の時期に

話題となり，ネパール，アフガニスタン，スリランカなどが候補地に挙げ

られた。計画申請が具体化したのは昭和47年であった。所員会議において，

①第二次世界大戦以醜からの独立羅であること，②その地域に特色がある

こと，⑧あまり大爾でなく，2～3簡所の調査で，その大要を掘握できる

ことなどを茎準として考察し，幾つかの候補地からアフガニスタンが選ば

れた。こうしてrアフガニスタンの農業と村落構造」と題して，昭和48年

度海外学衛調査計画調書を文部雀に申請した（代表者は石原道博所員）、しか

し，この申請は採択されなかった．昭和49年度以降も毎年申請を続け（石

原所員の退宮に伴い代表者は小林三衛所員），昭和50年度からは予鑑調査（次年

度本調査）に切替えた．8年欝にしてようやく昭瀦54年度の海外学衛調査

（予備調査，参加者鷺名，2⑪⑪万円）が採択となった。ところがアフガニスタン

では，この訪年革命が趨こって敷梼不安定になったので，調査実施が危ぶ

まれる状態ではあるが，昭和54年5月9日付けで昭漁54年度科学研突費補

助金（海外学術調査一現地調査一）交付申請書を提患した。その中では，調

査翼的について，rアフガニスタンの農業は，乾燥地帯におけるかんがい

様式を媒介として成立っており，それをとおして，かんがい農村証会とい

うべき村落構造が形成されている。この調査は，社会科学，入文科学，自

然耕学の各分野の研究春が共局して，学瞭的にアフガニスタソの農業と村

落構造の関連について考察する」と詑されている。

　更に，地域総合研究所は欄かれた大学”の具現の一方法として，昭和

47年以降公蘭講塵を閣催している，，地域に闘する問題をテーマに選び，講

義をするとともに導みんなで考えよう”という話合いに重点を置いている，，

これは，研突所員以外に各学部教授の協力を受けている、昭和47年度は，

沖縄県の復帰を認念して，ザ沖縄漿の自然・投会・文化」，以後昭和49年

度：r茨城県の地域性」，昭和50年度：「霞ヶ浦周辺の地域性」，昭和51年

度：r青少年問題」，昭和52年度：「日本の食糧問題」，昭和53年度：r現代

の青少年間懸」と実旛してきた．昭湘54年度はザ今日の食糧問題」の予定
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譜 一職撒雛銀　a繍

　　　；撫

民俗資料

ぎ

灘

雛

である。類似のテーマは，水戸市，土浦

市，日立市と開催地が異なるためである．

昭和49年度の「茨城県の地域性」は，昭

和51年9月，『茨城のすがた一その地域

性』と題して文真堂より刊行した。食糧

問題の方も『今日の食糧問題」（時潮社）

として刊行の予定である。

　研究所は前述のように乏しい予算のた

め，備品などはまだ貧弱で，図書400冊，

雑誌・報告書2，000冊を数えるにとどま

っている。新聞は，元茨城大学教授木下

明氏から寄贈された『朝日新聞」（昭和

20年8月～現在，地方版は昭和24年6月から

茨城版），附属図書館から移管された『いはらき』（昭和34年2月・～昭和51年

3月）がある。このほか，東京医科歯科大学付属病院霞ヶ浦分院農村厚生

医学研究室から寄贈を受けた民俗資料150点（同大学名誉教授宮本璋氏の収集）

を所蔵しており，これを“宮本コレクシ．ン”と呼んでいる。近年身近な

生活資料がめまぐるしく移り変わっているので，これを基にして生活資料

を収集保管することも，研究所の重要な仕事の一つと考えられる。

3　茨城大学電子計算機室

　①　HITAC103時代

　昭和30年代後半国立大学大型計算機センターが設置されるなど各国立大

学に電子計算機が導入され始めていた。茨城大学でも学内の熱心な要望が

実り，昭和42年3月HITAC103システムが予算3，300万円で設置されるこ

とになった。主な仕様は次のとおりである。

　中央処理装置　HITAC103パラメトロン使用　整数型乗算約2．4ms

　主記憶磁気コア4096語（1語6バ・イト）

　補助記憶装置磁気ドラム8192語　アクセスタ・fム最大60ms

　磁気テープ装置　1台
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光電式紙テープ読取装置　200

　　　　　　　字／秒　1台

ラインプリンタ　300行／分

　　　　　　　　　　　1台

オンライン　タイプラノfタ

　　　　　　500字／分　1台

XYプロッタ　CALCOMP565

　　　　　　　　　　　1台

オフライン　タ・イプライタ

　　　1台（後で1台追加）

オフライン紙テープ穿孔機

　　　　　　　　　　　1台
電子計算機室（本館）

　装置は工学部敷地内に新築の135㎡平屋建の建物に納められた。当時は

まだ電子計算機が珍しいころであったが，ランプの点滅するコンソールな

どいかにも「高価な電子計算機」にふさわしい偉容を備えていた。職員は

室長（兼任）以下技官1名，技術補佐員1名で発足し，43年度より教務職

員1名が増えた。ユーザがプログラムを書いて持参するとパンチャがこれ

を紙テープにパンチしオペレータが計算機にかけて，結果をユーザに返却

するというク・一ズドシステムであった。利用料金は1分20円で，長時間

割引制度（半額）というのもあった。現在から考えると速度は極めて遅

く，少し大きなジ．ブになるとオペレータが泊り込み，徹夜計算もしばし

ば行われた。使用言語はFORTRAN皿類似のHARP103とアセンブリ言

語のHISIP103のみであった。図形表示用のXYプロッタのソフトウェア

は茨大で開発したもので割合よく利用されたようである。HITAC103時代

の利用状況は表1のとおりである。

長い間愛用されたHITAC103ではあるが，日進月歩の電子計鍔機のこと

とてその性能への不満は年とともに高まった。すなわち計算スピードの遅

さ，使用言語の貧弱さ，カードの利用不能などの点である。また茨城大学

の3地区分散の悲哀で，水戸地区，阿見地区からの利用が誠に不便である

との不満が強く，これを打開せよという要望が強く出された。

②　HITAC8250時代と水戸分室の設立

48年ごろから国立大学で，大型計算機センターと通信回線で接続し，リ
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モートバッチを行う端末が設琶されるようになった．茨城大単でも5⑪年度

予算で4，500万円の機種更薪予算が認められた。大学内の電鋒機自体を用

いて行う…　一カルバッチと通儒團線を経霞して東京大学大型計算機センタ

ー を利用するリモートバッチを効率よく尚立させることと，水芦地区に端

来を設麗し日立地区の計鋒機と東大センターの講算機双方を自由に利用で

きることを眼目に機種選定が行われ｝1XTAC8250と決定された．その難様

は次のとおりであるee

　中央処理装置HITAC＄％⑪　ギブソン＄ックス9．83m＄

　主記1意装鷺　16⑪KB（キesバイト）　サイクルタイム　800ns！2B

　磁気ディスク装置ksMB×2　アクセスタイム　7＄m＄

　ラインプリンタ（1⑪⑪⑪行／分）　カードリーダ（1e⑪o放／分）　各1台

　オフライン　カードパンチャ　3台

　XYプgeッタ　（HITAC1⑪3システム附属のもの）　1台

　’“　mクシートリーダ　ff　8258（rO　O枚／分後で増設）　1台

　これらのシステムが50年12月mTAqO3と鐙き換えて設麗され，また

5X年4月東大センターとの閥に専矯蹴線継⑪O・ee－〉が設麗された．

　一方，水戸地区においては特別設備費の予算でミニ＝ンピュータ

mTAC1畷が購入され，51年4月理学部3隈の一室に設置されて水戸分

室の誕生となった．

　また51年7月に本室との閥に専用蹴線磁⑪⑪ボー）が庫設された．分室

内の機器構成は次のとおりである、

　処理装麗　HITAC10瓢

　主詑憶12KW塞黛磁Bサイクルタイム　懸O伽紳
　カードリーダ（31⑪枚／分）　データタイプライタ（憩宇／秒）各薫台

　シリアルプリンタ　驚5宇／秒　l！台

　オフライン　カードパンチee　1脅

　薪システムの利用形態はいわゆるオープン利用方式でユーザ各自がプ・・

グラムをカードにパンチしてカードリーダから読ませると欝算機が議算を

実行し，ユーザはラインプリンタから出力された結果を持ち帰るというセ

ルフサービス方式である．水芦分蜜は專任職舞はおらず，ユーザの協力で

運営されている，、

　利用料金は群一カルバッチの擾倉基本料金50円，計算時間に封する課金
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毎秒0．4円，印刷代1枚につき

5円を課金する方式であり，ま

たリモートバッチの：場合東大か

らの課金の他に基本料金，印刷

代を課金するしくみになった。

利用状況は表2に示すとおりで

あるが，表1での件数の数え方

と若干の相違がある。・一カル

バッチの伸びなやみに対しリモ　　　　　電子計算機室（水戸分室）

一 トバッチは漸増の傾向がある。旧103の時代からみるとスピードも格段

に速くなり，また使いやすくもなったが，電算機界のハード，ソフト両面

の進歩は著しく導入後3，4年で時代遅れとなることは否めない。世の趨

勢としてTSS処理，図形処理等が盛んになりつつあり，また教育面も充

実を図る必要がある。そのためには更に大規模なシステムの導入が期待さ

れる。

　最後に電算室設立以来の関係職員を紹介する（〔〕内は年度）。

　　室長（兼任）〔42〕武田和昭助教授，〔43－44〕〔47－一現在〕佐藤輝清助

　　　　　　　　　　表1　使用件数（HITAC　103）

年　度　　日立地区件数　　水戸地区件数　　阿見地区件数　　全学件数

43

45

47

49

1，258

1，629

1，300

1，799

72

200

215

148

67

33

9

20

1，397

1，862

1，524

1，967

表2　使用件数（HITAC　8250）

日立地区件数　　水戸地区件数 阿見地区件数　　全学件数
年　度　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I
　　　ローカルリモートローカルリモートローカルリモートローカルリモート

52

54

14，458

11，720

1　　　3，715

　　　5，857

1，638

2，154

1，912

2，432 238

31　　＿

　　　　　　　一

16，099

14，112

5，627

8，289
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　教授（後に教授），〔45－46〕武田二郎教授

分室長（兼任）〔51－52〕浜野英一教授，〔53－54〕国府雄次郎教授

職員　谷川邦夫技官，根本全子技術補佐員，桧山たみ子（旧姓小川）

　教務職員，植木茂美（旧姓青木）技術補佐員，大内俊美技官

4　水戸地区電子顕微鏡室

　昭和40年代に入って，水戸地区の各学部から電子顕微鏡室の設置希望が

出され，昭和47年度から設置運動の実行組織として「水戸地区電子顕微鏡

運営委員会準備会」が発足した。昭和48年度に教育学部，理学部，教養

部，養成所の各部局から共同利用施設として要求を出し，これが電顕室建

物（120㎡）とともに認められることになった。

　概算要求が認められた後，管理部局，設置場所，運営方法が準備会で検

討され，管理部局を理学部とし，建物は理学部裏に建設することを決定し

た。更に昭和48年7月には，　「茨城大学水戸地区電子顕微鏡室運営委員会

規則」が制定され，教育学部，理学部，教養部，養成所の各部局から1名

ずつの運営委員が任命された。公式の運営委員会の発足に伴い，これまで

の「準備会」は「電子顕微鏡利用者会議」と名称を改め，利用者の立場で

電子顕微鏡

運営に協力していくことになった。9刀

には機種選定委員会によって，購入機

種は日本電子株式会社のJEM－100　B

（100KU）とし，ASIDを附属させて透過・

走査兼用とした。昭和49年3月末に建物

が竣工し，直ちに機体の搬入が行われた

が，顕微鏡本体の調整は4月中旬まで，

走査係観察装置の調整は5月一杯かかっ

たので，電子顕微鏡室として実際に動き

出したのは6刀になってからであった。

　発足以来，利用者は登録制とし，利用

の程度に応じて経費の分担，日常の機器・

の保守点検，室の整備などの実務を分担
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する義務をもっている．近年，使用者は着実に増蜘している。また，使用

方法も多岐（透過・走査・回析）にわたり，操作技術に精組のある研究者が

使用し，複雑で過酷な使朋形態となっている。

5　茨械大学鞘子緬工室

　文理学部時代に理学科では化学教室を中心に硝子細工室の設置を希墓し

ていたが，昭和28年4月に化学教室の裏測にあった旧兵舎の炊事場が改装

されて，細工蜜が発足した。その後，この施設が共同利用施設として認め

られ，昭和32年（1957）6月20日に茨城大学硝子細工室運営委員会が正式に

作られて，その運鴬に当たることとなった。委員会は細工室主托（委員長

兼務）・理学部，教育学部，教養部の理科系教官各2名ずつ・裏務周長・経

理部長・理学部事務長によって構成されている．

　硝子細工窒の運蛍予算はそれほど多くなく，不本意な状態が続いたが，

昭和42年度に充実計画に基づいた概簑要求が通り，従来簡単な研磨機が設

備されていたに過ぎなかった状態から，一挙に硝子旋盤電気炉，薩進研

磨機などが設置され，細工室もざ惣亜館鯵に移された．

　昭和46年，更に理学部裏に薪設されたプレハブ1階建の独立家屋（58㎡）

に移転し，盗学部からの発瀧に応じているほか，希墾学生に技術摺導を行

っている。蒋来の問題として，硝子細工，金工，石工，木工，電子工作な

どを含めて一大工伜センターへの発展が期待されている。

6　茨壊大学保健答理センター

　学生及び教職員の学内における健康管理を目的として，水戸地区では診

療窒が昭和25年（1％⑪）1月に薪設された、日立地区（工学部）では多賀工

業専門学校の医務室，附見地区（農学部）では県立農科大学の救護室を，

それぞれ醗き継ぐ形で，睡称もそのままに麗設された。水戸地区では昭和

30年3月に不十分ながら建物が木造で薪築され，4暑館の一室から移藪し

た際呼稔も保健蜜と変更したe入員は，水戸地区で雰常聾医麟1名，着

護婦2名（昭和26年12月から1名減），日立地区で露常勤医師1名，看護婦

1名，嗣見地区では非常鍬医緬1名，着護婦なし，という手薄な躍麗であ
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伽竪審’

　　　　　　保健管理センター

療器具・救急薬品など整備していったが，健康管理の体制・人員・建物及

び設備のすべてにわたってはなはだ貧弱で，改善も微々たるものにとどま

っていた。

　このような大学における健康管理の不備な状況は制度上の不備に原因が

あったため，文部省はその大幅な改善を期し，昭和41年度からすべての国

立大学に保健管理センターを設置することを定めたが，それに基づいて本

学でも昭和48年4月に保健管理センター（学内呼称「保健センター」）が開設

された。

　このセンターに，教官2名（専任医師1，カウンセラー1），看護婦1名が

配置されたが，従来の学生部厚生課の保健係の人員はそのまま引き継いで

発足し，現在，教授1名（所長併任），講師1名，非常勤医師1名，非常勤

医師2名，看護婦2名，事務官3名となっている。昭和53年学内規則を整

え，日立・阿見地区の医務室・保健室内に保健センター分室を置くことと

定めたので，分室人員配置はそのまま，非常勤医師及び看護婦各1名とい

う形になった。センターの建物は昭和50年（1975）12月，水戸地区に，一

部二階建鉄筋コンクリートの本建築（床面積472㎡）が竣工，保健管理活動

の拠点となった。一階は健康診断と救急処置など身体の保健管理活動を目

して設計されており，二階は心・身両面の相談活動に当てられている。水

戸地区の学生定期健康診断は，従来，講堂などを使って行われていたが，

54年度からセンターの建物内で行われることとなった。

　同センターの活動は多岐にわたるが，比喩的表現を用いれば，「学内診

った。水戸地区では昭和38年

4月と39年5．月に非常勤医師

の増員がなされて計3名とな

り，阿見地区では40年12月に

看護婦1名が配置され，その

際，室の呼称も保健室と改め

られた。

　各地区とも徐々にレントゲ

ン間接撮影装置，その他の医
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療所」「学内保健所」　ヂ学生相談」の三分野を含む．r学内診療所」という

のが共通理解であろうが，これは実はセンターの活動の一部にすぎず，救

急欝麗及び相談活勲の中に禽まれている医療機闘紹介，がこれに当たる．

学生数がさほど多くない大学内に一つの診療所を建てることは予算的にむ

だが多いので，返くに多くの医療機闘がある場合は，それを活用するとい

うのが文部省の意尚であったが，水芦地区では水戸毒を背景としているた

めこの意向を生かしやすく，日立・嗣見地区でも何とかH立市・土浦市を

頼んで，開設以来この意向に従ってきた。そのため，学内診療所としては

不備なまま今日に至っている。保健センターとしては，むしろ，r学内保

健所」とでも書うべき活動と，r学生相談」の方に重きを置いている，

　保健所に類する活動とは，（1）学生・教職員の定期及び臨時の健康診断

と，異常があった場合の指導・助言（医療機関への紹介を含む」，②健康相

談及び健漆に闘する指導・助言，（3）学内の伝染病及び食中毒の予防証びに

環境衛生に闘する指導・跡言，働r漂生省醜な任務」とでも表境した方が

理解されやすいが，学生・教職員の健康管理に闘する幅広い統計・調査・

研究，などである．センターは囎設と醐時に，この範疇の活動に充実の主

眼を置いてきた．すなわち，学生の定期健康診断は，大学生の年代に見合

い，かつニーズに応じた項目に焦点を絞るよう改められたため，腎疾患・

貧血の発見，心身症・精神神経疾患の発見などが重点的になされ，高血麗

及び糖尿病など成人病の予防的措鐙も含め，早期治療と生活指導への道が

開かれた．特に本学では，本態性高血籏の発生率が高い東北・関東両地区

からの出身者が毎年ほぼ8割と多数を占めるためか，高血圧を示す学生が

多く，その指導・助言・研二究にカを注いできたe医師不足と臨床検査技師

不在のため，この健康診噺活動もまだまだ不十分であるが，たゆ象ず，健

票診断のより効果的なあり方を目指して努力している．現在，薪入生を重

点的に診る方向に向かっており，その際，精神衛生面の健康診断を充実さ

せたいともくろんでいる．

　これまで我が鼠では，大学生の年代の健康に関する資料は勤労青年につ

いてのものしかなく大学生についてはほとんど塞白になっていた．したが

って健康診断の結果そのものが大学生の健康状態の調査としての意昧を持
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っている，，大学生がどんな疾患にどのくらいの率で罹患しており，それは

時代とともにどう変化するか，ということである．更に，健康診断のよう

にすべての学生に接し得る機会に初めて捕えることのできる健康の変化，

例えば身長と体重，罵満度，栄養摂取状況，生活パターン，健康意識，精

綿的健康度などの実態と勲きは，そのまま研究的意瞭さえ持っている．こ

のような地味な仕婁は実に幅広く存在しているが，スタッフ不足でとても

・十分には行えていない．休・退学，留年学生の精神衛生的調査も岡じよう

な意昧を持つが，これについては，54年度から億大学との共間研究がぼつ

ぼつ始められた。

　ところで保健管理センターの設躍された真の意義は，保健所と同様，予

防医学の第一線機閣としての存在にある．予防は早期発見・早期浩療もそ

の一部を成しているけれども，大学生のような知的集翻には更に，教育と

いうもっと効率のよい予防手段がふさわしい．そこで53年度から全学学生

を対象に性科学講座，54年度から，高血圧・貧血・肥満・腎炎の学生を蛙

象に栄養講座を開設した．この2講座とも，大学内外の講師の協力を得

て，充輿に向かっている，、

　最後にr学生相談」について少し詳しく詑しておきたい．昭和28～29年

ごろ文部省により，学生補導のあり方は従来の取り締り釣なものからサ

ー ビス的なものへ変えるよう，指導がなされた。これはSPS（St慧d鱗

P鷺獅憩1S償臨の理念と呼ばれ，その一環として國立大学に学生相談が誕

生していった．茨城大学では昭湘33年2月中央補導委員会で取り上げら

れ，37年（1962）4月学生相談室規則ができ，4号館の一窯を相談室に充

て，専任教宮は配置されなかったが，心理学教官を中心に学生相談室委員

の教官によって相談活動が始められた．教官は週1翻くらいの翻で当番を

作って掲示し，学生の方は相談に乗ってもらいたい教官の名前を用紙に書

いて篇に入れ，正武のインテーカーなしで相当多数の学生が来談したとい

う．38年養期の統計で見ると，実入数47名（延人数X），水欝地区2，451名中

1．9％の来談率である（1年次826名中3絡4．4％）．学生相談とは，学生の

修学上及び生活上の諸問題について指導・助言を行うことを任務としてい

る，、しかし当時既に経済画での相談は影をひそめており，学生のほぼ6翻
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は転部・転学・休退学など学業に関する閣題を持って来談したが，内容的

には藷緒面に蜀題を持つ学生が多く，全般的に見ると，精神病をはじめあ

ら＠る精神衛生上の病的状態，家庭問題性に関する悩みなどであったと

言う．このかなり活発だった相談活動も，昭和42年ごろの学園紛争の始め

に4号館が占拠されて根談室を失い，翻々の教官室で分散して行われるよ

うになって衰微した。保健センターが麗設された当時は，年閥件数わずか

数件であったと推定される．

　保健センターでは，健康相談の中にY心jr身」が共に含まれていると

いう考えのもとに，爾者を区鍵せずに相談活動を騰始した。心の健康相談

は精神衛生相談とも晦ばれ，学生相談とは似通っているが，後老の方がよ

り多く健康者の悩みにも薄応するという携えがあって，多少趣を異にして

いる。しかし学生はそうした区購はせず，専任教官のいる保健センターへ

来談する数が漸増した。そこで曙和51年1月学生相談塗規羅を敢め，当時

相談蜜はなく窓口のみ学生部に置かれていたのを，相談室・窓口ともセン

ターヘー・本化し，相談に旛ずる教官も，センター教官，センター運営委員

の中の心理学教官，従来の学生相談蜜委員の教官とした．それでもたまた

まセンター教官が2名とも精神衛生が専門（精神医学と臨床心理学）の故

か，センター教官の封処する場合が依然として圧倒的に多いe相談実入数

は身体の相談と合わせてであるが，54年痩で実入数238名（延尋35名），水

戸地区学生4，004名中5．9％の来談率である（1年次1，372名申131名，9．5％），，

内容的には未成熟な人格に由来する問題と，心身癌及び精神病のケースが

増えている．

　しかし，大学盤の年代は青年期後期にあり，身体的には罹病率が5　％SX

下と少なく最も安定しているのに反し，精神上の問題を抱えている入の率

は高いはずで，学生相談の潜在的ニーズもまた高いと考えられる．一般

に，精神的に多少とも問題のある学生は1⑪％鹸後，そのうち医療又は心理

療法を要する学生は約2翻（全俸の2　％nt後）と書われている。したがっ

て，実行可能で効率のよい学生相談機溝の再編成を模索中で，全学教官の

錨力が望まれる。

　以上のセンターの活動状混・調査研究報岱を広報するため，昭和52年3
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月から『保健センター年報』を刊行している（現在2号まで発行）．

　表1　学年測相談（延入数）　　　　　　表2　来談者の面接圃数珊人数
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表3　学年理相談（実人数）

54年前・後期（身捧相談を含む）

入文隊劃理 エ ∴農 計

1

2

3

4

計

42

1e

12

17

＄1

29

鴛

＄

131

62

25

7
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61
46　1

器l

o

o蘂

6

釧

1⑪

3

2

3

1＄

x31

32

30

45
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表4　来談者の面接圃数別人数

＼ぐ豪く1
面接回凱く杯文瞳育陣

54年前・後期（身捧相談を含む）

工 農 計

1

2

3

騨

8

5

fl⑪

8

⑪

39

3

1

27

1

1

4 3 驚 1 1 ⑪

5 1 撫 1 o 1

嚇へ4⑪ 蟻 o 1 o 1

11～15 1 o o o o

16～20 o ⑪ ⑪ ⑪

瓢～ 2 o ⑪ o ⑪

講 81 硯 妬 舗 1＄

注）相談回数の最高零鐙翼，
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W　共同利用施設

茨城大学保健管理セγター利用状況（水戸地区）（麺置・処遇）

　　　保健管理センター業務開始

　　　　　　7　茨苑禽鋸

　茨苑会館は，茨城大学本部地区に，国立大学としては関東甲儒越地区

（東京を除く）最初の学生会館として，紹秘⑪年（1965）3月25日に設立さ

れた．

　この会館設置の目的は，学生が教養を高め，豊かな入間性と社会性を養

い，あわせてその摩生禰鮭に寄与しようとするものである、，したがってこ

の会館は理在の大学に要請されている雑会的使命の下で，学問の教育と研

究を主とした教育体系だけでは果たし得ない，入閥形成という重要な教育

機能を翻復することを目的として，この会餓を足場として展開される，充

実した学生課外活動の実践により得られる，有形無形の教育的勘果を期待

して逮設された施設である、ちなみに茨苑会館の名称は，本学全教職員及

び学生から公募した10の名称の中より選ばれたものである．

527



W　共同利馬施設

なお，本書の総説第3章の中で詳述されているように，茨苑会館は，そ

の管珊運嘗のあり方をめぐって紛争が起こり，全騨的な大学紛争のあおり

を受けて，一部学生集離により封鎖された蒔期（昭和騒．撫31～菊．12＄）も

あった．しかし，その後，学生会館改革委員会の活動（m総説第3章参照）

等により，管理逮営体制が検討改革されて，規主的かつ合法的な還鴬が行

われるようになった．

il　砲設，設備の概要

　　構造；鉄筋コンクリート2繕建

　　　　　起工：鳳召矛039年9月［3羅1

　　　竣工灘1和40年3月25日

　　　瀾餓：昭和40年4月21日

　　　面積：2，826．55㎡（552．砿輝）

　　　　　1階1，　oe8．　06㎡（3⑪4．93坪）

　　　　　　　　　　　　2階　　　81＆49㎡　（247．5g坪）

｛区分　名 称　　面　　積｝収容人員［　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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設
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　　還・
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魂7、嚇6

喉7．73
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50
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3⑪
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5⑪

5⑪

2⑪⑪

陣長蜜兼応接劉
29．1＄　1
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W　共同利用施設

鷹陣
施　1ボ　　イ
設
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　2　茨苑会館利用状況

昭和42年
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昭和53年

区分州56レ81川⑪坤黛レ12囹合計
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欝　大子合宿班修勝

　大学が次第に大衆化し，授業が多人数学生を対象とするマスプ買化し

て，学生と教官又は学生相互聞の人間的交流の機会が少なくなっている．

このような風潮に対して，学生・教職員が一所に宿泊して学習又は課外活
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W　共同利用施設

　る。そこで本学でも昭和43年

　（1968）5月に大子合宿研修所

　が開設された。この研修所は，

　学生相互又は教職員との人間関、

　係を緊密にし，規律ある共同生

　活を通じて健全な人間形成に役

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大子合宿研修所は，水戸市か
　　　　　　大子合宿研修所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ら県北へ67kmの久慈郡大子町

の外れにある。そこは奥久慈県立自然公園内にあって，久慈川の清流を望

む，なだらかな丘の上で俗塵を離れた，景勝の地ということができる。約

2万㎡の敷地内に，建坪513㎡の宿泊・研修施設があり，宿泊者44名を収

容できる。そのほか8，800㎡の球技コートとグラウンドがある。

　研修所は体育，文化，その他のサークルの合宿研修，教官を含めたゼミ

ナールなどに活用されている。そのほか研修の余暇に，恵まれた自然の中

で各種のスポーツを楽しむことができ，ハイキング，魚つりなどのレクリ

エーシ。ンにも適している。このため毎年延べ5，000名前後の学生が，こ

の研修所を利用しており，特に休暇期間中には利用申込者が殺到して，宿

泊の予約を確保するのが困難なほどである。現在，雨天の際の体育・レク

リエーション施設がなく，グラウンドも不備であり，宿泊者収容数も少な

いので，これらの点の整備・拡充が期待されている。

　なお，当研修所の施設，設備の概要及び開所当時よりの利用状況につい

て表示すれば，次のとおりである。

　1　施設，設備の概要

　構造：鉄筋コンクリート造平家建

　起工：昭和42年10月30日

　竣工（第1期）：昭和43年3月25日

　〃　（第2期）：昭和44年3月28日

　〃　（第3期）：昭和45年2月26日
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fS　（第4期）：昭和49年3月26日

開所：昭湘43年5月27日

面積1敷地20，000㎡，建物513。65㎡

W　共同利用施設

区姻　名　　　称　随　　積宿滞研修可能人員　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

管　1食　　　　　　　堂1

理1事　　務　　劇
樹浴　室　矧

131。80m雛

宿　　　1　　号一41　　号
泊1棟、講　　　師　　　室　 ｝16⑳。㎡ 騒名

護名

研

修

棟

研　修　塞i・2号
研　修　室　3　号

W　　　C　　　等
｝一

30名

30名

その他

管　　理　　人　　蜜

共　　用　　部　　分
15乳85㎡

運覇施設1約8，80C㎡の芝張りのゆるい傾麟地のグラウンドと球技翼一

　　　　ト2菰
2　　擁又容定員　　　　　　　　1整藪4名11室　　謙44名

3　大子合宿研修班利絹状混

ω　年度甥利罵状況

馬 分融惣14546474814gi5⑪瞬鎗欝3
糊延損IL3翻8臨1翻翻加615溜　1　　　　1　・

喚，47814♪62×4s6313P｛妻9X

I

②　昭和53年度の月劉利用状況

区分4月561 789m111牢2131計
1梨慣41739∵78142317551391脚6⑪1518粥3－91名

　　　　　　　　　　9　体湾施設

水戸地区のグラウンド及び体育館は，本学麗学当時から堀原1日練兵堤跡

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　53薫



W　共同利用施設

地に茨城県が建設した旛設をr茨城大学選勲甥壷びに茨城綜合運塑麹と

して共用の形で使用してきた．昭和25年6月の大学と県の覚書により，県

は運動施設を建設し，その工凄完成のつど大学へ寄附し，大学はその施設

の管理・維待に撫たることとなっていた．ところが県は施設の寄附を行わ

ず，大学測も管理・維持に要する多額の経費を支出する財敷上の余裕がな

く，また管理のための職員定員も確保できないなどの理由もあって，県に

依存したまま蒔がたった．昭和29年11月になって大蔵省は県に違動場敷地

の借地料を昭和25年度にさかのぼって支払うよう要講したので，県は都市

公圏法に基づく還勲公圏として鰻練兵場跡地を無償貸与してほしいと申講

した．そして昭和31年6月28日に県は今後も大学測に從来どおり運動旛設

の使用を認めるという条件つきで，この申請を承認してほしいと本学に文

書で逮絡し，同年10月20日に大学側もこれを承認した．この段階になると

ド茨城大学運動堤」という表理、は，県との往復文書からまったく姿を消し

ている．時日の経過のうちに火学の運勲壕であるとともに県の運動暢でも

あるという，堀原逓動場の二つの牲格のうち，大学にとって重要な側面が

風此してしまったのである、，

　その後も堀原選勲公圏のグラウンド及び体育館は，土曜日・日曜Hを除

くウィークヂーには大学の添育授業に優先的に使用されていた．しかし昭

湘39年の東京オリンピックをきっかけとして，市属体育が盛んになるにつ

れ，運動公園としての本来の目的のために体育施設が利用されるようにな

ると，本学の体育授業のための利用は次第に髄限されることとなった．更

に昭和49年の茨城騨俸の準備のために旛設の改築が行われ，グラウンドは

ラグビー場に変えられ，偉育館も羅依に備える練習に使われるようになっ

て，本学の優先使用はほとんど不可能となった、、娯の堀原還動場利用方針

の変化，及び大学の財政・定員不足などやむをえない事情があったにせ

よ，このような事態に立ち至ることを予灘できなかったとすれば，大学当

島及び本学体育闘係者の見通しは甘かったと欝わざるをえない．

　このような経緯があって，水芦地区では昭和30年代の後半から体育旛設

の建設が積極的に行われて，柔剣道場・体育館・野球場などが作られた，，

水戸キャンパス内にあったサブグラウンドが，昭和42年に教育学部校舎の
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w　共同利用施設

新築用地に当てられて，消滅したため，グラウンドの確保が必要となっ

た。そこで昭和53年3月に教育学部の北測を整地して，11，　SOO㎡の簡易な

グラウンドを作り，急場をしのいでいる。しかしこのグラウンドの北東の

一隅に弓道場と柔剣道場があって，一周300mのトラックも作られない状

況である。

　水戸地区グラウンドのほか，水泳プールも東原の旧水芦高等学校以来の

ものを使用しており，その設徳もiff　Sit化しており，薪設の必要に迫られてい

る．このように水戸地区では睦上・水上とも主要な依育施設の不備は甚だ

しいものがあり，大学施設整殖の最も緊急な課題の一つである。しかも俸

育施設の管理・維持についても，体育鑓・小鉢育館は教育学部，テニスコー

Fは教養部，弓道場・プール・ハンドボールコートは学生部，野球場は事務

局経理部（運動場は未定）というように，まちまちであって，体育施設の管

理運用面でいろいろな障害が生じていて，管理体制の改善も墓まれ，その

検討が行われている。本学の主要な体育施設の概況は次のとおりである．

水　　戸　　地　　区 工 学 部 農 学 部

野球場昭和41。1⑪．3X新設

運動場　　54．3．22新設

1柔剣道暢　36，3ほ3建築

陣育館

武道場　　45．3．3X建築

弓道場　　47．33⑪建築

Gl：晶灘弓道場

運動場昭和24．鰍鎌多賀
　　　　工専より所属換

テ轟スeCXI・一一ト　同　上

テca　X　ew　一ト49．3．31新

　　設（凌聞照明付き）

　　　　　41、U、10建築

武道揚　　43．X2．23建築

体育館　　48、8　．3me建築

運動場昭和33．112⑪大蔵
　　　　　省より所管換

馬場　40．3。4新設

馬引lll論建築

〔参考資料1〕

　　　　　　茨城大学運動場施設建設許可條件に関する覚書

　茨城大学長（以下単に甲という）は茨城県知事（以下単に乙という）に対し茨

城大学総合還動場を次の条件により建設するものとする、

一　乙は別紙図面の土地参万六千坪に総合運動場を建設し，以下の条件を履行す

　るものとする．

二　乙は当該用地を目的外に使用し又は第三者に使用せしめ，もしくは使用権の

　譲渡をしてはならない．
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騨　共同利用施設

三総合運動場内の施設は擬々に工事完了の都度甲に寄附するものとする．

四　当該施設の管理ならびに維持は甲において行うものとする，，　　　　　　｝

五　甲において必要を生じたる場合又は乙において甚だしい建設の遅延を来たす

　場合は甲は建設許可を取り消すことができる．

　本覚書はiff堀原練兵場跳敷地の管理換を前提として作成し，両者各壱通を保有

するものである，，

本覚書は仮覚轡とし県会の議決を経た後正式に効力を発生するものとする、，

　　昭和弐拾五年六月拾七日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城大学長　鈴木京平　翻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城県知事　友末洋治　匝

（参考資料幻

　　　　　　　　茨城総合運鋤場維持管理に関する覚書

　茨城総合運動場完成の上は茨城総合運動場管理委員会（以下委員会という）を

組織し，これが維持管遜を茨城大学長より委員会に委任するものとする。委員会

の構成については茨城大学，茨城県，茨城県教育委員会，其の他必要な関係者を

以て組織し，之が細目については別に定めるものとす．

　右覚書として両者各壱通を保有するものである．

　　　昭和弐拾五年六月拾七日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城大学長　鈴木哀平　羅

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城県知事　友末洋治　團

〔参考資料3コ

　〈写〉昭和二十九年十二月十八日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城県知事　友末洋治

　　関東財務局水戸財務部長　殿

　　　　茨城大学運勲場施設建設許可条件に関する覚書提出について

　　茨城総合運勲笏建設工事は昭和二十五年五月に茨城大学運動場と連繋を保ち

　ながら建設する運びとなり現在もなお建設途上であるが完成後はその都度大学

　側に寄贈するとの条件のもとにさきに建設当初別紙のとおりの覚書をとりかわ

　しておりますので国有財産処理上必要と思われますから右覚書の写を提出いた

　します．〔別紙省略〕

　　なお覚書に鑑み一部完成の体育館，管理事務所，補助グラウンドの移管を急

　速に実施いたしますので御高配願いたい、、

（参考資料4〕

三一体発第八五号

　　昭和三十一年六月二十八日

茨城県知事　友末洋治　画

茨城大学長　東　龍太郊殿
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難　共同利用施設

　　　　茨城総合運動場についての建設経過報告並びに都市計画運動

　　　　揚としての申請に関する承認書擬出方について（依頼）

　茨城総合運動場建設工事は，昭和二十五年五月に茨城大学と連けいを保ちなが

ち建設する方針で発足し，現在もなお建設途上でありますe当初は総坪数約三万

六千坪（A，B地区）の敷地は大学側（文部省）が大蔵省から無償で管理換えを

することを鋳握とし県測は掴々の施設について工事完了の都度大学側に寄付する

等の覚書（昭和二十五年六月÷七日付の茨城大学運勲場施設許可条件に関する覚

書）により事務を進めてきたのでありますが，昭和二十五年末に文部省から三万

六千坪の敷地は大学の運動場として広すぎるのでB地区（野球場）分は県側で借

り受けられたいとの要望により，県においては昭和二十五年十一一月三十日付をも

って借り受け今日に及んでいる実情であります．

　たまたま昭和二十九年会計検査院からA地区（野球擾以外の敷地）の借地料来

払について，指摘されたので三者（管財，大学，県）において再度臨議した結果

昭和二十五年度から昭和三十年度までの借地料は県において支払い一切を清算し

て新たに都市計画運動場として国有財産の無償貸付申請をすることが最も適切な

方途との結論に達したのであります，

　以上のような経過により今圓魏紙（写）のような申講をいたしたく，ついては

大学健の本申請に関する承認書を添付するよう関東財務局水戸財務部から要請が

あったので承認書の提出方よろしく御配意の程お願いいたします．

　なお，今後大学測が当運勲務を使用するについては従来どおりであるので御了

承願います、，

〈写〉

三一体発第七一号

　昭和三十一年四月一臼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城県知事　友宋洋治

　大蔵大臣　一万田尚登殿

　　　　　　　　　国有財産無償貸付について（申請）

　今般本県に対し甥紙理由により都市計顧運動場として国有財産である左の土地

を無償貸付せられたく申請いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　詑

一一．所　在　水戸布袴塚町（旧堀原練兵場）

一。総面積　四万壱千四百参拾弐坪五六

　　　内　訳

　　　　野球場（球場）　　　　　　　　　　　　　　　3，6＄4SPt　82

　　　　陸上競技場　　　　　　　　　　　　　　　　　6，⑪鍛舞磁

　　　　野球場観覧席　　　　　　　　　　　　　　　　3，鎗6坪⑩
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W　共同利用施設

　　　野球場本部庁禽

　　　陸上競技場観覧席

　　　　陸上競技場本部庁含

　　　　俸育館

　　　　管理事務所

　　　　児童遊戯広場及自由広場その他

　　　　　　　　　計

一．図面　…別紙　〔省略〕

　　7⑪坪5⑪

3，8四坪8魂

　171坪5⑪

　嘱⑪坪

　io4坪80
23夢86⑪輝08

41欝432坪56

（参考資料5〕

体発第一四六号

　　昭和三十一年十月二十七欝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨域県知事　友末洋治　團

　茨城大学長　東　龍太躯殿

　　　　茨城総合還動場を都市公園還覇場としての申請に伴う覚書の

　　　　とりかわしについて

右のことについて別紙のとおり覚書をとりかわします．

　　　　　　　　　　　　　　　覚　　書

　　茨城県（以下単に甲という∂は茨城総合運動場（旧堀原練兵場跡）を都市公

　園運動場として設置認可を受けるについて，茨城大学（以下単に乙という∂と

　の間に次のとおり約定するものとする．

　1．甲は管理条例に次の事項を明記するものとする，、

　　　「茨城大学が捧育教育として本施設使用については別に定める。」

　2．甲は管理条例髄定の際，予め乙に条例案の関係条項について協議するもの

　　とする．

　3．甲は条例舗定後において，乙に関係ある条項の変更については，予め乙と

　　協議するものとする．

　4．乙が体育教育として本施設を使用する場合の使用料は無盤とし，使用上乙

　　の負撞にかかる経費については乙の負担とする，、

　5．乙の本施設使用については，従来通り体育教育に支障のないよう甲は運営

　　するものとする。

　　本覚書は茨城総合還動場が都市公園法に基く運動公園として設躍認可を受け

　将来茨城県が管理し運営する場合において茨城大学の使用条件が充足されるこ

　とを前提として作成し，両者各k通を保有するものとする、，

　　　　昭和31年1⑪ノq2⑪日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城県知事　友宋　洋治　圃

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　茨城大学畏　東　龍太鄭　圃
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第1章　工業短期大学部の翔立と発展

第1章　工業短期大学部の創立と発展

1創立の経過と開学

　工業短期大学部の設鷺は昭和26年（1951）9月26日，茨城県高等学校協

会長から茨城県教育委員会及び茨城大学長に短期大学設置に関する陳情書

が提出されたことに端を発し，昭和27年3月31日，茨城県議会において工

業短期大学設置要墓に関して決議されて設麗の機蓮が醸成した。茨城大学

では同年5月8日，短期大学設罎小委貫会が閣催され，工業短期大学を設

麗することに意見が一致し，嗣年5月22日，茨城大学評議会で工業短期大

学の設鐙を申請することが決定された。周年7月25B，工学部で地元有志

の協議懇談会が閣雌され，工業短期大学設立委員会が結成された．次いで

昭瀦28年度擬算要求に工業短期大学部設立に要する予算が計上され，筒年

1⑪月娼日，文部大臣に茨城大学工業短期大学部設置認可申請書が捷萬され

た．そのときの学科は機械斜，電気科及び工業化学科の3科で，入学定員

は各科40名計120名であった、、ところが昭和28年1月初旬に，今回は設置

を見合わせる寮文部雀から内報があった、岡年1月3蝦，工業短期大学設

立委員会に経過が報kされ，文部・大蔵澗省をはじめ衆参雨銑に請願書を

提出するなど，更に熱心な運動が展麗された。このような運動にもかかわ

らず昭和29年1月15日，今翻もまた認可されなかった旨文部省から通知が

あった．

　工業短期大学設立委員会は，今後の方針について協議し，更に活発かつ

勲心な運鑑が続けられた。その結果，関係老一同の熱意がようやく認めら

れるに至り，同年8月28日，工業短期大学部新設の概算要求が文部省議を

通過した，

　昭和30年4月18日，設麗案が閣議を通過し，同年6月22日，第22国会で

工業短期大学部の設麗が決定された。

　こうして昭和30年（1955）7月1日，法律第44号国立学校設置法の一一SS

を改正する法穣によって，茨城大学工業短期大学部が茨城大学に併設され
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V　茨城大学工業短期大学部

工業窺期大学部旧校舎

た。修業年限は夜間3年，学科

は機械科及び電気科の2科で，

入学定員は各科40名計80名であ

る。工業地帯の日立地域で各企

業はもとより，これら企業の］職

場にある勤労青年が，働きなが

ら教育を受けようとする強い要

望があり，本学の創立は，大学

当局関係者並びに県内及び地元

関係者等の非常な熱意と努力に

よるものであった。

　同年7月1日，学長に茨城大学長束龍太郎，主事に工学部長都崎雅之助

が併任され，同年7月15日，工学部仮講堂で第1回入学式が挙行され，機

械科49名及び電気科49名計98名の新入生を迎えた。

　昭和31年4月1日，工業短期大学部学則が茨城大学学則に準拠して制定

された。同年5月31日，事務部に総務係が設置され，次いで昭和32年11月

16日，学務係が設置されて専任の係長及び事務職員が置かれた。専任教授

及び助手が着任し，教官研究室，製図室，事務室，会議室等をもつ専用校

舎が必要となった。そうした要望から昭和32年末より図書館西側の高台に

専用校舎の建築工事が始められた。この校舎は工学部寄宿舎北寮を解体し

移築したもので，昭和33年3月10日，木造2階建（1，181㎡）が竣工した。

　同年3月19日，第1回卒業式に初めて機械科35名及び電気科36名計71名

の卒業生が送り出された。

　同年12刀26日，工業短期大学部の開学と整備に，確固たる信念と卓越し

た識見をもって，努力を傾けてきた都崎雅之助主事が茨城大学長に任命さ

れ，同時に工業短期大学部学長に併任された。昭和34年3月1日，工学部

長眞野克己が工業短期大学部主事に併任され，都崎学長・眞野主事の下に

専任教職員並びに工学部教官その他関係者一同が，施設の整備と教育内容

の充実とを図り，有能な工業技術者の養成並びに工業短期大学部の発展に

努めた。
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第1章　工業短期大学部の翻立と発展

2　発展の概要

　科学技術の急速な進歩と工業界の拡充発展に伴って，多数の技術者並び

に研究者が要求された．特に中小企業では中堅技術者が必要で，工業地帯

の日立地域で各企業よりこれらの要望がよせられた。工業短期大学部の整

備充実はこうした気運の中に進められ，昭和41年（X966）4月1藏，学内

外濁係者一嗣の努力により多年の懸案であった工業化学科（入学定員40名）

が薪設された。

　昭和42年8月8ff，9Rの2日闘にわたって電気通信大学短期大学部が

会場校となり，文部省主催第1圃工業系夜闇短期大学教員研究集会が弱催

された．麟公私立工業系夜間短期大学18校が参加し，本学より専任教官荒

川三勇二，菊地彌，本上孝央，小室成功の4名が患席した。一般教育部会

でト般教育における指定図書制，魔通短大における外国語教育の概要

とその問題点」，専門部会で「教育（技術）の機械化」，液閣教育における

教菖禰助設備の有効性」の研究鞍告があり，続いて討議が行われた．この

教員研究集会は工業系夜閥短期大学の教貴に教授上の諸鶏懸を討議させ，

教員の資質の晦上と教育内容の充実を図ることが目的である．

　劇設以来工学部事務長が工業短期大学部事務長に併任されていたが，昭

和43年4月1日，専任の事務擾が就任し，事務部の整備充実がなされた。

　昭和44年（1969）4月1日，近代工業の高度化に伴う産業界の要璽に応

えて閣係者・一一　maの努力により電子工学科（入学定隷⑪名）が増設された．

昭瀦44年文部省令第8号（闘立学校設麗法施行規則の一部改正）によりY機械

科」及びザ電気科」の名称がそれぞれ「機械工学科」及び「電気工学耕」

に改蕊されたfiここに機械工学科，電気工学科，電子工学科及び工業化学

科の4学科が設罎され，入学定員は谷学科40名計160名，総定員は各学科

120名計480名を擁するに至った。

　工業短期大学部主事に工学部長が併任されていたが，大学院工学研究科

（修士課程）設置，学科増設等のため工学部の機構二が拡大し，撫えて工業

短期大学部の学科増設等によって，取り扱う問題が多破にわたり管理責務

も多大になった．そこで管理運鴬を改善するため，工業短期大学部に専任
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の主事が麗かれることとなった。曙和45年6肩1ff，ギ工業短期大学部主

事選考規翼華」が翻定され，岡年6月お日，選挙が行われ，専任教授瀧澤馨

が主事喉補巻に選出され，岡年7月1日，初代の専任主事に就任した．

　昭漁46年1⑪月7日，本学が轟番大学となり，第1磯鶴立短期大学事務連

終協議会が麗催された．文部雀技術教育謙短大係長今田収，騒立短期大学

23校の事務長23名，事務官9名，本学より主事瀧澤馨，事務長書澤長利が

出席した．r専任事務職員に対する夜間部手巌」，ギ事務量調査」，　r喜務連

絡協議会の今後のあり方」等の共通事項について協議が行われた．認年玲

月8日，9ffの2日闇にわたって本学が当番火学となり，第21園騒立短期

大学主事・事務長会議が蘭優された．文部省技術教育課長角弁宏，短大係

長今田衆，国立短期大学23校の主事22名，事務長23名，事務官8名，本学

からは学長関誠一，主事瀧澤馨，薯務長古澤長利が出席した。全体会議で

ギ入学試験について」，ザ併設と附麗の問題」，薩大が独立して灘営できる

条件整備」，r司書定員の確保」が討議された．分科会議において主蘂会議

で「内地研究員」，「夜闘照畷費，夜間暖房費の特濁計上」が協議され，事

務長会議で事務選常上の共通事項について討議が行われた，，

　工業短期大学部の専絹校含として昭和33年3月，木造3藩建G，181㎡）

が建設されたが，その後工業牝学科及び電子工学科の増設，教官及び学生

定員の増燕，諸砲設の充実等のため実験室，製麟蜜等の教育研究部門と事

務室，会議室等の管理部門の面積が狭小となり，加えて老朽化もあって耐

火構造の恒久建物が必要となった．併設の騒立短期大学部は覆間使用され

ない昼間の母俸学部の旙設を利幕するという趣旨の下に設麗されたが，母

俸学部の旛設の利罵にはおのずから限度があり，特に学生実験の母体学部

の実状は，装麗を組み立てて擾期にわたる実験が多くなる傾向にあって，

入れ替わり扱閥使規することは次第に困難となり，殊に化学実験製図等

は母偉学部の施設・設備を使帯することはほとんど不可能となった．専用

の実験室，製図塗等が必要となり，昭和45年ごろより実験研究棟及び事務

部管理棟の建設が計画され，実験研究棟は工学部繊糖密工学科の鉄筋3階

建を改装し，事務部管理棟は鉄筋2階建を新築することとなった．

　昭和48年2月1日，工学部蕉門の北測高台に実験研究棟（RC－3）鉄
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筋3階建（1，977㎡）が竣工し，

同年2刀13日，事務部管理棟

（RC－2）鉄筋2階建（940㎡）

が竣工した。実験研究棟に機械

工学科，電気工学科及び電子工

学科の教官研究室，学生実験室，

製図室，電子計算機室，一般教

育関係教官研究室等が配置さ

れ，事務部管理棟に主事室，事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工業短期大学部新校舎

務長室，事務室，小会議室，応接室兼講師控室，印刷室，工業化学科教官

研究室，学生実験室等が配置された。同年6月23日，学長をはじめ学内外

の謁系者多数が出席して，新険舎の落成呪賀式が挙行された。

　短期大学の設置基準は，今日まで法令として整備されないまま，昭和24

年8．月30日，大学設置審議会が決定した「短期大学設置基準」によってき

た。ところが，近年我が国の高等教育は著しい拡大を遂げ，これに伴い高

等教育のあり方について種々の意見が出され，制度的にも内容的にも多様

化，弾力化が強く求められた。短期大学が今後も発展を続けていくために

基準に関する取り扱いを検討し，省令として整備する必要があった。昭和

50年4月28日，文部省令第21号により「短期大学設置基準」が公布され，

既設の短期大学にも適用されることとなった。

　昭和51年6月28日，学則検討委員会が設置されて，新しい「短期大学設

置基準」にのっとり，学内規程のうち最も基本的な学則の検討が始められ

た。昭和52年4月21日，　「茨城大学工業短期大学部学則」が制定され，昭

和31年4月1日制定の学則は廃止された。

　昭和51年8月25日，26日の2日間にわたって本学が当番大学となり，文

部省主催第10回工業系夜間短期大学教員研究集会が開催された。文部省技

術教育課三浦課長補佐，若林係長が出席し，国公私立工業系夜間短期大学

21校，教官50余名が参加した。国松義輝茨城県商工労働部長の「鹿島コン

ビナート」，瀬谷義彦茨城大学教授の「水戸学」の特別講演がなされた。

続いて「夜間短期大学及び学生の実態」，「情報処理教育の方法」の報告と
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討議が行われた．

　昭和52年7月7日，短期大学（工学）視学委員による実地視察が行われ

た．視学委員は東京工芸大学長：菊池es－一，武蔵工業大学教授国分正胤，出

形大学ユニ業短期大学部主事庄田新一の3氏で，文部省技術教育課短大係東

海林耕太郎事務官が患席した．本学より毒村正二学長，武田二郎工学部長，

閥瀬節蔵附属図書館工学部分館長，事務局関係者並びに本学教職員が出席

した，，会議室で本学の概況が説明され，次いでギ本学における工業系学科

の教育方針」，ヂ現行短期大学制度について」，ギ高等教育機関としての短期

大学のあり方」の説明と質疑応答があり，研究室，実験室，製図室，緩書

館等学内の視察が行われた．視学委員及び文部省係官の講評がありX教育

研究設備，教員組織卒業基準等について貴重な指導と助言がなされた．

　昭和54年3月23H，第22圓卒業式で機械工学科7名，電気工学科15名，

電子工学科22名，工業化学科13名計57名の卒業生が送り出され，同年4月

12日，第25回入学式で機械工学科30名，電気工学科31名，電子工学科39

名，工業化学科22名計122名の新入生を迎え，現在に至っている，、
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第2章　工業短期大学部の組織

1　教職員檎成の変遷

　本学は昭和30年7刀ll．日，茨城大学に併設され機械科及び電気科の2科

をもって発足し，同日付で茨城大学長束龍太鄭が初代学長に，工学部長都

騎雅之助が初飛主事に，工学部事務長本総保三が初代婁務長に併任され

た．劇設当初の専任教官は教授2名，講騨1名計3名で，主として工学部

の教官が非常勤講飾として授業を撞当した．専任の事務職員はなく，工学

部各係の事務官が事務処理に当たった．

　昭和31年4月，専任教官は，教授4名，講師2名，助手1名計7名とな

り，潤年5月31日，事務職員は総務係長を含めて4名であった。

　昭和32年4月，教官は教授4名，助教授1名，講蔀2名，助手3名計10

名となり，機械科及び電気科の完成年度を迎え，教育並びに補導・摩生に

充分な配慮がなされた．隠年11月16日，学務係が設置され，事務職員は事

務官2名，その飽の職員5名計7名となった．教官rO名，事務職員7名計

xe名で昭和40年度まで運営が続けられた。

　昭和41年4月，工業化学科が増設され，教官及び事務職員の定員が増加

し，昭和43年4月，教宮は教授7名，助教授2名，助手4名計13名となっ

た．岡年4月1fi，専任の事務長が就任し，事務職員は薯務宮5名，その

穂の職員5名計　　　　　　　　表1　教職員の定員及び現員

鱒名となった，　　　　　　　　　（昭和54年暮月3蝦現在）

　　　　　　　　区学主教勘副助小劇技磯小｛合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　務：　　貫　1、　　　　　　　　　　　　　　　　教
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　分　長事授授師手計｝官｝官般等計、計
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7名，助教授3名，講師2名，助手6名計18名となり，薯務職員は事務嘗

6名，その他の職員4名計玲名となった．

　その後欠員の補充がなされ，昭和54年5月，教官は教授8名，助教授2”

名，講締8名，勘手3名計21名となり，裏務職員は事務蔓を含め事務官鞭

名となり，現在に至っている．

　昭和54年度の教職員の定員及び理員（昭和54年5月3蝦現在）は表1に示こ

すとおりである．

2　運嘗組織

　翻設以来，学長は茨城大学長が併任され，現准に至っている，、翻設当初

専任教官が少数であり，また事務部紐織が整備されないまま，工学部長併

任による主事の下で，主として工学部教宮及び工学部盗係の嶺務官が業務・

を挺当した．

　昭和31年12月1日，教官会議規購が鋼定され，専任教官と工学部教官を

倉む教官会議によって逮営が行われた．昭和32年4月1日，教授会規則が

湖定され教授会により審議還営が行われた。

　補導・厚生については工学部に準じて行われ，創設当初組織が整わず，

工学部学生係が挺当していたが，昭和31年5月，総務係が事務を挺当し，

次いで昭和32年11月，学務係がその事務を分掌することとなった．各学舞

各学年のクラス担任教官と教務主妊より携成された補導委員会が，補導・

摩生に関する閥題を審議することとなった幾昭瀦44年4月1日，補導委員

会規購が翻定された，、

　昭和43年4月，専任事務畏が就任し，事務部の体制が整備され，昭和46

年8月2日，ギ工業短期大学部蘂務組織及び事務分掌規則」が制定され，

昭和32年ll月1日旛行の事務分掌規期は廃止された。

　昭和45年7月，専任主事が就任し，主事が議長となり，専任教官による

教授会で運営が竹われ，理在に翌っている、、主事は茨城大学評議会評議貴

として評議会に患鷹して茨城大学の運営に参瀬し，また翻立短期大学協議

会会員として学長とともにその会議に出席することとなった．

　専任主事の就任に伴い，問一のキャンパス内にあるユ業短期大学部と工
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学部との連絡調整を國るために，連絡観議会が設麗された．昭和45年7月

28臼，ザ工学部・工業短期大学部連絡縮議会規鶏が鋼定され，予算，施

、設，建物，学寮，雰常勤講師等に蘭する共通事項が協議されることとなっ

た，，尚年8月13日，第1嗣連絡協議会が閣催され，その後必要に応じ連絡

協議会が開催され，現准に至っている．

　昭和52年4月21日，学則が制定され，これに伴い圃年5月7日，「工業

短期大学部教授会規則」が改蕉された（資料参照）。教授会規剛第7条の規

定に基づき，総務委員会及び学生委員会が設置され，濁年5月1韻，　「総

務委員会規則」及び「学生委員会規則」が鋼定された。総務委員会は概算

要求，予算配当，施設，設備，入学試験検討等に関する喜項を審議し，学

生委員会は教育課程，授業計画，編入学，卒業，退学，休学，補導・潭生

等に濁する事項を審議することとなり，昭和44年4月1酷掟の補導委員

会規期は廃止された．

　曙和48年6月，　r茨城大学将来計爾委貴会規購」が髄定され，教曹研究

の基本轟想，統合整備等に闘する事項が審議され，茨城大学の将来計爾携

想の検討が始められた、これに伸い本学においても，茨城大学の改革構想

の策定に醐連する一般的な課題，工業短期大学部のいわゆる園有の課題等

に鰐する検討が必要となり，昭瀦49年1月17臼，蒋来講顧委員会が設置さ

れた．昭湘52年6月22臼教授会規期第7条の規定に墓づきee－一・・特劉委員会

が設置され，更に第一特別委員会の名称が蒋来計画委貴会に改められ，引

き続いて検討がなされることとなった。
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第3章　各工学科等の概況

1　機械工学科

　機械科は昭利30年7月1H，本学の発足とともに開設され（昭秘4年4

月m日，機械工学科と改称），入学定員は4⑪名である．当初は工学部の教官

が併任されて開設の準傭に当たった。昭和31年4刀16日，森槙教授（昭和

37年4月XH，福島工専に転出）と佐藤種臣助手（昭和44年3月瓢日，定年退職〉

が着任し，学科蘭設のため整備売実に努めた．昭和32年4月1日，中出淳

一助手（昭和33年姻1日，工学部に転出），昭和33年4月1欝，江澤次鄭助

手（昭和4鶏㍊月6日，退職）が着任した。実験室は工学部の実習工場及び

機械実験室を共用した．昭和38年4月1日，小室成功助教授（現教授），昭

瀦42年4月lff，佐藤麟久助予（現講師），昭和43年4月1日，岡田政美教

授（昭和53年4月1H，定年退職），続いて昭和44年4月1日，山野邊義榮助

手（現講師）が着任し，教官陣容が強化され，実験設備が拡充された。

　昭和48年2月，実験研究棟鉄筋3賠建（RC－一・3）が竣工し，実験室及

び準備室（301．躍），教官研究室⑳OS㎡），製麟室α騒2㎡）が完成した。

実験室には数値調御武NC旋盤，30トン万能試験機，材料試験機，熱転導

率測定装置，内燃機濁性能試験装置，電子及び金属顕微鏡等の実験機器が

設備されている．昭和52年4月1日，春日光雄教授が蒲征した．

　曙和54年5月31日現在の専任教官は小室成功教授（実験工学，設計製図撫

当），春日光雌教授（熱力学及び熱機関，設計製図担当），佐藤順久講師（自動

車工学，機械製図法，設計製図組当），出野邊義榮講師（工作機械，設計製図擦

当）の4教官である．専門教育科目の講義は，専任教官の挺灘科目のほか

は主として工学部の教宮に依頼している．

　本工学科は，基礎専門科目によりものごとを系統的，理論的に考察する

ことを教授し，理論を実擦イヒする知識を修得させ，設備装鍛や機械製品を

製造・製作する技術能力をもった中堅技術春の育成に努めている．
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2　電気工学科

　電気科は昭和30年7月1日，本学の努足とともに開設され（昭秘魂年4

月1日，電気工学科と改称），入学定貴は40名である。当初は工学部の教官

が併任されて閥設の準備に当たったが，昭和31年4月16日，荒又光夫教授

（昭和32年7月1鋸，工学部に転出）が着任し，専任教官として学科の閣設に

努めた．昭和32年4月i日，薪妻陸利勘手（昭和3碑4月1日，教育学部に転

出），同年7月16日，瀧澤馨教授（昭和36年4月Xff　，工学部に転出）が着任

した．実験室は工学部の電気実験室を共罵した。昭和36年4月！H，菊地

彌教授（昭和嘱年4月1日，電子工学科に配置換）と渡邊銀市助手（昭和41年

4月1臼，工学部に転出）が着任し，整備充実に努めた、，昭和41年4月1日，

小野讃助手（現講騨），昭和42年10月1日，瀧澤馨教授（昭和娼年4月1臼，

定年退職）が着任した。続いて昭和44年4月1日，膚賀浩教授（昭和屡8年魂

月1日，定年退職），昭和47年5月1日，大島利彦講師が着任し，教官陣容

が強化され，実験室の設備が拡充された．

　昭瀦48年2月，実験研究棟鉄筋3贈建（RC－3）が竣工し，実験室及

び準備室（250．8㎡），教官研究室（100．8㎡）が完成した。実験室にはデジタ

ル計灘YEW2800シリーズ，ウ．、　一ブメモライザーYEW3651，ウルブ

リヒト球グレーチングモノクecメーター等の実験機器が設備されてい
る，，

　昭和48年4月1日，関山正憲教授，昭和52年4月1日，堀井龍夫助手が

着任した．

　昭和54年5月3田現准の専任教官は関由正憲教授（送配電工学，発変電工

学，プexグラム演習担当），大島利彦講師（電気機器，電力応用挺当），小野訓

講輝（電気機器大意，電気製図法握当），堀井龍夫助手の4教官である．専門

教育科欝の講義は，専任教官の撞当科目のほかは主として工学部の教宮に

依頼している。

　昭和54年度文部省特定研究費による共聞研究として「太腸溝ネルギー筋

易雛電装遣の鵬発に闘する研究」が進められている、，

　本工学科は電気工学の基礎，応用，関連，演轡，実験等の科目に重点を
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おいたカリキ畿ラムを編成して，中堅枝衛考の育成に努めている，，

3　竃子工学科

　電子工学科は昭和44年4月1日，薪設され，入学定員は40名である、，鵬

設とともに菊地彌教授（電気工学科より配置換）が着任し，実験蜜及び実験

設傭の整鋳に努めた．実験室は工学部の木造平屋建旧化学実験室の一部を

敬装して使帯し，また工学部の電気工学科及び電子工学科の実験蜜が共用

された。昭和45年4月1日，東貞男講師（現助教授）と打越聰助手（現講師）

が着任し，続いて昭和46年4月1日，澄灘英世助手（昭和48年4月1日，工

学部に転出）が着任し，実験室の整傭に努めた、，

　昭和48年2。月，実験研究棟鉄筋3隠建（RC－3）が竣工し，実験室及

び準備室（260．4㎡），教官研究室（1⑪0．8㎡）が完成したe実験室には電子卓

上計算機，マ4ク・・＝ンピューター，ユ島バーサルカウンター，周波数シ

ンセサイザー，Stジックス＝9・一プ，マイクPt波装麗一式，ダブルパルス1発

生装麗，標準僑琴発生器等の実験機器が設備されている．

　昭和48年10月X日，岡崎英次教授，昭和53年4月1日，畏本良夫助手が

落任した．

　昭和54年5月31日環在の専任教官は菊地彌教授（電子翻路，電峯設計製図

法，電子工学特論担当），騨崎英次教授（回路論電波伝送学，電子設計製図法

担当），東貞男助教授（自動綱御，回路論情報処理概論情報処理概論演習，

電気基礎演習癬当），打越聰講額（電気塾礎演習抵当），長本良央勘手の5教官

である，，専門教育科目の講義は，専任教官の撫当科目のほかは主として工

学部の教官に依頼している、，

　本工学科は電気基礎学，電子物性，電子園路学，電子応用等の専門教育

蒋目を蘭講し，基礎理論応絹，闘連，電子工学実験，演翌等の麟目に重

点をおき，技術革薪に対処できる基礎知識と応用技衛力を備えた人材の育

成に努めている．
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4　工業化学科

　工業化学科は昭和4X年4月1日，新設され，入学定員は40名である．開

設とともに本上孝夫教授が着托し，実験審の新設，実験設備の整篇充実に

努めた。当初は工学部工業化学科の化学実験室を共用した。専絹の化学実

験室として木造平屋建ig通揺実験室（33⑪㎡）が教造され，昭和42年4月よ

り使用することとなった．昭和42年4月1臼，荒又健夫助手（現講師），昭

和44年3月1ff矢島勝司幼手（昭和麟年1明X日，工業技術院製品科学研究所

に転串）が差任し，学生実験の詣導に巌たった．昭瀦44年10月1日，津久

井陸鄭助教授（現教授），昭和47年6月1日，小又基彰助手が着任した。

　教授陣容の強化，実験設備の充実等教育研究俸制が整傭されたが，専用

化学実験室の狭隆と老朽化のため，耐火構造の実験・研究餐が必要となっ

た、昭和48年2月，実験研究棟鉄筋2階建（RC一のが竣工し，教官研

鋭蜜（xe2．2㎡），実験室及び準備窒（378．⑪㎡）が完成した．圏棟には有機化

学実験室，分析化学実験塞，機器分析実験室，灘定実験室，特殊測定室，

天秤蜜等が配麗され，原子吸光分光光度謙，赤外分光光度計，自詑分光党

度計，光電分光光度計，螢光光農議，ガスク雛マyグラフ，高速液体ク舞

マトグラフ，キ」一ポイントパイPtライザ，熱分析装置等の実験機器が

設備されている、，

　昭和54年5月31日現在の専任教官は本上孝夫教授（分析化学，無機工業化

学，環境工学概論担当），津久井陸郎教授（有機工業化学担当），荒又健夫講飾

（分析化学，化学演習担当），小又基彰助手の4教官で，分析化学実験，工業

化学実験等の教育摺導に専任教官が分挫して当たっている、、また専任教官

は学生の生活全般にわたり種々の教曹相談に応じている．専門教膏科目の

講義は専任教官の撞当科目を除き主として工学部の教官に依頼している．

　本学科は無機工業化学，有機工業化学，工業分析牝学，工業物理化学等

の専門教育科目を開講し，基礎知識と応用能力をもち，最近の化学工業の

進展に伴う薪しい技術に対応できる化学技術者の育成に努めているe
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5　一般教育等

　昭和30年7月1fi，本学の発足とともに松本和夫教授（化学担当），吉岡

永美講師（社会学撫当）が着任し，瀾設の準儲に当たった。松本教授は教

務主任として開学関係，教務・嫡導・摩生閣係等に尽力した．嗣鱗1月鱒

羅，瀬各義彦教授（歴史撫当）が着任し，昭恕31年度よ箏松本教授に代わ

って教務主任となり，主事とともに管理違営に傾濫し，本学の発展に大き

な震献をした。昭和30年7月以降在籍した一般教資関係旧教官は表2に示

すとおりである。

　昭和54年5月31日現在一般教育関係の専紐教官は松井罵道教授（昭秘9

年4月1日着任，英語撫当），由田溝助教捜（昭和47年4月1灘着任，物理学，規

代物理学担当），笠原勇講師（昭和48年胡x翼着任，数学，工業数学担当），玉

城和宏講麟（昭和駿年魂月t日着任，数学，工業数学蝿当）の4教宮である．

衷2　－一般教育関係旧教官

氏 名炉糊組当科目

松本和夫
吉岡永美
瀬谷義彦
藤澤偉作
椎名力之助

佐藤輝清
荒川三男二

古田孝之

藤田　忠

芳賀義則
小野瀬宏
中本律男

教

講

教

講

教

講

教

講

教

助

助

講

授

師

授

授

師

化

歴

数

英

数

授1物
師1数

授　社

授　数

授　数

師　数

会

理

学

学

史

学

語

学

学

学

学

　　　　　　　　1移籍先
在　職　期　闇　　　　　　　　陛の他

教

教

　会
ド4ツ語
　　　学

　　　学

　　　学

3⑪．7．1～39。3。31

3⑪．7．1～39。3。31

3⑪。11。1（｝～42．6、15

31．4．16～3婆．9。3⑪

3黛．纏．1へ・魂9、4、1

35．4勢　11・㌦ノ37勤3　。31

37李4．k～47．3。31

39。4。1～43。3。3i

4⑪．窯．1～4磯．3。31

尋3．磯．1へ・4呂．3，3x

嘱．4．1～魂7．43⑪

47．9．1へ・娼．3。瓢

定年退職

退職

教育学部

東京農工大

定年退職

工学部

定年退職

工学部

定年退職

工学部

教養部

工学部

　一般教育科目のうち入文・凝会系列の科目，外魏語科目のうちドイッ語，

保健体育科目の体育講義，体育実技等は非常勤講師に依頼している。

　短期大学が短期の高等教育機関であるという特性にかんがみ，一般教育
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の人間形成に果たす役割を特に重視し，

れている。

その効果的実施方法の検討が行わ

6　電子計算機室

　昭和47年5月8日，文部省大学学術局より「情報処理教育振興の基本構

想」が発表され，また「情報処理教育セソター計画指針」が示された。こ

る会議が開催され，本学にお

ける態勢の整備，計画の立案

等の検討が進められた。電子

計算機の購入機種や，設置場

所，管理運営方法，情報処理

に関する授業科目の開設等の

課題について審議が重ねられ

た。昭和49年4月17日，教授

会で教育特別設備費（教育用

電子計算機システム）の昭和50

年度歳出概算要求をすること

が決定され，昭和50年1月，

文部省より認可された旨通知

があった。同年2月1日，機

種選定委員会が設置され，購

蛎争

誼
電子計算機室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パンチ室

入機種は電子計算機HITAC－8250に決定し，同年11月4日，実験研究

棟（RC－3）の電子計算機室（24．6㎡）に設置された。同室には中央処理

装置1台，ディスクチャンネル1台，コンソールディスプレイ1台，ディ

スク駆動装置2台，カード読取機1台等が設備されている。またパンチ室

にはマ・イク・コンピューター2台，カードせん孔機5台等が設備されてい

553



V　茨城大学工業短期大学部

る，，

　昭和51年5月26臼，Y教育用電子計算機管理違営規則」及びr教育用電

子謙算機利期緬期」が舗定された．また「利用の手引き」が作製され，灘

滑に利周できるよう硬賞が図られた．

　電子計算機の理解と，積極的に利用しようとする態度やその活用能力を

高めるため，鰭報処理教育の強化，内容の充実等について検討がなされて

いる“
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第4章　教育活動と学生の動薩

第4章　教育活動と学生の動向

1　教育課程の変遷

　本学は寝閥の大学として工業に闘する実際的な大学教育を施し，教養あ

る有為なご〔業人を育成し，もって地域穀会の文化の向上及び産業の発展に

寄与することを翼的としている．

　翻設当初は機械科及び電気科の2科で，1年次に工業高等学校卒業者と

普通高等学校卒業者を区刷して授業が行われた．すなわち工業高等学校卒

業春は英語，数学，物理，化学等の基礎科目を履修し，普通高等学校卒業

者は専門基礎科目を履修し，学力の程度をそろえた後共通の授業が行われ

た。この教育課程は昭和40年度まで続けられ，教育計颪の特長として教育

効果を挙げた．

　1年次における工業高等学校卒業春と普通高等学校卒業春の学生数の不

均衡授業時間翻の編成その弛種々な困難を伴うこと，煎えて昭和41年4

月工業化学科の増設があって，昭秘1年度より二者の区刷が廃止された．

　昭和44年4月，電子工学科が薪設され4学科となり，学生定員が増加し

たので，教育課程について検討がなされ，昭和46年度より学科課程の改憲

が行われた。

　昭瀦50年11月，中型汎絹電子謙算機システムが設置されたので，照稿1

年度より学科課穫が歌正され，梼報処理概論，情報処理概論演翌，プ・・グ

ラム演轡等の専門教育科目が醐講され，麗窪に至っている．

2　入学煮選抜方法の変遷

　入学者選抜方法は韻身学校の調査書，学力検査，面接及び健簾診断を総

合して判定が行われた．学力検査は数学，外國語及び理科の3教科で，曜

矛鐸30年度より昭和49年度まで実旛された学力検査教科科目の雄移は表3に

示すとおりである。

　入学試験事務は当初工学部長併任の主事，工学部事務長併任の事務長，
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表3　学力検査教科科目の推移

昭和年度3⑪N　32　）　33　・　4・　1　4x～護9

　
ヨー一

学1教

カ

検

査
科

数　学

外購語

“pmrmum髭

理　科

（1科臼
選択）

科

目

数　　学　　同
数学　1
数学ffB

英　　語　　　同　　　英語　B

物　　理

化　　学

機械一般

電気～般

物　　理

化　　学

物理　B

化学　B

本学専任教官及び専任

事務官等が担当した．

　昭和43年4月，専任

事務長が就任し，次い

で昭湘45年7月，専任

主事が就任して以来，

入学考選考に必要な事

項を規驚するため，昭

和46年6月22日r工業

短期大学部入学試験実施規則」が翻驚され，入学試験裏務室，入学試験実

雄委員会及び入試係が設麗された。

　昭和50年度より推薦入学と一一rw入学の2方法が採用されたca推薦入学は

高等学校卒業者又は卒業見込みの者で入物・身俸とも健全で，在学中の学

習成績が評定平均値の平均4．⑪以上で，入学後に勲労に從慕しながら修学

する意志を有し，高等学校長より推薦された者を対象とし，学力検査が免

除され，鋼査書，面接及び健康診噺を総合して判定が行われた．一般入学

は数学，外畿語の2教科の学力検査，調査書，面擾及び健康診噺を総合し

て判定が行われた．

　　　　　表4　入学者選抜方法の推移　　　　　　　昭和50年度以降の入

昭和年度勘明戯副54
　　　
錐薦出顯できる評定
汰学｝平均値の平均

一般
1入学

学蔽

力　数　学

検　1

査科｝外国語

4．o

以上
3．8

以上
3，5

以上
同 同

醐判同陣陣陣
㌣同剛同睡

目糠B剛剛英語A詞

学者選抜方法の推移は

表4に示すとおりであ

る。

　入学者選鼓方法は3

教科の学力検査を主な

資料として判定する方

法から，学力検査を免

除し調査書を主な判定資料とする推薦入学と，2教科の学力検査を主な判

建資料とする一般入学の併用による方法へと推移し，今日に至っている、

また勤労考のための夜間大学であることから，薦援にかなりの重点をおい

て実施している．
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3　志願餐数及び入学巻数

　募集人員は，昭和30年度より昭和40年度まで機械科及び電気科の2科各

4⑪名計80名で，昭瀦41年度に工業化学科（募集入員40名）が薪設され，3学

科計120名となり，更に昭和44年度に電子工学科（募集入員4⑪名）が増設さ

れ，4学科計160名となり，現在に至っている。昭和30年度より昭和54年

表5　募集入員，志願者数，入学者数

昭　和
3⑪年度

昭　和31年度 昭　和32年度 昭　和
編年度

昭　和
鍛年度

昭　和35年度 昭　和
36年度

学　　科 募志入
集　願学人員者者

募志入
集　願学人員者者

募志入
集　願学人員者者

募志入
集　願学人員者者

募志入
集　願学人員者者

募志入
笑願学員者者

募志入
集　願学人員者者

機械科 鷹◎6849 407234 406539 尋06635 40珊543 40継38 40鵬4肇
電気科 曝099尋9 4◎ア845 405040 ⑳7轟39 409441 40幡38 40耐4馨

計 80輸798 80励フ9 8⑪115ア9 魯Ol珊ア曝 80鞭18峰 80盤⑪76 8023787
昭　和37年度 昭　和

38年度
昭　和
39年度

昭　和40年度 昭　和戴年度 昭　和
42年度

昭　和43年度

学　　科 募志入
契騨員者者

募志入
葵願学員者者

募志入
葵願学員者者

募志入
集　願学人員者者

募志入
美願学員者者

募志入
笑願学員者者

募志入
集　願学入員者者

機械科 4010245 4012840 409741 401η轟3 408833 406533 407638
電気科 4◎11840 4Q　10045 40纈40 40伽48 40軸542 408毒2フ 40953フ
工業化学科 40駿34 4045黛o 404嬉黛5

計 8⑪脚邸 80窪欝％ 懲o魅81 呂o欝791 伽鵬鵬 伽脳＄o 1⑳215髄
昭　和
44年度

昭　和
45年度

昭　和46年度 昭　和
47年度

昭　和
48年度

昭　和
49年度

昭　和
5⑪年度

学　　科 募志入
集　願学人員者者

募志入
葵騨員者者

募志入
集　願学人員者者

募志入
集　願学人員書考

募志入
契騨員者者

募志入
集　願学人員者者

募志入
集　願学人員者者

機械工学科 湾05730 405929 406232 405031 404231 4045お 4G　6042
電気工掌科 404733 406239 405ア26 403820 4◎4328 4◎4231 4◎5546
電子工学科 鷹0η38 4◎9318 4◎α33 405526 4G葡26 4⑪5536 鳶0484筆
工業化学科 憩433黛 4⑪4ア黛ア 4⑪442喉 4⑪3925 4⑪黛418 噂⑪黛4驚⑪ 轟04437

計 鵬加簿3 鵬261構 揃難毒鞭 励1麗i龍 総個騒1⑪3 ㈹髄髄 絡o鱒ア鵬
昭　和51年度 昭　和52年度 昭　和

53年度

昭　和級年度

学　　科 募志入
集　願学人員者者

募志入
集　願掌人員者者

募志入
集　願学人員者者

募志入
集　願学人員者者

機械工学科 402フ21 405037 403834 403330
電気工学科 404534 404235 40453フ 4Q　433凄
電子工学科 曝03427 嬉053轟3 404537 405539
工業化学科 4⑪3532 4027鱗 402618 402422

計 16⑪141粥 ㈱η2髄 繍覇穏6 轄⑪1｛蕗搬
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度までの募集入員，志願者数及び入学者数は衷5に示すとおりである，，

　昭和50年度より昭和54年度までの入学者について有職者と無職者の学科

劉就職状況は表6に示すとおりである．多少の変勲はあるが，おおむね有

職者の方が上圃っている．未就職音はほとんどアルバイト学生で，昼間は

学校周辺の工場・事業場等で畿いているので，学生はすべて勤労学生であ

ると醤っても過欝ではない、、定職考の罰合は高学年になるにしたがって増

離し，3年生になるとほとんどの学生が定職を持っている．

　　　　　　　　　　表6　入学者学科珊就職状況

｛昭　　§　　和紹　　和5⑪年劇5嬉渡 昭　　和
52年度

昭　　和
憩年度

　昭　　和

澱年度
学　　　　　科

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

有　無
職　職
者　者

膚無
職職
者　者

有鋼有無
馨磐鱒馨

有無
職職
者　者

機　械　工　学　科　　驚警　13 11　1⑪ 18　1警 1δ　19 1蟻　蔦

電気工学科擁14£86　　　　　　　　　　1　　　　　　1 1223£31∴2。11　　　　1　　　　　1

　　　　　｛
電子工学 釧2鐸1獅 　　ξ16 劉1例8 1整　慧o

蝶化学科㌦11
191311113181。　　　

u　11

計 1慧1　5暮　　　7⑪　騒 57　　82　　　　65　　61　　　　64　　58

4　卒業生の活動状況

　定職を袴って入学した学生は短期大学卒の資格と実力をつけるために，

熱心に勉強をしている、短期大学卒の社会的評儀を知ることは難しいが，

在学中に努力し学力をつけた学生は祉会で高く評儀され活躍している．

　卒業生の大半は県内企業に従慕し，それぞれの職場で中堅技術者として

活躍している．卒業生の約半数は，日立製作班とその系列会投及び原子力

関係の会社（日本原子力研究所，動力炉核燃料開発事業団，H本原子力発電株式

会社等）に勤務している．卒業生はこれらの職域で産業界の中枢として，
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あるいは主任研究員，主任技師，課長等の役職にあって活躍している。

　昭和32年度より昭和53年度までの卒業生数は1，562名（内女子13名）で表

7に示すとおりである，、

　　　　　　　　　　　　　　表7　卒業生数

学　　　科

昭　和

詑年度

昭　和

鐙年度
昭和
鍛年度

昭和
欝騒年度

昭　和

鉤年度

昭　和

37年度

昭　和

認年度

男女計 男女計 男女計 男女計 男女計 男女計 男女計

機　械　科 35　035 7　02ア 30G30 24　024 2go29 24　024 2ア　02ア

電　気　科 36　036 34　034 34034 鎖　021 16016 2g　o29 32　032

計 刀　0刀 α　061 64064 45　045 45045 53　053 5go59

学　　　科

昭　和

鈴年度

昭　和

40年度

昭　和

41年度
昭和
紹年度

昭　和

43年度

昭　和

麟年度

昭　和

菊年度

男女計 男女計 男女計 男女計 男女計
　　　　　　　　…

男女計 男女謙

機　械　科 42　042 24024 32　032 28　028 28028 30　030 3103等

電　気　科 36036 23　023 34034 38ゆ38 30030 2ア　02ア 280黛8

工業化学科 22　123 筆8　119 160絡
計 ア8　078 尋ア　oη 66　066 66　066 80　181 75　雁76 乃　075

学　　　科

昭　和

菊年度

昭　和

貯年度
昭和
娼年度

昭和
翻年度

昭和
50年度

昭和
51年度

昭和
52年度

昭　和

53年度

男女計 男女計 男女計 男女計 男女計 男女計 男女計 男女計

機械工学科 26　026 27　128 黛oo20 2702ア 20　121 17　01ア 34　034 7　07

電気工学科 2ア　128 勲勲　022 盤　023 協　016 18　胴9 20　0黛G 27　02ア 150韮5

電子工学科 26C26 21021 22022 25025 22022 1go19 22022 22022
工業化学科 餓　噸23 ⑳　雌21 20　嘩2奮 1go19 B　215 10010 21021 11刻3

計 1⑪121⑪3 90　292 85　領86 87087 ア34η 66066 1⑪40104 55　25ア
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V　茨城大学工業短期大学部

第5章　施設の概要

1専馬建物

　曙和33隼3月1鑛，木造2階建（1，捌㎡）の専罵校舎が竣工し，教官観

究室，製図室，事務室等が配置され，昭和48年2月まで使用した．その間

に工業化学科及び電子コニ学科の増設があり，専用校舎の狭総と木造のため

不燃性の恒久建物が必要となり，昭和48年2月1日，実験研究棟鉄筋3階

建（RC－3，1，W7㎡）が竣工し，続いて同年2月13難，事務部管瑳棟鉄筋2

階建（R・C－2，940㎡）の新校舎が竣工し，現在に至っている．

　その使用区分及び面積等は表8に示すとおりである．

　　　　　　　　　表8　工業短期大学部専用建物

区　　分

管理部門

製図室
実験室
準備室
教　　宮

研究室
厚生施設

欝算機室

その他

　計

事務管理棟
（RC－2）

事獅繍

実験研究棟（RC－3）

塗学馨瞬蘭藪育馨その他

学　生

控室
（S　一一

D
　㎡1　㎡1　㎡f　㎡1　㎡1　㎡
23臼。61　　　　　　　　　　　　　　　　　1

計 備　考

慧蹴旗

4鳳罎

蔦12

37813e1。8

1⑪2．慧⑪　1⑪⑪．＄

48⑪．2

8、2

562

26⑪．4

Moo，8

3611．2

2δ⑪。8

1⑪o．8

＄2

3紛。呂

25．2

1⑪⑪．8

126

㎡1　㎡1　㎡｛
7L禦　　　　　　3U

鍛。嚇

472

568

蔦L慧

1ジ黛凱嚢

5⑪5。魂

90．3219⑪。32

2壌。嚇

　　欄1薦離
9⑪。3飾，膨。謝

※1　講義塞及び実験室（一部）は工学部と共用

　2　土地については工学部と共用
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第5章施設の概要

2　諸　施　設

　昭和46年3刀27日，学生控室及び学生共用部室に使用する厚生施設とし

てプレハブ平屋建（S－1，90．32㎡）が建設された。学生控室は授業以外に

おいて休憩・休息等のために使用され，学生共用部室は課外活動のために

利用されている。その使用について「使用心得」が制定された。

　昭和49年3刀1日，アニス，

バレーボール及び徒手体操兼用

の施設として，多目的運動場

（1，249．8㎡）が実験研究棟（RC

－3）の西側に竣工した。この運

動場は年間を通じて使用できる

よう特殊施工された夜間照明装

置付レイコールドコートで，体

育実技及び課外活動に利用され　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　多目的運動場

ている。その使用について「コート使用心得」が制定された。

茨城大学工業短期大学部教授会規則

　　　　　　　　　　　　　（罰和32年4月1是）

　（趣旨）

第1条　この規則は，茨城大学工業短期大学部学則第8条第3項の規定に基づ
　き，茨城大学工業短期大学部教授会（以下「教授会」という）に関する必要な

　事項を定める。

　（組織）

第2条教授会は，専任の教授をもって組織する。

2　教授会に専任の助教授，講師及び助手を加えることができる。

　（審議事項）

第3条　教授会は，次の各号に規定する事項を審議する。ただし，第9号に規定

　する事項については，前条第1項の教授会で審議する。

　（1）学科に関する事項

　②　教育課程に関する事項

　（3）学生の入学及び卒業の認定に関する事項

　（4）学生の授業及び試験に関する事項
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V　茨城火学工業短期大学部

　㈲　学生の休学，退学，除籍及び復学に関する事項

　㈲　学生の賞罰に閣する事項

　ω　学生団体，学生活勲及び学生生活に関する事項

　〈8＞諸規則の舗定及び改廃に関する事項

　⑧　教員の人事に関する事項

　⑲　主事候補者の選出に関する事項

　⑳　予算に関する事項

　“2）その他重要な事項

　（議長）

第4条主事は，教授会を拙集し，その議長となる．

2　主事に事故があるときは，あらかじめ主事が指名する者が議長の職務を行
　う、，

　（会議）

第5条教授会は，原則として毎月1回開くものとする．ただし，必要がある場

　合は騙時に会議を開くことができる、、

　（議決）

第6条　教授会は，構成員の3分の2以上の出席がなければ議事を開き議決する

　ことができない．

2　議事は，趨庸者の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の決すると

　ころによる．ただし，教授会が特に重要と認めた事項については，出席者の3

　分の2以上をもって決する、、

　（委員会の設総）

第7条教授会において必要があると認めるときは，委員会を置くことができ

　る．

2　前項の委員会の緯織及び運営については，教授会の議を経て主事が定める．

　（構成員以外の者の出席）

第8条教捜会において必要があると認めるときは，構成員以外の者を旗席させ

　ることができる．

　　（庶務）

第9条　教授会の庶務は，事務部において処理する．

　　　附　劉

a　この規則は，昭和32年4月1日から施行する．

2　昭和3M年12月1日鋼定の教官会議規劉はこれを廃止する．

　　　附　則

　この規躍は，昭和菊年嚇月lffから施行する．

　　　附　則

　この規則は，昭和52年5月7日から施行し，昭和S2年羅月1日から適用する、，
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　　③　歴代禽婆人事

学　　　長
関　　泰祷儂勤as．　5　．31～24．6　．29

鈴木　　京平　　　　　　24。6。29ヘノ28．1⑪．1

東龍太郎　　28．10．1～33．9。18
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51。3。1～53、2。28

欝3．3．1へ・

養成所畏
酒井清一t　　覗講．1～43．331

坂井　鰹　　43．4．1～44講．1

串原弘綴翻44鳳ユ畷∴1
小林健道　　44．7．1～ay．3．31

石原　秀志　　　47．4．x～N48。me．3M

浦中淳麟）魏。31畷9。2。・

堀口友一　　姐慧．1～50．4．1

572

秋山和雄　　5⑪．4．か噂黛．3綴
秋山和雄（事務取扱）52風1－5錨・2

短期大学部主事

都崎雅之助　　　30．7．1へ・33．12．26

都崎雅之助醸嚢）33議焦％～34。3．1

真野　克巳

兼先覚二郎

徳江　　徳

千単　　正

3嬉。3。1－38。3。1

3＄．3．1　－39．331

鐙．4．1～4難．3。瓢

43．4．1～45．3，瓢

黒綱糊郎（灘）45、4。N欝。㍑

滝沢　　馨

椎名力之助

覇田　政美

菊地　　彌

挙生部長
沼尻us。　一一郎

酒井　清一

石原　道博

坂井　　望

藤村　　通

秋山　和男

當岡健次郎

問山　超
荒木　　修

45．7．1～48．3説

48．4．1－4｛｝鞭3。31

魂9．4．1一騒．3　。31

5叢．4．1欄

24．8．1～29．5．1

£9．5．1へ・3黛．5．1

32．ξ5．1～36．4。3⑪

36．ξ｝．1漕v4⑪．4。3⑪

4⑪．5．1－42．4。3⑪

42．5．1廼一”43．9。3⑪

壌3、1⑪．1～磁。12．3

4爆。1黛。3～嵯6。1。15

妬．L16評v46、731
小林三衛（事務取扱）護6訊3撞鎚。罵

石川

岡本

藤村

大西

木本

山本

郁男

　茂

　通

国男

英人

勝巳

46．8。鱒一爆7．L欝

47．1鴻～4呂．2．7

娼．黛．7へ・50．慧．6

欝⑪．慧．7～52．2．窃

導黛．2．7一欝4．2．6

54．2．7～

保健管理センター所畏
藤村　　通（叢藪）48．4。鴛へ4＄。乳31

申島　潤子　　　娼．7　．3X一



事務局畏
橋本　道胤

田中　米喜

藤田　　忠

増田　傳一

安濁健次郎

高瀬洋四郎

野申　僑一

飯村　大吉

小室　悟郎

庶務部畏
高岡　盛男

員谷　栄義

今村　義則

小野　真海

北折　昭一

須ノ内英夫

癒務繰畏
石原　秀夫

24榛5。31～32．11。27

32．11。28バー34。3。3ユ

34．4．1～鱒．L31

嬢⑪、2．1～嬢3．6。M

43。岱。15～妬．3綴

46。4。1～48、3。31

嘆8。4。1～5⑪。4。1

5⑪．4．1～53．3。3ユ

53．4．1へ・

遮3．4．1～44．3。31

魂4、4、1～楓1⑪。15

魂6。10。16～囎．3。31

49。4。1～ξ51．3。31

51。4。1ハ453。3、31

53。4。1～

24．7．3x－・　27．x⑪．15

橋本　道胤（事務取扱）27．XO．16～2乳12。8

向手　円隆

藤澤孝三郎

兵藤　勇一

大原　寿仲

申王子　徹

金子　光事

青木　　茂

田口　幸広

人事誤畏
今村　光男

杉原　　肇

田rr幸広
原　　俊男

27．12，8　－29ほ1．4

黛9。11。5ハぱ36。8。1

3曝．8．1～憩．3。3x

4⑪．4纂　k－42．11費3⑪

42。12。業〆v46．3。31

姦6．4．1～弼．33ユ

48．雌．1～鑓．嬢．1

52、4．1～

濃3．4。1－47．3。31

47。魂。1～器⑪、3。31

50，4。1～152。3。31

52。4．1～

経理部畏
永井　　鍛

中田　守夫

佐々木象一

五田　次雄

藤本　龍次

附 録

43，4。1～44。3。3薫

44．4．1～49．3。31

菊．4．1～51．3。31

51。4。1～ξ34。3。3×

5婆．4．1～

会翫課長
荒木五六　　　24．6．　30～27．6。3⑪

橋本道胤（叢嚢）X．6。30～27．8．re

金澤　　源

松木　清風

宮津　正夫

矢口　敬司

主辮牒長
矢口　敬溝

岩山　安成

黒川　安美

北川　金吾

斉藤　　進

経理課長
岩由　安成

黒川　安美

山野辺挑村

幸　　文雄

奥非　三郎

施設課畏
安見　　栄

石丸　健雄

大非　久弘

申岡　善吉

野崎　　茂

宇谷　俊一

雲財　　徹

黛7．8。16～34．3。3璽

34。4、1～38．3。31

38。4。1～41。3。31

喋1．羅。1へ43．3。3豊

護3。4。1～45。3。31

45．婆．／～47．33蓋

47．4．1～49．3。31

49。4。1～52。3。二3藁

52。4．1～

魂3．魂．1～4ξ5．3。31

45．4．1ハ癖47．3。32

47。4．1～ξ51。3．31

51。4．1～54。3．31

級．4．1へ・

26。6．1～31。3。3k

3L4．1～3慈．4。3⑪

36．5．1～38．3。31

3ε4．1畷黛．3。31

姦窯。4。1～46。3、3笠

46、4。2～48。3。31

稲．婆．1～51．3。31

573



附 録

草間　健三

学生部次畏

藤井　為六

大塚　一雄

加茂　真杜

佐藤　　博

申野　　広

佐藤　儂男

岩田　守夫

5x．4．1～

3｛｝繕4。1～38，10．2

銘漁．1へ嘘o．3。31

鱒．尋．1－・壊驚．3。31

犯．遮．1へ・妬．331

妬．篠．1～護9．3。31

49．峻．2～52．3、31

52。4。薫～

学生課畏
富田　俊彦（藝葦）24，63⑪～25．6。％

豊崎　卓（SS）25．危％～26．3。31

鈴木磯灘）％∴1～29ふ1
定形善次郎（ss）⑳．5。1～3工．5．1

林　　正邦

富岡健次郎

大山　　東

櫻井　明俊

石原　秀志

山本　吉入

斉藤登志雌

小申　克巴

木村　　茂

渡部　和夫

村井　　蕃

入学主幹
矢島　三郎

3x．5．1～33．4。3⑪

33．5噛烹～35，4。30

35。5。1ヘノ37。4。30

37楼5　．　1／～ノ39．4　。30

39．5．1～婆驚。u。1

42」1．1へ43．4。1

43．4．1～嘱、魂．1

礁4．4．l！　－47．33笠

群．魂．1～溌．3。31

51．4．1～52．7、1

52．7。1～

＄4．4．1～

厚生課畏
長崎　憲之　　　24．8。31～27．9　．15

沼尻源一郎（事務取扱）27．9．16～27．11．1

松平　　　　潔　　　　　27．11拳1～34、3、31

岩間　徹三　　　34．4．X　N35。12．15

戸村幸佐久　　35．爲．16～41．3。31
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佐藤　　宏

坂巻　信雄

菊地　一起

渡部　和夫

縣　　va－一

早澤　正美

文理学部事務畏

埴藤　吉三

原田　頁江

入江　美輝

鈴木　弘文

人文挙藻事務長

鈴木　弘文

原田　　敬

麟態奈一彦

教欝学部事務長

深澤　勝男

照沼虎太郎

白土　次男

宮本　　直

原田　　敬

理単部事務長

白土　次男

串根　盛雄

工学部事務長

本闇　保蕊

青木　　茂

深澤　勝男

矢島　三郎

松田　政雄

州井　　忠

41．4．al．沸儲43．3。31

43，4．1～4乏｝．3。3烹

46、4。1～5⑪。3。31

5⑪．4．1趣鑓．3　．3me

51．4．1－M．3。31

5壌．畷．1へ・

雛。8．1～鮮．3．3×

27、4。1～3｛｝。3，31

36擾4、1～37．3。31

37．4　．il．ヘノ42．5。31

㌶．纏．レv紹．曝．1

43．6．1一駆．3。31

52．4．1趨

24。6。30バー43。3。31

43。4。1・～ノ｛51。4。1

51．4．レ唱3．魂．1

53．4．1一脇1露31

5魂．1．1趨

42。6。ユ～51輩3。3ユ

51．4．1～

鍛．8。311rw40、3。31

畷⑪．魂．1～魂3．3，31

《3．縷．1～磁．33黒

磁。4．1へ・菊．331

45。4。1N＄1。4。1

51。4．1～



農学離事務畏

泡田　静喜

入江　美輝

前島義三郎

松本　公志

山田　益男

木村　　茂

附属農場事務長

由田　益男

珊井　　忠

渡辺友二部

川村　　繁

教養＄事務長

松田　政雄

宮本　　直

山田　益男

27。4。1～34。2。28

34．2。28ヘノ26。3。31

36。尋．1～46。3。31

46．璽。1～墨9．4e1

49難4．1～53、3。31

53。4．1～

墨7。4。1！v49。3。31

49．4．1～51，3。31

51．魂。1！～ノ53．12．3ユ

54．1。1～

42。6。1～45箏3。31

漿5．4。1～53．3。31

53．蝶．1～

鮒属図書館事務長

大越　　親　　27護。1～黛8濃．3⑪

入江美輝　　28．5。1～鍵．227
藤澤孝三郊綴勤34鴻。1～34。9。1

笠原謙二郎

智藤　善僧

永藤　薪吉

榎本　兼三

原田　　敬

渡辺友二部

養成所事務長

照沼虎太郎

松本　公志

遠藤　次男

中綴　盛雄

朝比奈一彦

附 録

3魂．9．　1／～ノ36．3。31

36魯4商1～填1嬢3嚇31

魂1⑫4む1～42．3。31

42。4．1～52．4．1

52。4．1～53編12．3ユ

5尋，1．1～

42、4．1～魂3。3。31

43。く隻。1～魂6。3。31

46．4。1～爆7。3。31

47膨4。1バー〆51．3。31

5X。4驚　1！～ノ52．3。31

白土次男綴勤52．4．1～5黛．5。2

短期大学＄事務長

本間保三（併任）3⑪．7。1～4⑪、翫31

青木　　　　茂（　謬　）　4⑪轡4．1～43。3。3X

矢島　三部

宮本　　直

遠藤　次男

古澤　長利

43．4．1～44．3。31

44。4。1～魂5。3。31

45．4．1・～ノ46．3。3鳳

妬．4．1～

575



附　録

（4＞茨域大学蜜轡教授一覧

称号
番号 氏　　名

k隼 鈴木京平
2；田中貞次
3　　長谷川　四　郎

4　　東　　　龍太郎

5　　野　村　正　雄

6唾野澤寅雄

71小M　　泰
8　倉　橋　治　助

9樫村　勝
1⑪　沼　尻　源一郎

慧佐藤正一
X2　左田本　　　亙

13　川　口　濤　利

X4　俳豆山　善太鄭

va　廣　瀬　茂　雄

X6，下野　　米

xe　井　原　敏　男

X8　真　野　克　巳

19　高　橋　越　二

20　蜜　澤　吉　平

211都崎雅之助　　　　　　　　　　　　　　　i

22　申　村　巳喜夫

23　大　谷　滋之助

24　稲　村　退　三

576

所　　　属　授与年月日 備 考

学　　長
農　　学　　部

文理学部
学　　長
文理学部

lf

　　　　　　ss

　　　　　　sノ

教育学部
文理学部
農　　学　　部

繋

教育学部
文理学部

酵

教育学部
工　学　部

終

讐

爆　　学　　部

学　　長
文理学部
教育学部

鯵

墾沼32．　5．　16　　睾繋召39．　11、飯｝死亡

32．　6。　20　　　　　　45．　10．　24

鐸

3違。焦19

37、9。2⑪　　　凄7．3。3

鞭

拶

　　　　ss　　　　　　弼。黛。1壌

拶

3＄。5。16

欝

賛

認、6．27

39．5。鎌

鯵

讐

縫

　　　　99　　　　　　　4黛　1凱　鷲

　　　　ss　　　　　　壕驚。1焦　曝

ll

護⑪。2。18

魂o。7。15　　　暮3．12。12

魂L　5。19　　　壌3、3。19

42．5。鷲



｛25

26

暫

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

3＄

39

魂0

41

42

43

44

妨

魂6

47

48

49

50

難玉

52

磯　貝　信太郎

膏山虎彦
大擾千秋
大野成雄
谷中　虎
酒井清一
徳江　徳
武　田　悦次郎

．二　方　　　義

國松久彌
福富啓泰
星川清孝
阿久井　喜三郎

萩原基衛
久油井　忠　男

松浦　義
原　健忠
岩井清志
満井隆行
梅峰秀雄
小林健道
塚本勝義
荒又光夫
室　島　錘一郊

関　誠一
櫻井益雄
津田　隆
高木　院

教育学部

農学部
人文学部
教育学部
　　　　　　fS

　　　〃

工　　学　　部

教　　養　　部

学　　長
入文学部
　　　　　　if

　　　〃

教育学部
工　　学　　部

農学部
鋒

人文学部
教育学部

？1

鞍

馨

　　　　　　if

工　　学　　部

農　　学　　部

学　　畏
人文学部

鯵

　　　　　　ss

42。5。11

　　　　！ノ

礁3。6。13

鐸

難

鞍

難

fS

44。甑2⑪

磁，欝。蔦

讐

　　　　タメ

婆4繕　10趣　16

鱒。艦18
馨

縫

妬、7。13

　　　　≠タ

鞍

47，5。18

　　　　fS

欝

＃

　　　　ノ｝

47。lo、13

48．邪。鷺9

鞍

鯵

附　録

49。9、7

53。1L　28

52。礁，即

53。6。7

53。L　2

54、7．22

49。4。23

54。8。30

47。L鷲

53．4．8

婆7。10。貯
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附　録
53 坂井　　　望 教育学　部 4零，5。29

54 宮　田　俊　彦 人　文　学　部 49，5．16

55 粟野　　　保 理　　学　　部 ff

56 千早　　　正 工　　学　　部 難 δ3。L3蓋

57 北　　　　繁 教　　養　　部 馨

58 石　黒　光漕 入　文　学　部 岱o。5。鴛

59 堀　口　友　一 教育学　部 ダノ

6⑪ 山崎芳夫1l　　　　　　ff
ノタ

50，7．21

6ユ 山　口　　　正 教　　養　　部 タノ

62 石原　道博 入　文　学　部 鑓。5。2⑪

63 佐藤正　己 教　　養　　部 難

64 菊油壬子郎 人　文　学　部 邪慧。5。玲

65 所　　　一　夫 教育学　部 韓

66 宮澤治正　　　i 鯵 53。5．18

67 山。和夫機　学　部 メメ

β8 市　村　正　二 学　　　　　長 53，10．19

舘 大谷　時　中 教　育学　部 64，5．17

70 木村俊　夫 縫 鞍 騒歎10。黛

71 瀬谷　義　彦 馨 鐸

72 大道　武男 鞍 鐸

73 今村泰　二 理　　学　　部 鐸

7護 間瀬節蔵 工　　学　　部 タノ
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附 録

（5＞茨城大学学鋼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒秘潮肋是）

　　　第1章総則
　　　　雛1節　目的

　（黎的）

第1条　茨城大学（以下r本学」という。）は，教育基本法及び学校教育法の精神に

　則り，広く知識を授けるとともに，深く専門の学芸を教授班究し，あわせて地域

　社会の文化向上及び産業の発展に寄与することを鼠的とする。

　　　　第2節構成
　（学部及び学科）

ag　2条　本学に次の学部を置く　，，

　　人文学部

　　教育学部
　　理　学　部

　　工　学　部

　　農　学　部

2　前項の学部にそれぞれ次の学科又は課程を置く轍

　　人文学部　人文学科

　　　　　　　　社会科学科

　　教育学部　小学校教員養成課程

　　　　　　　　中学校教員養成課程

　　　　　　　　養護学校教員養成課程

　　　　　　　　養護教論養成課程

　　理　学　科　数　学　科

　　　　　　　　物理学科

　　　　　　　　化　学　科

　　　　　　　　生物学科

　　　　　　　　地球科学科

　　工　学　部　機械工学科

　　　　　　　　機械工学第二学科

　　　　　　　　電気工学科

　　　　　　　　金属工学科

　　　　　　　　工業化学科

　　　　　　　　精密工学科

　　　　　　　　電子工学科

　　　　　　　　情報工学科
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　農　学　部　農学科

　　　　　　　畜産学科

　　　　　　　農芸化学科

　　　　　　　農業工学科

3　学生定員は，次の表のとおりとする。

学剖　学科又は課程　入学韻陰定員

人文学部
人文学科　　　　1　1耕　　22⑪
社会科学科　　　　1　劉　　脚
小学鰍賎成羅　　1　2朗　L・。。

教育学部
中学校獺養成羅　　1　1⑪⑪　　4。⑪

簸学校獺猷羅　　1　瞬　　3・
養護教譲成認　　　1　副　　・呂⑪

数学科　　　　｛　瞬　　・4⑪
物理学科　　　　1　斜　　14⑪

理　学　部
化学科　　　　　｝　　35　　蜘　　　　　　　　　　　　　　　

生物学科　　　　1　瞬　　鴛⑪
地球科学科　　　　｝　3⑪1　　6⑪

機磁学科　　　　｛　釧　　鍛⑪
機椀学第二学科　　｛　瞬　　16・

電気工学科　　　　｛　姻　　1㊨⑪

金属工学科　　　　1　弼　　16⑪
工　学　部

諜化学科　　　　1　姻　　篤⑪
儲工学科　　　　｛　瞬　　・6⑪

電子瞠耕　　　　1　姻　　欝⑪

髄学科　　　｝　弼　・6。
農学科　　　　　　3叫　　鱒

農　学　部

密産学科　　　　　　　　　　　　％ 1⑪⑪
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農芸化学科 3⑪1 鷲⑪

農業工学科
3・1

X20

計 1，350 5，x2⑪

4　各学部に関する規財は，学長の承認を受けて当該学部が別に定める。

第3条　本学の一般教養に関する教育を一括して行うための組織として教養部を置

　く。

2　教養部に関する規貝噸は，学長の承認を受けて教養部が別に定める。

第3条の2　本学に大学院を置き，次の研究科を置く。

　　理学研究科

　　工学贋究科

　　農学研究科

2　学生定員は，次の表のとおりとする。

研究棚入学韻齢定員
騨磯科　　341　　34
工学聯d　6司　　囎
欝研究州　　姻　　＄⑪

計　　　14・1　246
3　大学院に関する規刷は，別に定める。

　　　ag　2章　学部通則

　　　　第1節　修業年限，在学期間，学年，学期及び休業日

　（修業年限）

第4条　修業年限は，4年とする。

　（在学期間）

第δ条在学期間は，修業年限の2倍を超えることができない。

　（学年）

第6条学年は，4月1日に始まり，翌年3月31日に終るes
　（学期）

第7条学年を分けて次の2学期とする，，

　　前学期　4月X日から1⑪月1⑪日まで

　　後学期　玲月慧日から翌年3月31欝まで

　（休業日）

舘8条　休業日は，次のとおりとする．ただし，特別の必要のある場合は，この限

　りでないee
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　　欝曜ff及び国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第ff8号）に規定する休欝

　　並びに創立記念日（5月31日）

　　春季休業　3月U日から3月31日まで

　　夏季休業　7月U日から9月1⑪日まで

　　冬季休業鷲月窯5日から翌年1月7日まで

2　臨時休業日は，その都度学長が定める．

　　　　第1節　入学，退学，転学，留学及び休学

　（入学の時期）

第9条　入学の時期ぱ，学年の始めから30日以内とする．ただし，転入学，編入学

　及び再入学の場合は，この隈りでない。

　（入学資格）

第10条　入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とする，，

　ω　高等学校を卒業した者

　②　通常の課程による12年の学校教育を修了した者，又は通常の課程以外の譲

　　程によりこれに相当する学校教育を修了した者

　①　外国において，学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ず

　　る者で文部大臣の指定したもの

　（4）文部大臣が高等学校の課程に相当する課程を有するものとして指定した在外

　　教育施設の当該課程を修了した者

　㊨　文部大臣の指定した者

　㊨　大学入学資格検定規程により文部大臣の行う大学入学資格検定に合格した者

　〈T＞相当の年令に達し，高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学に

　　おいて認めた者

　（入学志願）

第1条　入学を志願する者は，所定の書類に国立の学校における授業料その他の費

　用に関する省令（昭和36年文部省令第9号．以下「省令」とい％）の定めるとこ

　ろによる検定料を添えて指定の期日までに提出しなければならない，，

2　既納の検定料は，いかなる事清があっても返付しない、，

　（入学者の選考）

第12条　学長は，入学志願者について選考のうえ当該学部教授会の議を経て入学を

　許可する予定者（以下「予定者」とい％）を定める、，

2　入学者選考に関する規則は，別に定める，，

　（入学の手続）

第13条　入学予定者は，所定の君類に省令の定めるところによる入学料を添えて指

　定の期日までに提出するものとする、

2　前項の幾定にかかわらず，特別な理由により，入学料の納付が著しく困難であ

　ると認められる考に対しては，別に定めるところにより，入学料を免除すること
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　ができる。

3　入学料の免除を申請した者については，免除の許可又は不許可が決定するまで

　の間，第1項の規定にかかわらず，入学料の徴収を猶予する。

4　第2項の規定により入学料の免除を申請した者のうち，入学料の免除が不許可

　となった者又は半額免除が許可された者は，納付すべき入学料を指定の期日まで

　に納付しなければならない。

5　既納の入学料は，いかなる事情があっても返付しない。

　（入学の許可）

第14条学長は，前条第1項及び同条第2項に規定する所定の入学手続きを完了し

　た入学予定者について，入学を許可する。

　（準用規定）

簗15条　前4条の規定は，転入学，編入学及び再入学の場合に準用する，、

　（転入学，編入学及び再入学）

第X6条　次の各号の一・に該当する者は，各学部教授会の定めるところにより，欠員

　がある場合に限り選考のうえ2年次以上の相当年次に転入学，編入学又は再入学

　を許可することがある。

　a）他の大学の学生で当該大学の学長の承認を受けて本学の同種の学部に転入学

　　を志願する者

　②　学士の称号を有する者で編入学を志願する者

　③　教育学部又は学芸学部の£年課程を修了した者及び短期大学を卒業した者で

　　編入学を志願する者

　（4）旧制の高等学校、専門学校及び教員養成諸学校を卒業した者で編入学を志願

　　する者

　⑤　修業年限4年の大学に1年以上在学した者で編入学を志願する者

　⑥　工業高等専門学校。国立ユニ業教員養成所及び国立養護教諭養成所を卒業した

　　者で編入学を志願する者

　の　本学を退学した者で退学後2か年以内に同一学部に再入学を志願する者

2　前項の規定により転入学，編入学又は再入学を許可した者の履修単位及び在学

　期問の通算等については，当該学部教授会及び教養部教授会において定める。

　（退学）

第17条　疾病その他やむを得ない事情により退学しようとする者は，学長に願い出

　てその許可を受けなげればならない．

　（大学が命ずる退学等）

第me　8条　次の各号の一に該当する者は，当該学部教授会又は教養部教授会の議を経

　て退学を命ずる．

　（X＞所定の在学期問を超える者

　②　疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者
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　㈲　授業料の納付を怠り催告してもなお納付しない者

　（4＞第13条第4項に規定する入学料を納付しない者

2　死亡又は行方不明の者は，除籍する．

　（転学）
“ax9条　他の大学に転学しようとする者は，学長に願い出てその許可を受けなけれ

　ぽならない、

　（転学部及び転学科等）

第20条　本学の学生で他の学部又は学科等に転学部又は転学科等を志願する者があ

　るときは選考のうえ許可することがある．

2　前項の規定により転学部又は転学科等を志願する者は，現に在学する学部長の

　許可を受けなけれぽならない．

3　転学部又は転学科等に関する規則は，別に定める．

　（留学）

第2⑪条の2　外国の大学に留学しようとする者は，学長に願い出てその許可を受け

　なければならない。

2　前項の規定により留学した期間は，第5条に規定する在学期間に算入する．

3　第1項に規定する留学については，第27条の2の規定を準用する．

　（休学）

第21条疾病その他の理由により2か月以上修学できない者は，学長に願い出てそ

　の許可を受けて休学することができる。

2　疾病その他の理由により修学することが適当でないと認める者に対しては，学

　長は休学を命ずることがある。

3　休学手続きについてぱ，別に定める。

　（復学）

第22条　休学期間内であってもその理由が消滅したときは，学長の許可を得て復学

　することができる。

2　前条第2項の規定により休学を命ぜられた者でその理由が消滅したと認めると

　きは復学を命ずる．

　（休学期間）

第23条　休学は引続き1年を超えることができない。ただし，特別の理由がある者

　については，更に1年以内の休学を許可することがある．

2　休学期間は，通算して4年を超えることができない。

3　休学期間は，在学年数に算入しない、，

　　　　第3節　教育課程及び履修方法

　（一般教育課程）

第24条　一般教育課程の授業科目，単位及び履修の方法は，学長の承認を受けて，

　教養部において別に定めるew
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　（専門教育課程）

第25条　専門教育課程の授業科目，単位及び履修方法は，学長の承認を受けて，各

　学部において別に定める。

　（単位の授与）

第26条　授業科目を履修した者に対しては，試験のうえ合格した者に所定の単位を

　与える。

　（他学部の授業科欝の履修）

第27条　他学部の学科，課程中の授業科目を履修しようとする者は，当該学部又は

　教養部規劉の定めるところにより，所定の手続きを経て履修することができる。

　（他の大学における授業科肖の履修）

第27条の2　本学が教育上有益と認めるときは，他の大学との協議に基づき，学生

　に当該他大学の授業科目を履修させることができる。

2　前項の規定により履修した授業科目について修得した単位は，30単位を限度と

　して本学の卒業の要件となる単位として認めることができる、、

3　前2項に規定するもののほか，他の大学で授業科麹を履修する学生に関する規

　則は，学長の承認を受けて，当該学部又は教養部において別に定める。

　　　　第4節　卒業及び学士号並びに教員免許状

　（卒業）

第慧8条　第4条に規定する年限以上在学し，各学部規則に定める基準に合格した者

　には，卒業証書を授与する。

　（学±号）

第29条　前条に該当する者の称することのできる学士号は，次の区分による。

　　人文学部　人文学科文学　士
　　　　　　　社会科学料　鮭会科学士

　　教育学部

　　理学部

　　工学部

　　農学部
　（教員免許状）

as29条の2

教育学士
理　学　士

工　学　士

農　学　士

　　　　　　教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許

　法（昭和24年法律第147号）及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第

　慧碍）に定める所要の単位を修得しなければならない、，

xe　本学の学部の学科又は課程において取得できる教員の免許状の種類及び免許教

　科については，別に定める。

　　　　第5節　専攻科

　（専攻科）

第30条　本学に専攻科を醒く。
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2　専攻科の名称及びその学生定員は，次の表のとおりとする。

3　専攻科に関する規鋼は，別に定める。

　　　　第6節　授業料

　（授業料の額及び徴収方法）

第3X条授業料は，省令の定めるところによる額とし，毎年前期（4月1欝から9

　月3⑪日まで）及び後期（1⑪月1ffから翌年3月31　Hまで）のxe期に分け，前期に

　あっては，4凡後期にあっては，ro月に納＃しなけれぽならない。ただし，新

　たに入学を許可された者は，入学手続きの際に納付するものとする．

2　既納の授業料は，いかなる事情があっても返付しない．

　（授業料の徴収猶予）

第32条特別の理由のある者については，別に定めるところにより，授業料の月割

　分納又は徴収猶予をすることができる．

　（授業料の免除）

第33条　授業料の納付が経済的理由により著しく困難であると認められ，かつ，学

　業優秀と認められる者については別に定めるところにより，その期の授業料を免

　除することができる。

第34条次の各号の一に該当する場合は，それぞれの額の授業料を免除することが

　でぎる。

　〈m）死亡又は行方不明により除籍した場合，未納の授業料の全額

　㈲　授業料の宋納により退学を命じた場合，未納の授業料の全額

　紛　授業料の徴収猶予を許可している者に対し退学を許可した場合，月1蝦計算に

　　より退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額

第35条　休学を許可され，又は命ぜられた者に対しては，月割計算により休学当月

　の翌月（休学の開始が月の当初にある場合は休学当月）から復学当月の前月まで

　の授業料の全額を免除する．

2　前項に規定する授業料の免除の取扱いについてぱ，別に定める。

　　　　第7節　賞罰

　（表彰）

第36条学生で学術，技芸その他において特に卓越した業績をあげた者があるとき

　は，これを表彰する．

2　表彰については，別に定める。
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　（懲戒）

第37条　本学の規鋼に違反し，秩序を乱し学生の本分に反した者は，これを懲戒す

　る◇

2　懲戒は，退学，停学及び訓告とするe

　　　　第8節　聴講生，特別聴講学生，委託生，研究生及び外国人学生

　（聴講生）

第38条　本学において，所定の授業科目のうち1科目又は数科目を選んで聴講しよ

　うとする者があるときは，授業及び研究に妨げのない限り，1年以内を在学期間

　とし，選考の上，聴講生として入学を許可することがある。

2　聴講生に関する規則は，別に定める。

　（特別聴講学生）

第38条の2　他の大学又は外国の大学の学生で，本学の授業科目の履修を希望する

　者があるときは，当該他大学との協議に基づき，特別聴講学生として入学を許可

　することがある。

2　特別聴講学生に関する規則は，学長の承認を受けて，当該学部又は教養部にお

　いて定める。

　（委託生）

第39条　官公庁又は団体等から，その所属職員で本学において特定の研究指導を受

　けようとする者につき委託の願い出があるときは，授業及び研究に妨げのない限

　り，3ヵ月以上を在学期間とし，選考の上，委託生として入学を許可することが

　ある。

2　委託生に関する規則は，別に定める。

　（研究生）

第39条の2　本学において，特定の専門事項を研究しようとする者があるときは，

　授業及び研究に妨げのない限り，1年以内を在学期間とし，選考の上，研究生と

　して入学を許可することがある。

2　研究生に関する規則は，別に定めるg

　（外国人学生）

第⑳条　外国人で本学に入学，再入学，転入学又は編入学を志願する者があるとき

　は，外国人学生として別に定めるところにより入学を許可することがある。

2　外国人学生は，定員外とする。

3　外国人学生に関する規則は，別に定める。

　（検定料等）

第41条　聴講生，特別聴講学生，委託生，研究生及び外国人学生の検定料，入学料

　及び授業料又は聴講料は，別に定めるところによる．

　（諸規則の準用）

第42条　聴講生，特別聴講学生，委託生，研究生及び外国人学生に対しては別段の
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　定めのあるものを除くほか，本学の学生に関する規灘を準用する．

　（公開講座）

第43条　本学は，社会人の教養を高め文化の向上に資するため公開講座を開設する

　ことがある。

2　公開講座に関する規則は，別に定める。

　　　　第9節　学寮及び厚生保健施設

　（学寮）

第44条　本学に学生のために学寮を設ける、，

xe　学寮に関する規劉は，別に定める、、

　（富宿料）

第菊条寄宿料は，省令の定めるところによる額とし，毎月その月分を納付しなけ

　れぽならない．ただし，休業期間中の分はその休業開始前に納付しなけれぽなら

　ない。

驚　既納の寄宿料は，いかなる事情があっても返付しない．

　（寄宿料の免除）

第46条罹災等特別の事惰がある者に対しては，別に定めるところにより寄宿料を

　免除することができる、，

　（保健管理セソター）

第47条　本学に保健管理セソターを置く、，

2　保健管理に関する規則は，別に定める。

　（厚生施設）

第48条　本学に福利厚生に資するため集会所等を設ける、，

＃　厚生施設に関する規則は，劉に定める．

　　　附　鋼

1　この学測は，昭和ce年9月2X日から施行し，昭都膿年6月ll欝から適用する。

2　茨城大学学則（昭和24年X2月鎗轟鯛定）は，廃止する。

3　この学翔施行のH以降においても従前の規定による文理学部は当分の問存続す

　るものとし，当該学部学生の教育課程，卒業及び学士号等については，従前の佛

　による＃

　　なお，学科ごとの学生定員は次のとおりとする．

区分い鰍｛2鰍 1 3年次

蝉科｛　　1 351 35

理学科｛　　1 4・i 40

経済学科l　　l 8・｛
80

岬囲
　　　　35｝

」　4⑪l
　　　　s⑪1

計

105

x20

240

計 斜 155 1 蔦51 465
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附　　　録

　この学則施行の欝以降においても従前の規定により在学する専攻生は，なお，

従前の例による。

　　附　刷

　この学剛は，昭魂43年5月ユ臼から施行し，昭和43年4月1日から適用する，，

　この学則施行の日以降においても従前の規定による文理学部は当分の問存続す

るものとし，当該学部学生の教育課程，卒業及び学i：号等については，従前の例

によるth

　なお，学科ごとの学生定員は次のとおりとする。

区分巨年ぺ2鰍3鰍4鰍1計
文学部 351 351 70

理学剖 4・1 4・｛
8⑪

経済学部
s・　1 ＄⑪1

烹6⑪

計 1551 1副 310

　　附　則
m　この学則は，昭和4411X　4月1ffから施行する、，

2　この学則施行の日以降においても従前の規定による文理学部は当分の問存続す

　るものとし，当該学部学生の教育課程，卒業及び学士号等については，従前の例

　による＃

　なお，学科ごとの学生定員は次のとおりとする。

区　分 1年次 2年次 3年次 聯漏 計

文学棚 1 1　　｝ 35｛
35

理学耕 1 1 4・｛
40

経済学科1 1 ｝　　｝ 8・｛
80

計　｝ 1 l　　　l ・551
驚5

　　附　則
1　この学則は，昭和45年護月1ffから施行する、

1　この学測施行の日以降においても従前の規定による文理学部は当分の間存続す

るものとし，当該学部学生の教育課程，卒業及び学i：号等については，従前の例

　によるce

　　附　劉

　この学則は，昭和菊年4月1臼から施行する。

　　附　興
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　この学則は，昭和46年XO月16日から施行する．

　　附　劉
X　この学則は，昭和貯年蓉月1ffから施行し，昭和貯年4月1日から適用する，，

2　昭和46年度以前に入学した学生に係る授業料の額は，第31条別表の額にかかわ

　らず，なお従前の例による．

3　この学則施行の日以降において転入学，編入学又は再入学をした学生に係る授

業料の額は，第3M条別表の額にかかわらず，当該者の属する年次の在学者に係る

額と同額とする。

4　昭和47年度において入学した学部及び専攻科の学生から徴収する同年度に係る

授業料の額は，第31条鋼表の額にかかわらず次の表に定める前期及び後期の額を

合せた額とし，当該前期又は後期の額を前期又は後期において徴収するものとす

　る。

5　昭和47年度において入学した研究生，委託生及び聴講生に係る授業料の額は，

　第as条測表の額にかかわらず昭和47年度に限り，前期又は後期の別に従い，研究

生及び委託生に係る授業料の額は，前期にあってはそれぞれ月額＄⑪⑪円とし，後

　期にあってはそれぞれ月額2，菊⑪円とする、、聴講生に係る聴講料の額は，前期に

　あっては1単位に相当する授業について如O円とし，後期にあってはユ単位に相

　当する授業についてX，2⑪⑪円とする．ただし，単位の修得に前学期及び後学期を

通じて履修を必要とする授業科Rに係る聴講生の1単位に相当する授業について

　の聴講料の額は，前期の1単位に相当する授業についての聴講料の額の2分の1

　に相当する額と，後期の1単位に相当する授業についての聴講料の額の2分の1

　に相当する額とを合せた額とする。

6　昭和47年度において入学を許可される学生に係る入学料の額は，第23条及び第

　41条別表の額にかかわらずなお従前の例による。

7　昭和47年度の入学，転入学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第U条及

　び第駐条別表の額にかかわらずなお従前の例による、、

　　　附　期

　この学劉は，昭和娼年5月29日から施行し，昭和48年畷月1ffから適用する．た

だし，第47条の規定は，昭和48年4月X2日から適用する，，

　　　附　則

　この学則は，昭和49年4月25日から施行し，昭和姶年魂月1日から適用する．

　　　附　則

X　この学則は，昭和5⑪年4月2娼から施行し，昭和50年《月1臼から適用する．

2　昭和5⑪年度の入学，転入学，編入学又は再入学に係る検定料の額は，第11条珊
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表の額にかかわらず，なお従前の例による、

3　昭和50年度の聴講生，委託生及び研究生の入学に係る検定料の額は，第41条別

表の額にかかわらず，なお従前の例による。

4　この学則施行の日以降においても従前の規定による人文学部経済学科は，当分

の問存続するものとし，当該学科学生の教育課程，卒業及び学士号等について

は，従前の例による．

　　なお，経済学科の学生定員は，次のとおりとする．

区到徽レ轍3轍拝次 計

経済学科 K・｝ X20 12°｛ 380

　　附　剛

1　この学朗は，昭和5X年4月15日から施行し，昭和51年4月1日から適用する．

2　この学剛施行の臼以降においても従前の規定による入文学部経済学科は，当分

の間存続するものとし，当該学科学生の教育課程，卒業及び学士号等について

　は，従前の例による。

　　なお，経済学科の学生定員は，次の表のとおりとする．

区分1・轍12年列3鰍巨年列 計

繍捌 14⑪｝
12⑪ 26⑪

　　附　劉
1　この学則は，昭和52年5月紛日から施行し，昭和52年4月1日から適用するe

2　この学則施行の日以降においても従前の規定による人文学部経済学科は，当分

　の間存続するものとし当該学科学生の教育課程，卒業及び学士号等について

は，従前の例による。

　　なお，経済学科の学生定員は，次の衷のとおりとする。

区分い敏レ轍3轍14年痢 計

繍鯛 14・1 14⑪

　　附　則
1　この学則は，昭和53年4月20Hから施行し，昭和53年4月1Hから適用する，，

2　この学則施行の目以降においても従前の規定による人文学部文学科及び経済学

科は，当分の聞存続するものとし，当該学科学生の教育課程，卒業及び学士号等

については，従前の例による瀞

　　附　則

　この学測は，昭和53年11月16日から施行し，昭和53年5月30日から適用する。

　　附　則
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この学測は，昭和53年U月欝縫から施行する。

　　附　則
X　この学則は，昭和騒年4月19買から施行し，昭和54年4月X日から適用する．

2　この学鰯施行の日以降においても従前の規定による理学専攻科は，当該専攻科

学生が在学しなくなる臼までの間存続するものとし，当該専攻科学生の教育課程

及び修了等については，従前の例による。

　　附　畏曝

　この学則は，昭憩騒年9月2⑪＃から施行する．

参　考

　検定料，入学料，授業料及び寄宿料

区分　検 定 料入学桝授 業 料綿料
　！入学の場合　13，000円

1（灘lll）

学

生

転学，編入学及び再入

学の場合

　　　　　　1⑪，O⑪⑪円

le⑪ゆ⑪⑪円

年額　　　　x44，∞o円

　前期分　　　72，⑪oe円

　後期分　　　72，⑪⑪O円

　月翔分納額　m2，⑪OO円

転学，編入学及び再入学

の場合

　当該者の属する年次の

　在学者に係る額と同額

（x＞月額

　3⑪o円

ω　月額

　1⑪⑪円

⑧　月額

1，8⑪o円

（備考）

1　検定料くrs，O⑪⑪円）は，昭漁us4年度入学に係る者から適用する．

2　入学料は，昭和蕪3年度入学者から適用する．

3　授業料は，昭職53年度第1学年入学者から適用する，

4　寄宿料の区分については，次のとおりとする。

〈2）昭和50年3月3蝦以前に建築された寄宿舎で，鉄筋Xソクリート造

　　ヌは欝ソクリートブμック造の寄宿舎

②　木造の寄宿舎

紛　くD及び②以外の寄宿舎
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6）茨城大学大学院学劉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鴇和43年胡勲

　　　第1章　葺的

　（鷺的）

第1条　茨城大学大学院（以下「大学院」という。）は，教育基本法及び学校教育法

　の精神に剣り，学徳の理論及び応用を激授研究し，その深奥を極めて広く文化の

　進展に寄与することを員的とする。

　　　第2章　組織

　（修士課程）

第2条　大学院に修士課程を置く。

2　修士課程は，広い視野に立って清深な学識を授け，専攻分野における研究能力

　又は高度の専門牲を要する職業等に必要な高度の能力を養5ものとする。

　（研究科）

第3条　大学院に次の研究科を置く。

　理学研究科

　工学研究科

　農学研究科

　（専攻）

第4条　研究科に次の専攻を置くew

　理学研究科

　　数学専攻

　　物理学専攻

　　化学専攻

　　生物学専攻

　工学研究科

　　機械工学専攻

　　機械ユニ学第二専攻

　　電気工学専攻

　　金属工学専攻

　　工業化学専攻

　　精密工学専攻

　　電子工学専攻

　　清報工学専攻

　農学研究科

　　農学専攻

　　畜産学専攻
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　　農芸化学専攻

　　農業工学専攻

　（学生定員）

第5条　研究科の専攻別学生定員は欝 次の表のとおりとする。

研究剣専　　　　攻　入学韻齢定員
数学轍　　　　1　銘1　認

理学研究科
糎学轍　　　　1　銘1　　絡
化学轍　　　　1　副　　焔
物学轍　　　　1　畷　　8名
機械工学轍　　　　1　畷　　2⑪名
機概学第薄攻　　　1　8名1　　銘

臨騨轍　　　　　　8名1　　酩

工学研究科
蠣工韓攻　　　1　磯　　16名
礫僻轍　　　　1　暗　　16名

陣雛学轍　　　　1　　略　　綿
電子蝉轍　　　　　　8名1　　儲
解蝉轍　　　　1　8名　　銘
欝轍　　　　｝　銘　　2銘
離学轍　　　　　　銘1　　銘

農学研究科

鶴鮮轍　　　　1　銘｛　　鵬
農業工学轍　　　　1　剛　　儲

計　　　　1　14⑪名　2銘
　　　第3章　学年，学期及び休業日

　（学年，学期及び休業日）

簗6条　学年，学期及び休業欝については，茨城大学学則（以下「本学学劉」とい

　う。）第6条，第7条及び第8条の規定を準用する、，

　　　第4章　修業年限及び在学期間

　（修業年限）

：第7条　修士課程の修業年限は，£年とする。
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　（在学期間）

第8条　修士課程にはag年を超えて在学することはできない。

　　　第5章　授業科昌及び履修方法

　（授業科目及び単位数）

簗9条　研究科の専攻における授業科目及び単位数は，学長の承認を受けて，各研

　究科において別に定める。

　（履修方法）

eeXO条　学生は，修士課程において所要の授業科目につき30単位以上を修得しなけ

　れぽならない“

2　前項の履修方法については，研究科規則の定めるところによる。

　（他の大学院における授業科目の履修）

第1⑪条の2　他の大学院における授業科目の履修については，本学学劉第27条の2

　の規定を準用する。この場合において，同条ng　2項中r3⑪単位」とあるのは「1⑪

　単位」と読み替えるものとする．

　　　第6章　単位及び課程修了の認定

　（単位の認定）

第11条　単位修得の認定は，試験又は研究報告による．

2　試験又は研究報告の成績により合格した者には所定の単位を与える“

3　試験及び成績の評緬については，研究科規則の定めるところによる。

　（課程修了の要件及び認定）

第12条　修士課程修了の要件は，第7条に規定する年限以上在学し，第1⑪条に規定

　する所定の単位を修得し，かつ，必要な研究指導を受けた上，学位論文の審査並

　びに最終試験に合格しなけれぽならない。

2　課程修了の認定は，研究科委員会（以下r委員会」という。）が行う。

3　学位論文の審査及び最終試験については，別に定める。

　　　第7章　学位及び教員免許状

　（学位の授与）

第13条　修士課程を修了した者には，茨城大学学位規則の定めるところにより次の

　学位を授与する。

2　学位に関する規財は，別に定める。

　（教員免許状）
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第ts条の2　教員の免許状授与の所要資格を取得しようとする者は，教育職員免許

　法（昭和24年法律ag　k7号）及び教育職員免許法施行規則（昭和29年文部省令第

　26号）に定める所要の単位を修得しなければならない。

2　研究科の専攻において取得できる教員の免許状の種類及び免許教科については

　別に定める嚢

　　　第8章　入学，退学，転学，留学及び休学

　　（入学の時期）

第14条　入学の時期は，本学学則第9条の規定を準用する，，

　（入学資格）

第妬条　修士課程に入学することのできる者は，次の各号の一に該当する者とす

　るas

　〈X＞大学を卒業した者

　②　外国において学校教育における蜀年の課程を修了した者

　紛　文部大臣の指定した者

　（入学志願）

第X6条　入学を志願する老は，所定の書類に国立の学校における授業料その他の費

　用に関する省令（昭和3礁年文部省令第9号、，以下「省令」とい％）の定めるとこ

　ろによる検定料を添えて指定の期日までに研究科に挺出しなけれぽならない．

2　既納の検定料はいかなる事情があっても返付しない，，

　（入学者の選考）

第X7条　入学志願者について選考の5え委員会の議を経て入学を許可する予定者

　（以下r入学予定者」という。）を定める．

2　入学者選考に関する規貝鷲は，別に定める。

　（入学の手続）

第18条　入学予定者は所定の書類に省令の定めるところによる入学科を添えて詣定

　の期日までに研究科に提出しなけれぽならない．

2　前項の規定にかかわらず特別な理由により，入学料の納付が困難であると認め

　られる者に対しては，溺に定めるところにより，入学料を免除することができ

　る＃

3　入学料の免除を申請した者については，免除の許可又は不許可が決定するまで

　の問，第1項の規定にかかわらず，入学料の徴収を猶予する．

4　第2項の規定により入学料の免除を申請した者のうち，入学料の免除が不許可

　となつた者又は半額免除が許可された者は，納付すべぎ入学料を指定の期ffまで

　に納付しなけれぽならない．

5　既納の入学料は，いかなる事情があっても返付しない。

　（入学の許可）

第re条　前条第1項及び同条第2項に規定する入学手続を完了した入学予定者につ

596



附 録

　いて入学を許可する。

　（転入学及び再入学）

第20条

　入学及び再入学を許可することがある。

　（1＞他の大学院から転入学を志願する者

　②　大学院を退学した碧で再入学を志願する者

2

　算については，本学学則第16条第2項の規定を準用する，，

3　前4条の規定は，転入学及び再入学の場合に準用する。

　（転専攻）

第瓢条　転専攻を志願する者があるときは，欠員のある場合に限り，

　員会の議を経て許可することがある。

　（退学，転学，留学，休学及び復学）

第22条　退学，転学，留学，休学及び復学については，本学学灘第X7条，

　第19条｝第20条の2，

次の各号の一貯こ該当する者は，欠員のある場合に限り委員会の議を経て転

前項の規定により転入学及び再入学を許可した者の履修単位及び在学期間の通

選考の上，委

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第18条，

　　　　　　　　　　　第21条及び第22条の規定を準用する。この場合において，

　本学学則第20条の2第2項中「第5条」とあるのはr大学院学則第8条」と，同

　条第3項において準用する第27条の2第2項中「30単位」とあるのぱr鐙単位」

　とそれぞれ読み替えるものとする。

　（聴講生，特別聴講学生，委託生，研究生及び外国人学生）

第23条　大学院の聴講生，特別聴講学生，委託生，研究生及び外国人学生につい

　ては，本学学則第38条第me項（聴講生），第38条の2第1項（特別聴講学生），第39

　条第11”項（委託生），第39条の2第1項（研究生），第4e条第1項，第2項（外国人

　学生）及び第as条（検定料等）の規定を準用する。

2　聴講生，委託生，研究生及び外国人学生に関する規剣は，別に定める。

3　特別聴講学生に関する規舞1は，学長の承認を受けて，当該研究科において別に

　定める。

　　　第9章　授業料

　（授業料）

第24条　授業料の額は省令の定めるところによる額とし，徴収方法。微収猶予並び

　に免除については，本学学則第31条から第35条までの規定を準用する。

　　　第1⑪章　賞罰

　（表彰及び懲戒）

笙25条　表彰及び懲戒は，本学学則第36条及び第37条の規定を準用する．

　　　第11章　雑則

　（準用規定）

第£6条　大学院学生については，この学剣に定めるものを除くほか本学学則の学生

　に関する規定を準用する。
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　（読替）

第2ア条　本学学躍をこの学刷に準用する場合は，　r大学」をr大学院」にY学部」

　をr研究科」に「学部長」を「研究科長」に「教授会」をザ研究科委員会」にそ

　れぞれ読み替えるものとする．

　　　附　則

　この学期は，昭和43年δ月1臼から施行し，昭和43年4月1日から適用する。

　　　附　則

　この学則は，昭和騒年4月9日から施行する。

　　　附　則

　この学則は，昭和45年4月1日から施行する。

　　　附　則

　この学期は，昭和46年4月1日から施行する、，

　　　附　則

ll　この学則は，昭和47年5月1日から施行し，昭和av年4月Xffから適用する。

2　昭和46年度以前に入学した学生に係る授業料の額は第24条の規定にかかわら

　ず，なお従前の例による。

3　この学則施行の日以後において，転入学又は再入学した学生に係る授業料の額

　は，第24条の規定にかかわらず当該者の属する年次の在学者に係る額と同額とす

　るe

4　昭和蔀年度において入学した学生から徴収する同年度に係る授業料の額ぱ，第

24条の規定にかかわらず，次の表に定める前期及び後期の額を合せた額とし，当

該前期又は後期の額を前期又は後期において徴収するものとする。

　

＄　昭和蘇年蜜において入学を許可される学生に係る入学料の額は，第18条の規定

　にかかわらず，なお従前の例による。

6　昭和ay年度の入学，転入学及び再入学に係る検定料の額は，第16条の規定にか

かわらず，なお従前の例による。

　　　附　則

　この学則は，昭和幹年鴛月21日から施行し，昭和貯年婆月1ffから適用する。

　　　附　則

　この学則は，昭和48年5月10日から施行し，昭和48年4月1欝から適用する。

　　　附　則

　この学劉は，昭和49年4月⑱日から施行し，昭和49年4月1縫から適用する鞭

　　　附　貝彗　　　　　　　’

X　この学則は，昭和50年4月％目から施行し，昭和5⑪年4月1日から適用する、，
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2　昭和50年度の入学，転入学及び再入学に係る検定料の額は，第16条の規定にか

　かわらず，なお従前の例による。

　　　附　測

　この学鯉は，昭和駄年篠月15韓から施行し，昭和駄年4月1日から適用する，，

　　　附　則

　この学刷は，昭和52年5月19日から施行し，昭和52年4月1ffから適用する鞭

　　　附　則

　この学則は，昭和53年4月20日から施行し，昭聯欝3年壌月1日から遮用する，，

　　　附　則

　この学則は，昭卸53年U月ユ6日から施行する。

　　　附　則

　この学則は，昭和54年4月19欝から施行し，昭和54年4月1日から適用する，，

　　　附　則

　この学則ぱ，昭和54年9月20日から施行する。

参考

　検定料，入学料及び授業料

区分検定糾入学料

大学院学生 1⑪，ooo円 60，00⑪円

授 業 料

年額

　前期分

　褒期分

　月翻分納額

x4，⑪⑪⑪円

72，⑪⑪⑪円

72，⑪⑪⑪円

12，⑪⑪o円

転学及び再入学の場合

　当該者の属する年次の在学者に

　係る額と同額

（備考）

　1　検定料ぱ，

　2　入学料は，

　3　授業料は，

昭和53年度入学に係る者から適用する。

昭和53年度入学者から適用する。

昭撫53年度纂1学年入学者から適用する。
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貯1茨械大学工藁短期大学部学潮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欄禰年4鴨）

　　　第1章　総剛

　（目的）

第1条　茨城大学工業短期大学部（以下r本短期大学部」という。）は，夜間の大学

　として，工業に関する実際的な大学教育を施し，教養ある有為な工業人を育成

　し，もって地域社会の文化の向上及び産業の発展に寄与することを目的とする。

　（学科及び学生定員）

第2条　本短期大学部に，次の学科を置く．

　　機械工学科

　　電気工学科

　　電子1学科

　　工業化学科

2　学生定員ぱ，次の表の通りとする，、

　　学科刷入学韻緯韻
機撫学科｛

電気工学科

電子x学州

工業化学科

　　計

（附属図書館）

eexl

4⑪各

4⑪名

4磯

va⑪名

総定員

120名

120名

12⑪名

鷲⑪名

娼o名

第3条　本短期大学部に，附属図書館を置く、，

xe　附属図書館は，茨城大学附属図書館工学部分鑓を共用する蓼

　（事務部）

第4条　本短期大学部に，事務部を躍く、，

2　事務部に関する規珊は，別に定める．

　（職員）

第5条　本短期大学部に，次の職員を麗く、、

　　学　　　長

　　主　　　事

　　教　　　授

　　助　教　授
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　　講　　　師

　　助　　　手

　　事務職員
　（学長）

第6条　学長は，茨城大学長をもって充てる，，

2　学長は，校務をつかさどり，所属職員を統督する，，

　（主事）

第7条　主事は，本短期大学部専任の教授をもって充てる，、

2　主事は，学長の職務を助け，校務を整理する，，

　（教授会）

第8条　本短期大学部に，重要事項を審議するため，教授会を置く．

2　教授会は，専任の教授をもって組織する。ただし，助教授，その他の職員を加

　えることができる．

3　教授会に関する規則は，別に定める，、

　（修業年限）

第9条　本短期大学部の修業年限は，3年とする。

　（在学期間）

第1⑪条　在学期間は，修業年限の2倍の年数を超えることはできない，，

　（学年）

第U条　学年は，4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

　（学期）

第鴛条　学年を分けて次の2学期とする。

　　前学期　　4月1日から9月30Hまで
　　後学期　　沁月k日から翌年3月綴日まで

　（休業日）

第13条休業臼は，次のとおりとする．ただし，特別の必要がある場合は変更する

　ことができる。

　　日曜日

　　国民の祝日に関する法律（昭和23年法律第su8号）に規定する休tt

　　本短期大学部創立記念日　　7月1臓

　　春季休業　　3月1日から3月31臼まで

　　夏季休業　　7月16日から8月31日まで

　　冬季休業　　12月20日から翌年1月14日まで

2　臨時の休業日については，その都度学長が定める、

　　　第2章　入学，転学及び転学科

　（入学の時期）

第14条　入学の時期は，学年の始めとする。ただし，転入学，再入学については，
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　毎学期の始めとする。

　（入学の資格）

第15条　本短期大学部に入学することのできる者は，次の各号の一に該当するもの

　とする、、

　④　高等学校を卒業した者

　⑧　通常の課程によるmescの学校教育を修了した者

　劔　外国において，学校教育における鴛年の課程を終了した者又はこれに準ずる

　　者で文部大臣の指定したもの

　（4）文部大臣の指定した者

　⑤　大学入学資格検定規程（昭和26年文部省令第13号）により文部大臣の行う大

　　学入学資格検定に合格した者

　（入学志願）

第X6条　本短期大学部に入学を志願する者は，所定の書類にr圏立の学校における

　授業料その他の費用に関する省令」　（昭和3el　sc文部省令第9号、，以下「省令』と

　いう。）の定めるところによる検定料を添えて指定の期日までに提出しなければな

　らない。

2　既納の検定料は，いかなる事庸があっても返付しない、、

　（入学者の選考）

第17条　前条の入学志願者については選考を行う．

2　選考に関する規測は，別に定める。

　（入学手続）

第18条　前条の選考の結果に基づき合格の通知を受けた者は，所定の書類に省令の

　定めるところによる入学料を添えて指定の期日までに提出しなければならない．

2　前項の規定にかかわらず，特別な事情により，入学料の納付が著しく困難であ

　ると認められる者に澱しては，別に定めるところにより，入学料を免除すること

　ができる．

3　前項の規定によil入学料の免除を申請した者については，免除の許可又は不許

　可が決定するまでの問，第1項の規定にかかわらず，入学料の徴収を猶予する。

4　第2項の規定により入学料の免除を申請した者のうち，入学料の免除が不許可

　となった者，又は半額免除が許可された者は，納付すべき入学料を指定の期日ま

　でに納付しなければならない、

5　號納の入学料は，いかなる事情があっても返付しない．

　（入学許可）

第19条　学長は，前条に規定する入学手続きを完了した者について，入学を許可す

　るe

　（準用規定）

第20条　前4条の規定は，編入学，転入学及び再入学の場合に準用する，，

602



附 録

　（編入学）

第瓢条　本短期大学部に編入学を志願する者があるときは，欠員のある場合に限

　り，選考の上，2年次以上の相当年次に編入学を許可することがある．

2　編入学に関する規劉は，鴉に定める。

　（転入学）

第22条　他の短期大学の学生で，当該短期大学の学長の承認を受けて，本短期大学

　部の同種の学科に転入学を志願する者があるときは，欠員のある場合に限り，選

　考の上，2年次以上の相当年次に転入学を許可することがある，、

2　転入学に関する規員珪は，別に定める．

　（再入学）

第23条　本短期大学部を卒業又は中途退学した者で，再入学を志願する者があると

　きは，選考の上，相当年次に再入学を許可することがある、

2　再入学に関する規則は，別に定める．

　（転学科）

第M条　本短期大学部の学生で，転学科を憲願する者があるときは，欠員のある場

　合に限り，選考の上，2年次に転学科を許可することがある．

2　転学科に関する規刷は，別に定める。

　（転学）

第25条　本短期大学部の学生で，他の短期大学に転学しようとする者は，学長に願

　い出て許可を受けなけれぽならない．

　　　第3章　体学，復学及び退学

　（休学）

第26条　疾病その他の理由により，引続き2ヵ月以上修学できない者は，許可を得

　て，休学することができる、

2　疾病のため，修学することが適当でないと認める者については，休学を命ずる

　ことがある．

　（休学期間）

第er条　休学期間は，1年以内とする。ただし，特別の理由により，更に期間の延

　長を必要とする者については，1年を限度として許可することがある、、

2　休学期問は，通算して3年を超えることができない。

3　休学期間は，第10条に規定する在学期間に算入しない．

　（復学）

第28条　休学期間中にその理由が消滅したときは，許可を得て復学することができ

　る。

xe第＃6条第黛項の規定により休学を命ぜられた者で，その理由が消滅したと認め

　るときは，復学を命ずる．

　（退学）
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第29条　疾病，その他やむを得ない事情により，退学しようとする者は，学長に願

　い出て許可を受けなければならない，、

　（大学が命ずる退学等）

第30条　次の各号の一蔚こ該当する者は，教授会の議を経て学長が退学を命ずる，，

　ω　第1⑪条に規定する在学期間を超える者

　⑭　第27条第2項に規定する休学期問を超える者

　（3）疾病その他の理由により成業の見込みがないと認められる者

　（4）第18条第4項に規定する入学料を納付しない者

　㊨　授業鱗の納付を怠り，催告してもなお納付しない者

2　長期にわたり行方不明の者は除籍する。

　　　第4章　教育課程の履修方法及び卒業の認定

　（教育課程）

第31条　本短期大学部の教育課程は，一般教育課員，外隅語科目，保健体育科目及

　び専門教育科目とする，

2　前項に規定する授業科羅及び単位数は，別表第1のとおりとし，その履修方法

　は，別に定める．

　（単紘の計算方法）

第32条　各授業科目の単位の計算方法は，1単位の履修時間を教室内及び教室外を

　あわせて45時間とし，次の基準により謙算するものとする。

　ω　講義については，蔦時閥をもって1単住とする。ただし，外国語科日の講義

　　については，30時問をもって1単位とする、，

　②演習については，3⑪時問をもって1単位とする．

　㈹　実験実習，製図及び体育実技については，菊時間をもって1単位とする．

　（単位の授与）

第33条　授業科ffを履修した者に対しては，試験の上，合格した者に所定の単位を

　与える．

2　試験に関する規期は，別に定める．

　（成績の評価）

第34条　授業科日の試験の成績は，優，良，可及び不可の4種の評語をもって表わ

　し，優，良，可を合格とする，，

　（卒業の認定）

第35条　第9条に規定する修業年限以上在学し，かつ，本短期大学部の定める基準

　を満たした者については，教授会の議を経て学長が卒業を認定する．

2　学長は，卒業を認定した者に対して卒業証書を授与する。

3　第1項に規定する基準は，別表第2のとおりとする，，

　　　第5章　授業料

　（授業料の額及び納入方法）
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第36条授業料は，省令の定めるところによる額とし，次の2期に分けて納付する

　ものとする、，

　　前期（4月1日から9月30日まで）

　　　納期　　4月3⑪日まで

　　後期（1⑪月1日から翌年3月31日まで）

　　　納期　10月31日まで

2　既納の授業料は，いかなる事構があっても返付しない。

　（授業料の分納及び徴収猶予）

第37条　特別の理由のある者については，別に定めるところにより，授業料の月割

　分納又は鍛収猶予を許可することがある．

　（授業料の免除）

第38条　経済的理由により授業料の納付が著しく困難であり，かつ，学業優秀と認

　められる者については別に定めるところにより，その期の授業料を免除すること

　ができる。

第39条　次の各号の一瞠こ該当する場合は，それぞれの額の授業料を免除することが

　できる。

　ω　行方不明により除籍した場合　未納の授業料の全額

　②　授業料の未納により退学を命じた場合　未納の授業料の全額

　㈹　授業料の徴収猶予を許可している者に対し退学を許可した場合

　　より退学の翌月以降に納付すべき授業料の全額

第40条　休学を許可され，又は命ぜられた者に対しては，

月割計算に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　月割計算により休学当月

　の翌月（休学の開始が月の当初にある場合は休学当月）から復学当月の前月まで

　の授業料の全額を免除する．

2　前項に鏡定する授業料の免除の取扱いについては，別に定める。

　　　第6章　聴講生，委託生及び外国人学生

　（聴講生）

第41条　高等学校を卒業した者，又はこれと同等以上の学力を有すると認められる

　者で，本短期大学部所定の授業科昌中，1科目又は数科昌を選んで聴講を志願す

　る者があるときは，授業及び研究に妨げのない限り選考の上，聴講生として入学

　を許可することがある。

2　聴講生に関する規劉は，別に定める．

　（委託生）

第42条　公共の機関又は団体等から，6ヵ月以上を在学期問として，その所属職員

　につき本短期大学部に委託を願い出たときは，授業及び研究に妨げのない限り，

　選考の上，委託生として入学を許可することがある．

2　委託生に関する規期は，別に定める、

　（外国人学生）
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第43条　外国人で，本短期大学部に入学を志願する者は，別に定めるところによ

　り，選考の上，入学を許可することがある，，

2　外国人学生は，定員外とする．

3　外國人学生に関する規則は，別に定める．

　（検定料等）

第嘱条　聴講生及び委託生の検定料及び入学料並びに授業料は，別に定めるところ

　による。

　（諸規則の準用）

第菊条　聴講生，委託生及び外国入学生に対しては，溺段の定めある者を除くほ

　か，この学期中，学生に関する規則を準用する．

　　　第7章　厚生，補導

　（厚生，補轟）

第46条　この学則に定めるもののほか，学生の厚生，補導に関する必要な規則は，

　別に定める。

　　　第8章賞罰
　（表彰）

eg47条　学生として，表彰に値する行為があった者は，教授会の議を経て学長が表

　彰する．

　（懲戒）

第48条　本短期大学部の規則に違反し，又は学生としての本分に反する行為をした

　者は，教授会の議を経て学長が懲戒する。

2　懲戒は，退学，停学及び調告とする。

3　前項に規定する退学は，次の各号の一に該当する者に射して行う．

　（k＞性行不良で改善の見込みがない者

　②　学業をおこたり，成業の見込みがない者

　③　正当な理由がなくて出庸常でない者

　㊥　本短期大学部の秩序を乱し，その他学生としての本分に著しく反した者

　　　附　剛

1　この学剣は，昭和52年礁月瓢日から施行し，昭和駿年魂月1ffから適用する．

2　茨城大学工業短期大学部学則（昭和31年4月1日鯛定）は，廃止する。

3　昭和48年度以前の入学者の卒業に要する最低修得単位数ぱ，なお，従前の例に

　よる。

　　　附　期

　この学劉は，昭和54年me月2⑪日から施行する，、
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別表第1（第3X条第2項関係）

授業科欝及び単位数

　　機械工学科

般

教

育

科

目

授

入文

益会

自然

外国語科目

保健体育科
鼠

単　　　位 数

業　　　科 圏

必　　　修　選 択

歴 史｛
④

心　　　　　　理 学 ④

社　　　　　会 学 ④　｛

経　　　　　済 判 ④

数 学 1 1④　1
数 学 驚1 ④　1

物　　　　理 学 一 ④

英 語 1 1②　｝
英 語 ∬1 ②　｛

独　　　　　　乙 副 ②　1

体　　　育　　　講 到 1｛
体　　　育　　　実 技1 ・1
現　　代　　物　　理 判 2

機　　　　　構 学1 1 2

機　　械　　工　　作 法 尋1
機　　械　　製　　図 法 4

機　械　工　学　実 習 1 1 1

機械Xl学実習”ix｛
情　報　姻　理　概　論 2

情報処理概論演制 1

工業数学刈 2
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附　録

専 塑　理　学叫 2

鐙械　設　絹41
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

庵気：x：学実験Pt　1｛

門

電気工学実験礪　1

贔質　管　副　｝2
工　業　数　学1　　2
工　業　数．．学瑚　　12
回　　路　　論斑 2

電気機器項2｛
電気機器絹2

教

育

送　　配　　電　　工　　学　1 ｛2
送配電工学絹 2

情報処理概論演制　　｛1
電　子　回　路覇　　12

電　気　材　料絹　　12
物　理　学絹　12
高電圧x剃

鷺

科

電気工学実験哨la．1
電気工学実験vlxl

発変電工学月2｛
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附　　錬

騒

発変電工学司21
蔽瀬及び畿撮管刻　21
電機設計法il 12
電機設計法絹　　12
工　作　機　副　　14
電気工学大　意　　　1　魂　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　黍

設　計　製　図一　驚1
水力学及び水力機副　嬢｛

熱力学及び熱機劇　41
工　業　数　学副　　1黛
工　　　業　　　数　　　学　w　　　　　　　　　黛

実　験　工　判　　　　魂
生　産　工　劇　　1黛
工　業　材　料　馴　　1繧
自動　車　工　学｛　　1黛
設　計　製　即　　黛1
機械工学実酬　2｝

電気工学科

般

教

育

科

目

授

人文

社会

単　　　位　　　数
業 科 目

必　修隷　択
歴 史 ④

心 理 学1 ④　1

社 会 判 ④　｛

経 済 学1 ④　1

数 学 1 1④　1
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鮒　録

自然

外国語科昌

保健体育科
欝

専

門

教

育

科

欝

数 学絹④1
物　理　学xl④1
英 語刈②
英 讃1②｛
独　乙　訓②1
体　育　講　義　1

電気工学実脚lxl
電　気　製　図　法　　2
電　気　磁　気　学　xl　2

電気磁気学司2
回　路　論1　21

回　　　

路　　論xx　1　2　1

電気計測学刈2
電気計測学蔵 2｛
電気工学演割　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　

情報処理概諭1 2

電　　子　　回　　路　工1 2

電　力　応　用1 12
電　力　応　用戴 i2
綱　御　工　学一 2

福 御　　　工　　　学　ll 12nc　業　数　学副 2

工　業　数　学w 2
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附　　録

電子コニ学科

単　　　位　　　数
授　　　　業　　　科　　　　霞

必　　　修　選　　　択

人　文
睡　　　　　史｛④
心　　理　　学1④

祉　会
祉　　会　　学1④　｝

一

経　　　　　済　　　　　学1　　④　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛

数　　　　学ll④　1
自　然 数　　　　学∬1④

物　　　　理　　　　学　1　　　④

英　　　　語ll②　1
外国語科羅 英　　　　語覇　②　1

独　　乙　　副　②　1
保健体育科
目

体　　　育　　　講　　　義　　　1

体　育　実　技111
電気磁気学一　黛1
電気磁気学叫　驚　
回　　　　路　　　　論　1　　　2

回　　路　　論瑚　2
電気計測学刈　2

専 電　　気　　計　　灘　　学　H　l　　£　　1

電気基礎演習｛・
機　械　製　図　法　驚　1

電　子　管　工　判　　1鷺
機械工学大意一　　｛慧
電気磁気学特副　黛｛

α1



附　録
門

教

育

電　子　回　路xl　21
電　子　回　路増　2

固体電子工学一21
闘体電子工学司21
電気材料一 ｛2
x　業　数　学一　2i

工業数学司 12
電子x学実験glxl
電子工学実験u　1
回　路　論畢　12
電　波　法　規｛ 12
電気材料司 12
電　　気　　機　　器　　大　　意 ｝2
物　　　　　理　　　　　　学　ur 12
機械工学大意叫 2

電　子　回　路皿
驚

電子設計製図渕21
科

目

1電子工学実験酬・1
電子工学実験酬11
通儒機器冒 2

通　信　機　器絹 12
電波伝送判 ｝2
制　御　工　学刈 2

翻御工学糾 12
電子計算劇 12
惰報処理概詞 ｝xe
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情報処理概論演釧 1

工業数学叫 2

x業数学・1 2

品　質　管　理 2

工業化学科

授　業　科　　目
単　位　数

必　修選　択

般

教

育

科

目

人文
歴 刻④
心 理 判④

社会
社 会 学④1

、経 済 学1④

自然

数 学刈④1
数 学　as　　　　④

物 理 学1　　④
湛 語層②1

、外国語科目

保健体育科
目

専

英 語瑚②｛
独 乙 語　②
体　育　講　義lx
体　育　実　技｛1
無　機　化　学14
分　析　化　学　4

1分　析　化　学　実　験　X　　1

情報処理概副 2
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門

教

育

科

目

化　学　演　翻　　1・
無機工業化学一　41
無機工業化学硝　驚1
有機工業化学一　4　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　餐

有機工業化学沼　21
化　学　工　判　41
分析化学実験司　1
工業化学実験一　裏　1
環境工学概副　　　｝驚
情報処理概論演割　　11
工　業　数　学パ　　　　黛
工　業　数　学司　　1黛
物　　理　　学叫　　｝2
機械工学大意月　　　1　鷺
機械工学大意絹　　　2
有機工業化学叫　驚1
有機工業化学絹　　1驚
工業化学実験一　驚　1
工業化学実験副　慧　｝
工　業　数　学叫　　1黛
工　業　数　学醜　　1驚
生　産　工　学l　　l黛
工　業　材　料　学　　　　1　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ

電気工学大創　　　1畦
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別表第2 （第35条第3項関係）

　　　　　　　卒業に要する最低修得単位数

㌔

　区　分
科別 隣械工学科陣気工学科 電子工学科 工業化学科

徽人文分馴 難1 蝉位｛ 4単位 魂単紘

薙会分囲 91 4　ノノ 4バ 鰻　91

糊自然分到 8〃 1 8〃1 8州 8　タタ

外国語科則 4　〃 4　〃 護〃 叛　｝9

保健体育科目1 2　〃 2　〃 2〃 2　19

轄必修科則 31〃 33〃 33浮 1 蟻
　1！

門科｝教目鐸択科目
19〃 17〃

・7〃1 9　〃

合　　　　　計 72〃 1 72　〃 7卸｛ η　ノノ

参　考

　検定料，入学料及び授業料

区分検定測入学測　授 業 料

短期大学部

学生（転学．

編入学及び

再入学を含
む。）

9，⑪G⑪円 4⑪，e⑪o円

年額

　前期分

　後期分

　月割分納額

7偽⑪⑪o円

36，⑪⑪⑪円

36，⑪oo円

6，⑪⑪⑪円

（備考）

　1　検定料は，昭和55年度入学に係る者から適用する．

　2　入学料は，昭和54年度入学者から適用する。

　3　授業料は，昭和53年度第1学年入学者から適用する。
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附 録

〈8）茨城火学評議会規鋼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒和28年6舩是）

第1条　本学に，国立大学の評議会に関する暫定措置を定める規剛第1条第1項の

　規定に基づき，茨城大学評議会（以下「評議会」という。）を置く、，

第2条評議会は，次の各号に掲げる評議員をもって組織する、、

　ω　学長

　②　各学部長

　㈹　教養部長

　〈4）各学部及び教養部ごとに教授2名

　⑤　附属図書館長

　⑥　短期大学部主事の職にある教授

2　前項第4号の評議員はそれぞれの教授会において選出する、，

第3条教授であることによって評議員となった者が教授の地位を失った場含及

　び特定の職にあることによって評議員となった者がその職を失った場合には，当

　然評議員の職を退き、当該評議員に欠員を生じた場会に凝たに任命された者は，

　補欠の評議員となる。

ag　4条　教授であることによって評議員となった者の任期は露年とする．但し，再

　任を妨げない。

2　前条に規定する補欠の評議員の任期は，前任者の残余の期間とする．

3　評議員の任期が満了した場合においても新たに評議員が任命されるまでは，第

　1項の規定にかかわらず引続きその職務を行なう。

第5条　評議会は，学長の諮問に応じて次の各号に掲げる事項を審議する、、

　ω　学期その他重要な規灘の制定改廃に関する事項

　⑫〉予算概算の方針に関する事項

　③　学部，教養部，学科及びその飽重要な施設の設置廃止に関する事項

　④　教官の人事の基準に関する事項

　㈲　学生定員に関する事項

　⑥　学生の厚生，補滋及びその身分に関する重要事項

　①　学部その他の機関の連絡調整に関する事碩

　⑧　その他大学の運営に関する重要事項

2　評議会は，前項に掲げる事項のほか，教育公務員特例法の規定によウその権限

　に属せしめられた事項を取り扱う．

ag　6条　学長は，評議会の会議を招集し，その議長となる、、

第7条　議長は，必要があると認めるときは評議会の承認を得て評議員以外の者を

　臨時に評議会に出庸させることができる．

ag　8条　評議会に関する事務は，事務局庶務課において処理する，、

616



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附　　　録

第9条　この規則によるもののほか評議会の運営について必要な事項は，評議会の

　議を経て学長が別に定める．

　　　附　期

1　この規期は，公布の日より施行し，昭和28年5月28日より適用する，，

2　茨城大学評議会規程（昭和24年10月20日擬定）は廃止する。

　　　附　則

　この規則の改正は，昭和34年4月1日から施行する．

　　　附　期

　この規則は，昭和42年6月k日から施行する。

　　　附　則

　この規剛は，昭和45年7月1日から施行する，，

　　⑨　茨城大学協議金規躍

第1条　本学に教育公務員特例法の規定に基づぎ茨城大学協議会（以下「協議会」

　という。）を置く．

第2条　協議会は，茨城大学評議会規則第2条第1項に掲げる評議員である者を協

　議員として組織する、、

第3条　協議会は，教育公務員特例法に規定された事項について審議する，，

2　蕩議会の審議事項は，招集の際これを提示する，，ただし，緊急を要するときは

　この限りでないe

第4条　学長は，協議会を招集し，その議長となるe

第5条　学長が事故あるときは，予め学長が指名した学部長が議長の職務を代行す

　る、、ただし，学長の一身上のことを議する場合は協議員の互選により議長を定め

　る。

第6条　協議会は，協議員の3分の2以上の出席がなけれぽ議事を開くことができ

　ない。

第7条　議決は，出席協議員の過半数による．

　可否同数のときは議長がこれを決する。

第8条　事務局長は，学長の命をうけて協議会の事務を総括する，、

2　協議会に関する事務は，事務局庶務課において処理する、、

　　　附　劉

　この規劉は，昭和28年6月18日からこれを施行する。

　　　附　則

　この規劉は，昭和42年6月1欝から施行する，，
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附 録

（10）茨城大学補導委翼会規麟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　儒穂年9肺是）

第1条　本学に茨城大学補導委員会を置く、、

2　補導委員会は，中央補導委員会及び学部補導委員会（教養部を含む．以下同
　じ。）とする，，

第2条　中央補導委員会は，学長の諮問に応じ，学生の厚生補導に関する重要事項

　を審議し，あわせて各学部間の連絡調整をはかるものとする，、

第3条　中央補導委員会は，学長の委嘱する次の委員をもって組織し，その任期は

　1年とする．ただし，再任を妨げない，，

　〈X）各学蔀補導委員のうちから推薦されたもの　各2名

　②　学生部長

第4条　中央補導委員会の委員長は，学生部長をもってこれに充てる．

第5条　委員長は，必要に応じて会議を招集し，その議長となる，，ただし，委員長

　事故あるときは，委員長の指名した委員が，その職務を代行する，，

第6条　申央補導委員会は，委員の過半数が出庸しなければ，会議を開くことがで

　きない。

2　議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数の場合は，議長がこれを決

　する。

第7条　申央補導委員会において必要あるときは，委員以外の教職員の出席を求め

　て意見をきくことができる、、

第8条　委員長は，中央補導委員会における審議の結果を学長に答申し，関係部局

　長に報告する。

第9条　申央補導委員会に幹事2名をおき，学生課長及び厚生課長をこれに充てる．

第鐙条　申央補導委員会の事務は，学生部学生課が担当する、，

第XX条　学部補導委員会は，学部長（教養部長を含む、、以下同じ。）の諮問に応じ，

　当該学部学生の厚生補導に関する事頂について審議し，あわせて学生の補導にあ

　たる、、

第12条　学部補導委員は，当該学部教員のうちから学部長が委嘱する、、

第13条　学部補導委員会の規則は，この規則に定めるもののほかは，各学部におい

　て定めるものとする。

　　　附　剛

1　この規則は，昭和30年9月15日から施行し，昭和30年9月1日から適用する，、

2　昭和26年m⑪月18日劇定の茨城大学補導協議会規定は，昭和3⑪年8月3X日限りこ

　れを廃止する、、

　　　附　灘

　この規期は，昭和48年5月29日から施行し，昭和48年1月1日から適用する。
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（麗）茨域大学傘央教務委員会規期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欄和52年8月1是）

　（設置）

第1条　本学に茨城大学中央教務委員会（以下「委員会」という。）を置く，，

　（藏的）

第2条　委員会は，学長の諮問に応じ，本学の教務に関する重要事項を審議し，各

　学部及び教養部（工業短期大学部を含む。）間の連絡調整を図ることを鼠的とす

　る＃

　（組織）

第3条　委員会は，次の各号に規定する者をもって組織し，学長が委嘱する．

　ω　各学部及び教養部の教務委員会（工業短期大学部にあっては，学生委員会）

　　委員のうちから推薦された者各2名

　⑫　学生部長

2　前項第1号に規定する委員の任期は，1年とする，，

　　ただし，再任を妨げない。なお，欠員を生じた場合の補欠委員の任期は，前任

　者の残任期間とする。

　（委員長）

第4条　委員会に委員長を置く．委員長の選出は，前条第1項第9号に規定する委

　員の互選による．

2　委員長は，委員会を招集し，その議長となる．ただし，委員長に事故があると

　きは，委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代行する．

　（委員会の成立及び議決）

第5条　委員会は，委員の3分の2以上の出席をもって成立する、

2　委員会の議事は，出席委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長の

　決するところによる。

　（委員以外の者の出席）

第6条　委員会において必要があるときは，委員以外の者の出席を求めて意見を聞

　くことができる。

第7条　次の各号に規定する者は，必要に応じ，委員長の了承を得て委員会に出庸

　することができる。

　ω　庶務部長，経理部長，学生部次長，各課長及び入学主幹

　②　各学部，教養部及び工業短期大学部の事務長

　（答申）

第8条　委員長は，委員会における審議の結果を学長に答申する．

　（幹事）
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ng　9条　委員会に幹事を置き，庶務部長及び学生部次長をもって充てる、、

　（庶務）

eero条　委員会の庶務は，学生部において処理する，，

　　　附　則

　この規則は，昭和＄2年8月1日から施行する，，

　　　附　期

　この規則は，昭和54年4月19欝から施行し，昭和54年4月1日から適罵する，、

（12）茨城大学長選脅規躍

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　備穂糊24是）

　（趣旨）

第1条　学長の選考は，教育公務員特例法（昭和鍵年法律第1号）第4条の規定に

　基づぎ，茨城大学評議会（以下r評議会」という。）がこの規則により行なう．

　（選考の時期）

鎗驚条　評議会は，次の各号の1に該当する場合は学長鹸補者を選考する。

　（l！＞学長の任期が満了するとき

　②学長が辞任を申し出たとき

　（3）学長が欠員となったとき

2　学長候補者の選考は，前項第1号の場合は任期満了の日の30日前までに行な

　い・同項第2号及び第3号の場合は，辞任の申し出があったとき又は欠員となっ

　たときすみやかにこれを行なう、，

　（選考の方法）

第3条　学長候補者の選考は，選挙資格者の選挙により行なうものとする．

2　選挙は，第1次選挙及び第2次選挙とする．

　（学長候補適任者となるべき者の推せん）

第4条　各学部教授会及び教養部教授会は，大学の内外から学長候補適任者となる

　べき者2名以内を第2次選挙の日のss　ff前までに評議会に推せんするものとす

　る欝

2　評議会は，前項の規定により推せんされた学長候補適任者となるべき者の氏名

　を5⑪音順に列記し，調書を付してすみやかに各学部長又は教養部長を通じて選挙

　資格者に通知するものとする、

　（選挙期日及び選挙場の公示）

第5条　評議会は，第2次選挙の日の1⑪日前までに選挙期欝及び選挙場の公示を行

　なう。

　（選挙資格嚢）

第6条　選挙資格者は，選挙公示のffに環に本学専任の次の職にある者とする、、廻
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　し，休職中及び海外出張中の者は除く。

　ω　学長

　⑫　教授

　③　助教授

　〈4＞講師

　㊨　助手

2　選挙資格者が，選挙の日までに退職又は休職となった場合は，選挙資格を失

　う。

　（選挙の成立）

第7条　選挙は，選挙資格者総数の3分の2以上の投票をもって成立する、、

　（第1次選挙）

第8条　築1次選挙は，推せんされた学長候補適任者となるべき者が5名を超えた

　場合について選挙資格者の2名連記投票により行なう、，但し，代理投票は認めな

　い＃

2　前項の投票の結果得票多数の者5名を学長挨補適任者とする、，但し，末位に得

　票同数の者があるときは，これを加えて学長喉補適任者とする．

3　第1次選挙は，策2次選挙の7H前までに行なう。

4　評議会は，学長候補適任者の氏名を50音順に列記しすみやかに公示する，，

第9条　推せんされた学長候補適任者となるぺき者が5名以下の場合は，その者を

　もって学長候補適任者とする．

　（第2次選挙）

第kO条　第2次選挙は，学長候補適任者について選挙資格者の単記無記名投票によ

　り行なうe但し，代理投票は認めない＃

2　前項の投票の結果，有効投票の過半数を得た者を学長換補の当選者とする．

第11条　前条第1項の投票の結果，過半数の得票者がない場合は，得票多数の者2

　名（得票同数の者があるときは，これを加える。）について投票を行ない，有効投

　票の多数を得た者を学長候補の当選者とする．この場合において得票同数である

　ときは，再度投票を行なう．

2　再度投票の結果，なお得票同数であるときは，評議会で定める者を学長候補の

　当選者とする．

　〈学長候補者の決定）

第me条　評議会は，選挙の結果に基づき，学長躾補者を決定し，これを学長又はそ

　の代理者に報告する。

　（学長就任方の交渉）

第13条　評議会は，学長候補老に対し就任の交渉を行なうものとする，，

　（辞退による再選挙）

第14条　学長候補者が学長となることを辞退したときは，最短期間中に改めて第4
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　条以下の規定により選考を行なう。

　（管理）

第15条　学長候補者の選考事務は，評議会が管理する。

　（投票及び開票）

第16条　第1次選挙及び築2次選挙の投票並びに開票に立会人を置く．

　（任期）

第17条　学長の任期は4年とし，再任を妨げない、但し，引き続き6年を超えるこ

　とができない、

　（選挙規則等）

第18条　学長選考の実施に関し，必要な細則は，別に定める．

第ag条　この規剛の実施について，疑義を生じたときは、評議会が決定する、，

　　　附　則

1　この規則は，昭和33年tt月24日から施行する。

2　昭和28年β月貿日施行の茨城大学長選考規瑚は，この規劉の施行の日から廃止

　する，，

3　茨城大学工業短期大学部の専任の教授，渤教授，講師及び助手は，それぞれ茨

　城大学工学部の教授，助教授，講師及び助手に準ずるものとする、、

　　　附　則

　この規即は，昭和42年9月21日から施行し，昭和42年6月1Hから適用する．

　　　附　刷

1　この規則は，昭和42年11月16轟から施行し，次の学長選挙から適用する、但

　し，この場合において現学長が，再任されたときの任期は2年とし，再再任を認

　めない。

2　茨城大学養護教諭養成所の専任の教授，助教授，講師及び助手は，それぞれ茨

　城大学教育学部の教授，助教授，講師及び助手に準ずるものとする。

　　　附　則

　この規劉は，昭和44年10月9Nから施行する．

　　　附　則

　この規則は，昭和48年11月8ffから施行し，昭和48年10月1日から適用する，、
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（13）茨城大学教員の採爾並びに昇任の選脅に関する規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（賜和29年6月17是）

第1条　茨城大学教員の採撫及び昇任の選考は，教育公務員特例法第4条に基づき

　この規則により，当該学部教授会の議に基づき，学長が行なう。

ng　2条　教授の選考は，人格識見がすぐれ，次の各号の1に該当する者の中から行

　なう。

　（O　博士の学位（これと同等と認められる外国の学位を含む、、）を有し，教育及び

　　研究上の経験が10年以上ある者

　②　公刊された著書，論文，報告等により，博士の学位を有する者に匹敵する研

　　究上の業績があり，教育及び研究上の経験が10年以上ある者

　㈲　高等専門学校（これと同程度と認められる外国の学校を含む．）以上の学校に

　　おいて15年以上教員の経験があり，教授及び研究kの業績ある者

　④　音楽，美術，体育等の諸学科について，前3号の基準により選考することが

　　困難な場合は，学術技能に特に秀いで，教育に経験ある者

第3条　助教授の選考は，前条の規定に準じ，次の各号の1に該当する者の中から

　行なう．

　ω　博士の学位を有する者

　〈2＞公刊された著書，論文，報告等により，博士の学位を有する者に匹敵する研

　　究上の業績を有する者

　③　大学の助教授又は2年以上専任講師としての経験を有する者

　く4）大学の助手又はこれに準ずる職員として5年以上在職し，研究及び教授上の

　　能力があると認められる者

　紛　大学院において修士課程，又はこれと同等と認められる研究課程修了後，研

　　究及び教育上の経験2年以上ある老

　㈲　高等専門学校の教授として在職し，教授及び研究上の業績がある者又はその

　　能力があると認められた者

　⑦　高等専門学校において10年以上教員の経験があり，教授及び研究上の業績を

　　有する考

　㈲　担当学科に関連する権威ある硫究所，試験所，調査所，事業場等において，

　　大学卒業者にあっては5年以上，高等専門学校卒業者にあっては7年以上在職

　　し，研究上又は教育上の業績を有する者

　⑨　音楽，美術，体育等の諸学科については，技術に秀いで特に教授上若しくは

　　教育上の業績がある者

第4条講師の選考は，前2条の規定に準じて行なうものとする、但し，場合によ

　む所要の年限又は経歴を除いて考慮することができる。
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ng　＃条　この規期の実施について必要な細則は，当該学部教授会が定める。

　　　附　劉

1　この規躍は，昭和2S年6月17Hからこれを施行する。

2　規則第2条第3号の経験年数は，当分の間短縮して1⑪年以上とすることができ

　る＃

　　（14＞茨械大学教畏定隼規翔

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（覆稠㈱月働

第1条　教育公務員特例法第8条簗2項の規定に基づく本学教授，助教授及び講師

　（以下r教員」という。）の定年は，この規劉の定めるところによる．

第2条　教員の定年は，満65年とする。

第3条　教員は，定年に達した日の属する学年の宋H限り退職するものとする。

第4条　前2条の規定は，助手にこれを準用する。

　　　附　則

1　この規則は，昭和4⑪年鐙月鎌欝から施行する，，

2　茨城大学教授定年翻規則（昭和31年4月1fl施行）は，廃止する。

　　　附　劉

　この規則は，昭秘1年2月鴛鷺から施行する．

　　　附　翼薙

X　この規則は，昭和娼年3月2螂から施行する。

2　この規期第3条の規定の適用については，当分の間r学年の宋日限り」とある

　のは，r学年の宋日の翌日限り」と読みかえるものとする、、

　　（15）茨城大学事務総織規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鴇穂年9肋是）

　　　第1章　総則

　（目的）

第1条　この鏡則は，国立学校設置法施行規則（昭和39年文部省令第11号）及び国

　立大学及び国立短期大学の事務局等の部及び課に関する訓令（昭和42年文部省調

　令第20号）の規定に基づき，茨城大学（以下r本学」という。）の事務組織並びに

　所掌事務の範懸を定めることを欝的とする．

　（組織）

第2条　本学に事務局及び学生部を置き，本部と称する。

第3条　事務局に次の2部及び1課を置く、、

　　庶務部

　　経理部
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　　施設課

2　庶務部に次の2課を置くゆ

　　庶務課

　　人事課

3　経理部に次の2課を置くes

　　主計課

　　経理課

第3条のxe　学生部に次の2課を置く。

　　学生課

　　厚生課

2　学生部に入学主幹を置く。

第3条の3　事務局及び学生部の課並びに入学主幹の所掌事務を分掌するため，名

　課及び入学主幹にそれぞれ係を置く。

第4条　事務局に事務局長を，庶務部に庶務部長を，経理部に経理部長を置く。

2

3

4

5

6

第5条　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附属図書
　館及び農学部附属農場（以下「部局」とい％）に事務部を置く．

2　事務部の所掌事務を分掌するため，各事務部にそれぞれ係を置く。

第6条　各事務部に事務長を置き，必要がある場合は，事務長補佐を置くことがで

　きる。

2　各係に係長を置き，必要に応じ主任を置くことができる．

3　各係に係員を置く．

第7条　事務局長及び学生部長は，学長の監督の下にそれぞれ事務局の事務又は学

　生部の事務を掌理し，並びに第5条第1項に規定する事務部並びに1工業短期大学

　部の事務について総括し，及び調整する。

2

3

4

5

6

7

8

9

学生部に学生部長及び学生部次長を置く．

事務局及び学生部の各課に課長を置き，学生部に入学主幹を置く。

事務局及び学生部の各課に課長補佐を置くことができる。

各課に係長を置き，必要に応じ主任を置くことができる。

各係に係員を置く．

　　本学の入文学部，教育学部，理学部，工学部，農学部，教養部，

事務局の部長はそれぞれ上司の命を受け部の事務を処理する，、

学生都次長は，学生部長の職務を助け，学生部の事務を整理する。

課長は，それぞれ上司の命を受け，課の事務を処理する．

入学主幹は，上司の命を受け，所掌事務を処理する。

事務長は，それぞれ部局長の命を受け，事務部の事務を処理する。

課長補佐及び事務長補佐は，課長又は事務長を勘け，所掌事務を整理する，，

係長は，上司の命を受けて係の事務をつかさどる。

主任は，係長を助け係の専門事項をつかさどる。

625



附 録

XO　係員は，上司の命を受けて事務に従事する。

　　　築2章　事務分課

　　　　第1節　事務局

　（庶務課）

第8条　庶務課においては，次の事務をつかさどる．

　ω　大学の事務に関し，総括し及び事務調整すること，，

　②　機密に関することew

　⑪　税書事務に関すること。

　⑭　儀式及び諸行事に関すること，，

　㈲　評議会及び諸会議に関すること。

　〈6）学術団体との連絡に関すること。

　切　渉外及び広報に関すること。

　〈8）職員の出張に関すること。

　⑨　公印の保管に関すること。

　⑩　公文書類の発受及び整理保存に関すること。

　㊥　学則並びに諸規則の制定及び改廃に関すること．

　働教務（学生部の所掌に属するものを除く。〉に関すること。

　㈱学位に関すること。

　鋤　科学研究費（経理部の所掌に属するものを除く。）に関すること，，

　劒　内地研究員及び在外研究員等に関すること、

　⑯　調査統計及び諸報告に関すること．

　⑰　その他，他の部及び課の所掌に属しない事務を処理すること。

　（人事課）

第8条の2　人事課においては，次の事務をつかさどるe

　〈i＞職員の任免分限，懲戒及び服務等に関すること．

　⑫）職員の給与に関すること、

　③職員の定員に関すること．

　〈4）職員の研修及び勤務評定に関すること。

　㈲　退職者の恩給，退職手当及び共済組合の長期給付に関すること鈴

　⑥　職員の健康管理，福祉及び災害補償に関すること。

　①　栄典及び表彰に関すること。

　《8＞人事記録に関すること。

　⑨　職員団体に関すること。

　鱒　職員宿舎の居住者の選考に関すること。

　鋤　その他人事に関する事務を処理すること。

　　（主計課）

第9条　主計課においては，次の事務をつかさどる◎
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　〈1＞会計事務に関し，総括し及び連絡調整することe

　②　予算に関すること。

　㈲　債権管理の総括事務に関すること．

　（4＞物品管理の総括事務に関すること。

　⑤　会計の監査に関すること。

　㈲　支出負担行為の確認に関すること。

　⑦　国有財産に関すること．

　⑧　職員の宿舎に関すること．

　〈9）土地，建物の借入れに関すること．

　⑩　会計官吏の公印の保管に関すること．

　⑪　会計諸規則に関すること．

　（鱒　会計に関する渉外事務を処理すること。

　⑯　学内警備取締りに関すること。

　⑯　課の所掌事務の諸報告に関すること．

　⑯　その他会計事務で経理課の所掌に属しない事務を処理すること。

　（経理課）

第9条の2　経理課においては，次の事務をつかさどるas

　ω　収入，支出及び決算に関すること．

　②　歳入歳出外現金及び有価証券に関すること。

　（3）俵券の管理に関すること。

　（の　前渡資金に関すること。

　⑤　給与等の支給に関すること．

　⑧　所得税等に関すること。

　④投会保険等に関すること．

　⑱）物贔の管理に関すること。

　⑨　委任経理に関すること。

　⑩　科学研究費等の経理に関すること．

　㊥　計算証明に関すること，、

　㈱　共済組合に関すること，，

　⑯　課の所掌事務の諸報告に関すること．

　〈xelその他会計経理に関する事務を処理することtS

　（施設課）

ee　ro条　施設課においては，次の事務をつかさどる．

　ω　施設整備に関し，総括し及び連絡調整すること。

　⑫　営繕工事に関し，企画し及び予算案を準傭すること，，

　⑭　施設の立地計画，環境整備及び確保保全に関すること，，

　（4）営繕工事の入札及び請負契約事務に関すること．

録
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附 録

　⑤　工事用資材の検収及び管守等に関すること嚇

　⑥　営繕工事の設計に関すること．

　（7＞ユニ事費の積算に関すること。

　⑧　嘗繕工事の施ユニに関すること“

　⑨　営繕工事の検査に関すること．

　⑳　建物土地，電気ガス、水道，電話，暖房施設等の維持保全に関するこ

　　と。

　⑳　課の所掌事務の調査及び諸報告に関すること。

　働　その他営繕に関すること。

　　　　第2節　学生部

　（学生課）

第U条　学生課においては，次の事務をつかさどる難

　q｝学生の補導に関し，総括し，及び連絡調整することge

　②　公印の保管に関すること．

　⑧　学生部の予算に関することge

　④　学生の表彰及び懲戒に関すること．

　⑤学生のカウンセリソグに関すること．

　㈲　学生の団体並びに集会及び掲示等に関すること，，

　⑦　学友会活動の指導助言に関すること。

　㈲　学生の課外活動及びその施設に関すること。

　⑨　茨苑会館の管理運営に関すること、，

　⑯　大子合宿研修所の管理運営に関すること。

　鋤　補導委員会その他補導上の諸会議に関すること，、

　働　全学講演会等に関すること．

　㈲　課の所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。

　⑯　その他学生部の厚生課及び入学主幹の所掌に属しない学生に関する事務を処

　　理する。

　（厚生課）

第Z2条　厚生課においては，次の事務をつかさどる．

　ω　学生の福利厚生に関し総括し，連絡調整すること。

　②　学生の福利厚生及びその施設の管理運営に関すること。

　③　学寮の管理運営に関すること．

　④　学生の生活実態調査に関すること。

　⑤　学生の旅客運賃割引証に関すること，，

　㊨　学生の奨学に関すること。

　の　学生の就職等のあっせん並びにその総括に関すること。

　㈲　学生の宿所等のあっせんに関すること．
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　⑨　授業料等の免除及び徴収猶予に関し，連絡調整すること，，

　㈹　学生の保健管理に関すること。

　⑪保健管理センターに鵠すること。

　（鋤　学生健康保険会に関すること．

　⑯　課の所掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。

第鴛条の2　入学主幹は，次の事務をつかさどる．

　①　入学者の選考に関し，総括し，及び連絡調整すること。

　②　入学者選考の調査研究に関すること。

　〈3＞学生の教務に関し，総括し，及び連絡調整すること。

　④　入学者選考及び教務の諸会議に関すること。

　㊨　学生の修学指導に関し，連絡調整すること。

　紛　学生の異動に関すること．

　〈7＞外国人学生に関すること．

　㈹　祈掌事務の調査統計及び諸報告に関すること。

　　　　第3節部局
　（事務部）

第13条　人文学部，教育学部，理学部，工学部，

　ては，次の事務をつかさどる“

　（X）庶務，会計及び施設に関すること。

　鋤　教務及び厚生補導に関すること。

　⑬）教授会及び諸会議に関すること。

　（4）その他学部又ぱ教養部に関すること．

第14条　附属図書館（分館を含む．）の事務部においては，次の事務をつかさどる。

　（X）庶務，会計及び施設に関すること。

　Q　図書館資料の保管及び利用に関すること。

　㈲　附属図書館運営委員会及び諸会議に関すること．

　④　その他附属図書館に関すること、，

第14条の2　農学部附属農場の事務部においては，次の事務をつかさどるew

　（X）庶務，会計及び施設に関すること。

　②　農場の管理運営に関すること．

　㈹　農場実習に関すること．

　　　第3章事務分掌
第S条　本部及び部局の事務分掌については，学長が別に定める、、

　　　附　則

ユ　この規則は，昭和42年9月2珊から施行し，昭和42年6月1日から適用する。

2　茨城大学事務組織規則（昭和35年4月2日施行）は廃止する、，

3　文理学部事務部は，この規則第5条の規定にかかわらず，当分の問，存続する

農学部及び教養部の事務部におい
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附　　　録

ものとし，その事務は入文学部事務部が処理するものとする。

　　附　則

この規則は，昭和菊年4月悠目から施行し，昭和43年4月1日から適用する。

　　附　劉

この規則は，昭和47年欝月lffから施行し，昭和蘇年4月1日から適用する鞭

　　附　則

この規則は，昭瀦48年7月3日から施行し，昭和48年魂月1日から適用する。

　　附　翔

この規鋼は，昭和48年12月20日から施行し，昭和48年4月X2日から適用する。

　　附　則

この規則は，昭和52年5月2日から施行する。

　　附　則

この規則は，昭和54年4月19日から施行し，昭和54年4月1日から適用する＊

　（16）茨城大学学生共題規則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（鴇榔朗ゆ

　（準拠規則）

第1条　学則に基づき，学生補導に関する事項については，この規則の定めるとこ

　ろによる。

　（調査書類の提出）

第2条　学生は，所定の様式にしたがい，必要事項を記入した調査書類を所定の期

　日までに堤出するものとする。

　（学生証）

第3条　学生は，入学の際本学所定の学生証の交付を受け登校の際又は乗車船中か

　ならず携帯し，本学教職員又は鉄道関係係員の講求があったときはいつでもこれ

　を提示しなけれぽならない。

2　学生証は，本学学生としての身分を証明するものであ夢，あわせて授業料納付

　及び定期健康診断終了確認の証及び附属図書館閲覧証としてこれを用いる。

3　学生証は，鉄道船舶等を利用する場合の身分証明書に代用する。

4　学生証は，毎学年始めにかならず学部長又は教養部長の査証を受けなけれぽな

　らない。

5　学生証を紛失又は著しく汚損したときは，直ちに学部長又は教養部長に願い出

　て再交付をうけるものとする。

6　修業年限以上本学に在学する場合，転部転科等により学籍に移動を生じた場合

　は直ちに学生証の再発行を受けるものとする．

7　学生証は，他人に貸与又は譲渡してはならない。
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8　学生証は，学生が卒業，退学，除籍等により学籍をはなれたときは直ちに，停

　学のときはその期間中返付するものとする。

9　授業料納付又は定期健康診断終了の際は，確認の証としてかならず学生証にそ

　の旨記入を受けるものとする，，

1G　現住所に移動を生じた場合は，直ちに学部長又は教養部長に届け出て該当欄に

　その旨記入を受けるものとする．

11学生証の様式は，別表のとおりとする。

　（服装）

第4条　服装は，常に本学の学生の晶位を保つように心掛け，所定のバッジを着け

　るものとする。

　（健康診断）

第5条　学生は，本学施行の定期健康診断を受けなけれぽならない。

　（団体活動）

第6条　学生が団体を結成しようとするときは，会則並びに団体員名簿をそえ，責

　任者3名以上並びに顧問教宮を定め，所定の様式にしたがい，責任者署名押印の

　うえ，学生部長に届け出るものとする。

2　学生が学内団体の名において学外活勲をする場合，学内団体が学外団体に加入

　する場合又は学内団体が学外団体とともに活動する場合は，前項に準じて学生部

　長に願い出るものとする．

3　既設の団体が存続を希望する場合は，毎年5月末日までに第1項に準じてあら

　ためて届け出るものとする。届け出のない団体は解散したものとみなす、

4　同郷会，同窓会等の私的団体は顧問教官を麗かないことができる。

5　懸体が，会則その他届け出事項を変更し，又は解散したときは，第1項に準ず

　る。

　（集会）

第7条　学生が集会を開くときは，所定の様式にしたがい，前条第1項に準じて学

　生部長に届け出るものとする。但し，学外者に関係する集会については学生部長

　に願い出るものとする。

2　学生団体が常時使用を認められている場所で，使用の目的の範囲内で集会，行

　事等を行なう場合は，時間外及び休祭日を除き，届け出又は願い出を要しない◇

　（諸行事）

第8条　署名運動，世論調査，募金その他の行事を行なう場合は，責任者は所定の

　様式にしたがい具体的に内容を明示し，学生部長に届け出るものとする。但し，

　学外に関係する場合は，願い出るものとする．

2　前項の場合，責任者はその結果を学生部長に報告するものとし，募金その他金

　銭収受を伴う場合は，収支決算書を同時に提出するものとする、，

　（掲示）
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第9条　掲示は，所定の手続を経て学生部長に届け出るものとする，，但し，所定の

　手続を経た集会，行事等の連絡のための掲示の届け出は，集会，又は行事届出等

　をもってこれにかえるe

2　掲示はかならず所定の場所で行ない，用紙の大きさは原則として新聞紙1ペー

　ジ大以下とする。

3　掲示期間は原則として1週間以内とし，期間終了後は遅滞なく責任者が取除く

　ものとする。

4　掲示には掲示責任者名又は掲示責任団体名及び掲示月日を明記するものとす
　る、，

5　学外への掲示又は学外からの掲示については，学生部長に願い出るものとす

　るe

es　学内の講習会等の場合は，立看板を使用することができる，，この場合は，学生

　部長に届け出るものとする．

7　前6項の規則にしたがわない掲示は取除くことがある．

　（印刷物その他の配布，販売）

第10条　学内において，印慰物その他の物品の配布ヌは販売等を行なお箏とすると

　きは，所定の手続を経て学生部長に届け出るものとする．但し，学外において学

　内団体の名において，これらの行為をしようとするとぎは，学生部長に願い出る

　ものとする。

　（集会y諸行事等の届出｝願出の期鋳）

第U条　学生が学内において集会，行事又は印鰯物その他の物晶の配布若しくは販

　売等を行なう場合の届け出は，原則として3日前までに，学外に関係する場合の

　願い出ぱ5日前までとする．但し，緊急やむを得ない理由があると認めたときぱ

　この限りでない“

　（制限）

第X2条　学生の集会，行事，掲示又は印捌物その他の物品の配布，販売等が，本学

　の目的に反し，若しくは本学の秩序を乱すおそれがあると認めたときは，それら

　の行為を停止又は禁止することがある。

　（施設の使用）

第13条　学生の集会，行事等のため本学の建物その他の施設を使用するときは，所

　定の様式にしたがい学生部長に瀬い出るものとする．

2　許可後といえども公務上必要あるときは，これを取り消すことがある．

3　学生集会所その他必要と認める場所に火気の使用を許可することがある．この

　場合は必ず本学の定める遵守事項を励行するものとする．

　　　附　則

ll　この規則は，昭和30年4月1日から施行する。

驚　この規則中「学生部長」とあるのは，工学部地区及び農学部地区においては
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　附　　　録

　「学部長」と読み替えるものとする。

3　昭和25年4月8日儲定の厚生補導規則，同細則並びに学内掲示に関する内規は

廃止する。

　　　附　則

　この規則の改正は，昭和31年4月1日から施行する。

　　　附　則

　この規則は，昭和43年驚月15月から施行し，昭和42年6月1日から適用する．
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　（20＞学部入学者数
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附　　録

年度，男女 4呂　年

学部，学科 男 女

人 文　学　科 護⑪ 24

文
経済学科§・人文学科 119 8

学
辻会科学科

科
計 1531 3繰

教
｛小学校教員養｛

成課程
8覇

き　　欝7

育 中学校　が 51 δ⑪

学
養護学校が 5 影

養護教論ノノ

部
誹 M4 繊2

理
1数　学　科 忽 礁

物理学科 31 4

　　　学　科噂一飴　1生物学科｝

隠球科学科1

　　23｝　　　1

　　気＄：

魯窯

部
計 憩1

　　　　妻

　L2機械工学
　科工 ％

電気工学科 39

金属工学科 瓢

学 工業化学科 37 1

精密工学科 姐

｝電子工学料 39
　§
部陣報工学科　｛　　計 13111；　　　1 1舞

農
距農　学

1　黛＄1
31

畜産学科
ミ　　　2魂 驚

学 農芸化学科 窯1 9

喪業工学科 黛8

部
計 1⑪1 1嬢

合　　　謙 ＄％ 2瓢

　

計

碑

鴛郭

烹92

24欝

憩1

20

366

301

35

37i

痴

122

　％

　39
　鍛

　38
　魂1

　39

　40
323

　3111

　26i

　3⑪

　28
1蔦

1講17

娼　年

男1女1計
35

12sl

　　　　　　　E

　　　　　　　　　　

l

59

妬
魂

ro8

27

32

器

x4

98i

薫01

魂⑪

魂2

覗

42

3轡

37

342

3x

驚6

驚o

％

1⑪3

＄1魂

25

16

60

1麟

4x　　20ag

熔5

＄3

1離

％窯

5

1k

xei

4｝

　　　　　　　　　　　

9

1

ll，

2

2

me

9

12

327

244

98

／8

36曙

lll

ll

耐

遭l

ll

劉

調

！

1釜

1，141

5⑪　　年

剰女陣
39

　　　　　　　　　　

1

影0

22v

　　　　　　

8黛

6塩

5

1

15劉

26

31

28，

22i

　　　　　　　　　　　

l
1°71

併

3融

36

3呂

43

姻
4ぴ

281

221

20

26

96

917

24

39
　　　　　　1

　　　　　　1

2811

組

15

4＄

黛＄5

1⑪

2

1　el

lo

32

1

1

ll

婆1

篠

7

蔦

376

63

2e5

268

263

ro＃

20

49

壌37

36

33

38

32

業39

鱈

38

36

39

魂3

41

43

338

32

26

27

26

111

1β93
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附 録

51　年 貌　　年 1 53　年 1 54　年
　　　　［

男　1
　　　　　　1｝女　　　　　　　

　　　　　

計 男 女 計｝ 男1
　　　　き

女1 計｛ 男1 女 計

　　茗
壌9｝

　　｝

1＆
　　1

　　蓄

翻 31 3艦 67 67 37 1⑪4 嫁9 411 11⑪

18鷺

231

　　1

ユ創
…

l　　l　　　　　　運

　　　窯⑪11

　　　％81　　　　　　と

184

瓢5

瓢

57

2⑪5

露η

188

％5

｛　　　　18

　　　　55

黛oβ

31⑪

　　　19黛

1　％1

13・

54

74 17儀 248
　　　

74

｛　　　178 1　　　25211　　　101距

1　2護51

l　　　U2

138

　　　　250

妬 61 1⑪6 58 菊 1⑪3 α 43 蓋04 蒔7 371
　　　　1⑪凄

嬢 151　　 19 黛 19 瓢 雌 16 黛2 婆 1嚇 黛⑪

　　1

124

魂3

293　　｛

44

417

　　1

135

43

窯85

護婆 　　黛

170

喚2

2濃5

44

415 183｛

43
2341　　　

　　　　　壊3

　　　4葺

％
　　ヨ
i！l　　尋

37 31 嚇 37 31 3 3塩 33
3｝

％

30、、　51
35 3⑪1 3 33 33 2 35 36 2

1　　　　3魯

20 151 35
141

、　　鴛 31 28 7 35 251
旨　　　　　8、

33

19 9 露8 18 1魂 32 窯1 轟 譲7 26 畷 3⑪
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95　　　 4α 1絡、 93　　1 喋⑪ 133 138 20 158 142 24、

｛　　　166

％ 1
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92 92駐

｛　　　100

100 1⑪1 1⑪1

37 37 ㌶ 42 如 姐 41 魏

421

41
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41

　　　　4⑪1　　　　33

｝　　　　　窯 40

35

37

37 1

37
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4⑪

41

1111

§　　　　雛ヨ　　　　招

蝦 魂1 菊 4⑪ 砿 1 43 犯 魂黛

姐 護1 魂 1 43 4⑪ 魂⑪ 爆黛 躯

35 覇 361 391 1 4⑪ 41 4 45 41
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婆2

331 2i 333｝
1　　　｛
　　　3281 41

｛　　　332

339 6 3婆5 348 3i
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27 黛 ⑳ 黛9 4 33 窯9 4 3欝 33 1 34
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1 2創

31
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27

1⑪ 32

灘7
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％

7 3⑪

£窃
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1
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附 録

（2つ　大学院入学者数

1∴．

理

学

数学専攻

43　　年

研

究

科

物理学専
攻

化学戯

生物学専
攻

計

機械工学
専攻

　第2専攻

麟蝉
学
　金属工学
　専攻
唖叢化学

　精密工学　　　

1　専攻

工職械工学

1

女

究電子工学

専攻

噸警学

31

1

計

1

騒　年

計

農ige学専攻

学

研

究

科

畜産学専
攻
農芸化学
専攻
農業工学
専攻

　計

5

男

3

4

31　　3

1 瓢

5　15

女 計

3

4

3

5

15

菊　年

男 女 計、

4

4

2

1

4

濃

畷

23

4

壌

2

ma

4

4

礁

23

46年包年

合　計　　5 5 15

男1女擁男婦

1

2

2

3

1

魂

13

1
職

1

2　　1

2　　4

1

3

1

1

6

1

1

1

2

5

8

2　　2

黛

3i　　4

1

4

13

盛

1

2

7

3

5

2s

3

3

4

1⑪

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　

1
15　251
　　　　　　　　　　　　　　1

　　｝　　　　　1
1げi1912°3Sl

5

8

2

2

爆

3

5

29

3

3

礁

ro

39
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附録
魂8 年 墨9 年 5⑪ 年 51 年 52 年 53 年 54 年

男一 姻剛計 男 女
　　　　1　　　・則　　計脇汝：計湧吹　　　　・　　1　　　　・

計 男 女 1計

｛｛　　1

・　　1
l　I

一
ほ1

「婆

一　；
3

13
1

5 1 6

5 1 6

1
1　　！　　 l　　　l

　「

1
口

1
17

£距

ほ9
1

5 5 5 5 呂 ｛8 8 8 9 9 7 7 3

3 3 3 3 6 蔭 8 8 7 7 3 3

2 鷺 21 2 2 2 8 81 7 71 1⑪、 三d 7 7

2 2

1
8 8 1

151

1

；411 5 5 5

7 7 4 4 11 11 9 3 5 5 3 3 5 5

5 覇 6 曝 3 3 1⑪ 1⑪ 9 9 6 6 6 6

4 4 1 6 6 8 ＄ 5 5 7 7 7 7

28 　麺

ll28｛21｛

21 　　144｛　　1　藝

8159｝ ＆　ぼ

5嘱
Il　　1　、　1　3｝　　、

　5⑪；371

　1
｛38

440 440

1 1 2 慧 1 1 驚 2 2 窯 1 1

1 1 2 2 6 6 3 3 驚 黛 1 1 £

一
211

211

31 31 42 42 83 8；31

9 3121

11
33

5　　　　　　5　　7　　　　　7　　4　　　　　魂　13

33　　　3328
・81　・sl　1　4s

72

13蔦　　　16

72懲5　1　66

12　　1　　13　　7　　2　　9
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附　録

（22＞学部卒業者数

年度，男女　127　　年　　28　　年

学部，学科

ee年い⑪年
一男宴評男7訓男肉罰男倒計

文文　学　科
理理　学　　科
弾経　済　学　科
部

計

22

11

60

93

1

1

慧

23

慧

61

95

13

18

62

93

U
3

2

16

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

24　19　　呂　27

21　18　　壌、　2黛

64　7el　l　71

1⑪9　1⑪7　　13　12e

貯

11

7⑪

1⑪　37

　　11

3　73

教

育

学

部

工

学

部

弾難員獄課as　3⑪｛xl瓢璃｝

中学校　　〃　　　霞i54

養護学校　　ノノ

計 184

1　、
8162u搭

9 193 K2

　・6154
；　1

9i25烹篇

9 1糧 驚9

3157

8123

1⑪8i瞭灘1

11

87

，139

18e’鎗6

2　89

機械工学科
原　動　工二学　科

電気工学科
金属工学科
工業化学斜
精密工学科
電子工学科
　　計

農陰

学

部
1

　　学　科

嘉産学科
農芸化学科
　　計

合 計

k

451

22

421

22

45

22

17

玲

1i遵3i　26

焔

131

28

12

4⑪

1

22

132

8

7e

17

19

26

8

70

29

節

47

妬

107

28

12

14⑪

魂娼 鷲妬⑪

vel　l　igl　321

14

33

3認 ％

1魂

33

＃o

52

363 435 24

29

i5

嘆7

x6

1⑪7

371

姫

5s

灘1　　1

1誌

1
32i　3烹

2e

52

459

12

43

5me

1

3⑪

153

242

37

M9

58

22

欝馨

31

12

43

5嬢2
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附 録

31 年 32 年 33 年 34 年 35 年1 36 年

男 女 計 列 女1
計 男 刺 謙 到 女1

計 男 女 剖
剣　　　§

女 計

21 1黛 33 3⑪

　　　　｛12

42 窯1
121

33 30
111

41 25 11 3β
15｝

18 33

20

67

1⑪8

　3

　1

妬

黛3

68

1鍛

22

78

13⑪

　4

欝

2β

7＄

14嚇

3α

71

1詑

34

71

138

隠71

　　砧

　1％

11呂

34｝

68

1魂3

　　33

　　　81

　139

　3

14

361

　　1

1盤1

　6

24

33

83

14懸

u夢

142

　4

15

1鷺3

蔦7

11縫

134

1黛

28

1％

1β2

119

156

14

37

133

193

138

152

器

％
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177

125

U9
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45

蔦麟
　　　　　　　　　　116藁

l　　l　　921

　120

　73
1　　　　　461

欝難

黛α 1P 器⑪ 鍛8 4⑪ 銘＄ 黛75 51 3％ 勲go 50 3魂⑪ 2盤 7＄ 3鎗 212 119 331

45 4欝 41 護11
ヨ　　46

46 5欝 52 6⑪
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　　　　§
雛繋
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％ ％　　3嚇

1
　　3曝
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　　36 　　3β
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1四
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1
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暮7

　　　156

　　35 嚇oo 563 57 β驚⑪ 8⑪婆
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附　録

鞭湧女137年138年
学部，学科

39　　年 40　　年

魔女降爾女計男女睡剣女瞬
文

理

学

部

教

育

学

部

工

学

部

農

学

部

文　学
理　学

経済学
計

科126

科　25

科　73

　　烹鍛

小学校教員養成課程

中学絞　　　ig

養護学校　　〃

　　計

機械工学科
原動工学科
電気工学科
金属工学科
工業化学科
精密工学科
電子工学科
　　計

農　学　科

畜産学科
簑芸化学科
　　計

合 欝

1蔦

／11

226

8

8

蔦

55

船

1無

卵
5⑪

34

32

36

34

33

73

1盛o

170

170

34⑪

54

5⑪

34

18

34

84

13嚇

1⑪9

1⑪4

x3

2e5 1

59

47

22

嚇襲

624

56

38

3創　3⑪

36

131

2⑪6

礁7

22

69

鴨5

38

驚瓢

礁7

24

7x

β瓠

x7

嬬

1

30

73

56

1＃9

1

1

1

叢

鱒1

1

35125

46

＄＄

蔦嚇

蓋舘

v6＃

難砿

59

57

38

38

92

蔦5

9⑪

％

x85

＄6

59

32

x5

7

1

23

84

器

1騒臼

3⑪147

38　38

慧劉232

48

24

翰

802

33

25

28

86

658

3

3

x85

4⑪

菊

93

178

174

M7⑪

34魂

鎌

3護

81

136

73

98

171

5d　52

18

11

2

31

87

鴇

蔦黛

59iδ4
1

3214α

47

38

232

33

25

31

89

8壌3

43

35

224

3嬢

20

曽

81

6x2

1

3

壌

197

39

45

83

167

16⑪

173

333

52

54

4⑪

43

35

22婆

35

2⑪

3⑪

85

8⑪9
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附 録

魂1 年

剣女

42　　年 43年 魂4年 菊　年

計 馴女睡敷計男汝計男瞬計
18

24

81

123、

21

　3

241

39；

　　　　　　　　　　1

27

8x

1蝶7

23

361

8i

14α

鐙

4・

2⑪

3916

4⑪29

81鋭

16⑪U26

173314

43328
　　　817⑪

鷺r147、112、

721

634

373

16128

　8

10

　4

22

2

2

1⑪

10

　魂

24

46　年

男

1

1

2

女計

47　年

男

1、

1

2

1

1

2

女 計

1

1、

2

7gl

＄9

罵＄ 155

8。1蔦9μ09距

　　1　　｛？5｝撫1⑪9

｝　・

　　　　　　1　　　3劉218

82

7灘

15婆

　　　§

191

181

372

　　　191

卯

188

艦5

49

11嬢

156

146

3⑪2

％

54

　　8

158

96

54

　　8

158

192

1⑪8

16

3欝
　　158

62

黛9

35

3＄

£忽

　　　　1　　　1｛

　　｛

58　61

　　　｝

62　42

鷺9　34

36　36

38　43

　　　　　39

鎗3｛255

11

61

42

34

37

43

39

％6

55

39

％

37

3蓉

155

39

26

　37、

　35

　34

226

83｛

33

3⑪

・39・　　　　

30

　34

12紛

112

83

34

3⑪

4⑪

3⑪

3婆

251

181

鍛

6η

1匙

慧　　§51

　　　黛

131

33

92　　§

3！3魂2α21　　　％　　　8⑪

1護5

烈

29

剛

3537

　　　26

　　　3⑪

　　　93

123 38
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附　録

＼＼き嵐男列45年ls’年
報翰＼＼」好女瞬囲女1計

人
文
学
部

教

育

学

部

文　学　科
経済学科
社会科学科
　　誹
小学校教員養虞課程

中学校　　　〃

養護学校　　i！

養護教諭

　　計

22

99

1驚1

ll513
2

17

7

1⑪1

138

89
い1嵯2。3

囎：’ll

1

32　26

1⑪2

134

ro9

63

4

欝

31

58

107

1㈹

942⑪3

35　98
i

47年｝48年
到女計爾女嶽

理

学

部

数　学　科
物理学科
化　学　科
生物学科
　　計

1機械工学科工1

　電気工学科
　金属工学科
学工業化学科
　精密工学科
　電子工学科
部情報工学科
　　　計

159

26

32

26

鴛

96

175

7

3

7

1

×8

881

護71

3護

33

43

蝋 1

2861　1

334
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〈as） 部局甥職興の驚貫と現農
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（27＞ 茨城大挙歳入歳幽決算額

歳入決算額

35

3艦

37

38

39

40

堀

犯

43

騒

護5

46

羅7

48

嘆9

5⑪

51

5鷺

53

5婆

　　　　　　　　　円

　魂⑪多334婁308

　嬢1夢魂7灘欝54魂

　42夢爆ユ0茅2婆3

　52タ⑪39Pt　771

　5婆磨4⑪⑪s⑪84

　57声581誉⑪15

？2，w2，，37鷺

　83磨5魂乏玉欝16⑪

　89タ34⑪夕889

　襲1欝1黛3夢勲55

黛71鰹黛2＄夢51魂

　99，269，6⑪ア

13⑪夢臨3魂爵艦5嚇

18｛≡｝夢1窃2繋烹86

227夢247s942

3畷』E｝爵＄O難欝篭墨85

4⑪3夢254夢134

5ξ｝1妻11罎｝夢1｛｝2

733夢73欝夢嚇5欝

852タ890，935

歳 出　　決

段 会 計

文部本省 国立学校

l

l
l

　　　　　　　　　円・

壕黛㌧ge　943夢444

驚1夢5黛9夢16難

6⑪ジ74⑪♪7嬢2

7⑪夢7｛｝2タ684

　1夢697，⑪？F⑪

　3，2⑪9，254

　　　823，g2⑪

　蓋妻315ジ｛｝＄⑪

　1妻569，2◎O

　l夢755夢7慧｛）

　2，566夢87ξ5

　5タ4⑪5，34＄

　掘藷31襲楚32欝

　3夢3⑪8夢707

　3夢93驚》3驚o

　雛壽⑪9⑪，653

　1夢843爵919

　墨欝5襲｛｝夢gss

　繕｝夢772s蔭＄1

　7夢2｛》護夢722：
ノ

　　　　　　　　　　円1

426夢437，094

53⑪欝1勲懸ge　396

｛｝B，43⑪♪93⑪

｛｝99夢9盛1ge　4烹6

　　　　　　　　　　再

47｛｛｝夢380》芝～3＄

岱瓢1欝7驚8夢騒爺勝

674，rア1声672

770欝7⑪く義夢1⑪0

　　1爵｛s97ジ⑪7⑪

　　3声2⑪襲夢25爆

　　　　＄認β⑳

　　1ge　315夢罎｝8⑪

　　烹タ569，200

　　1書7蓉静夢7驚⑪

　　2メ5搭窃♪875

　　＄，4⑪5♪348

　　蘇爵319夢3黛＄

　　3参3⑪8夢707

　　3夢932，320

　　芝奮夢⑪9⑪妻樽篶｝3

　　1ジ843夢9薫｛》

　　壕溌596夢麟3難

　　雛夢7721夢｛｝8薫

　　7♪2｛≡》4夢722

664



附 録

算　　額
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〈28）土地・建物・諸麓設薦積
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育

学
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阿
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地
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附 録

2　茨城大学三十年黛略年袈

年1月翼1 凄 項

昭和23
（1％呂）

昭和鍛
（1949）

5．28

1。14

5．9

　3x

6．15
　へ43

　　29

7、4
　へ・6

　　20

8．鍛

10．20

　　27

茨城大学設立期成会設立

茨城大学設麗認可申講書（最終案）を文部省に提出（3．18審

査合格の内鞍がある）

茨城大学入学春募集要綱決定

文理，教育，工3学部からなる茨城大学が認可発足，関泰祐

学長事務取扱に任命される

⑭茨城大学附属図書館の本館を水戸に設置，工学部に多賀分

館，教育学部土浦校及び友部校に本館分室を設置

第1回入学試験実施

鈴木京平初代学畏に任命される

第2次募集による入学試験実施（教育学部と工学部）

　　　kx．5

　　　112・22
　　　　　　3勲水戸高等学校廃止昭和25　　　　3．
（1950）
　　　　4．　　k

　　8

5．l
　　lo

　　蔦

6．1嚇

　　17

9。

10。20

第1圓入学式挙行（635名，於校庭）

各学部とも授業開始

茨城大学評議会規程鋼定

第1園評議会が開かれ「大学の目的と教育方針」が決定され

　る

養第1回大学祭開催

茨城大学学則制定（6月1日適用）

茨城大学教員適格審査会規程制定

茨城大学摩生補導規程，同細則翻定

轡文理学部教授会規則剃定

第2園入学式挙行（597名，於5驚3番教室）

事務局庁舎竣工，花尚岩の正門を設置

㊤工学部教授会規則髄定

茨城県知事との間に「茨城県総合運動場維持管理に関する覚

書」及び「茨城大学運勲場施設建設許可条件に関する覚書k

を取交わす

茨城大学の徽章制定

開学祝賀武典挙行
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附 録

昭和26

q95D

昭和27
α％2）

昭和28
〈1953）

昭和29
（1954）

勲，25

3．憩

　　31

4．欝

　　3⑪

5．馨4

＄．1

　　⑳

10．18

1．1懸

＃．1

3．12

　　25

4．1

　　欝

6．搭

7．

黛⑪．娼

25，26，

3．2e

壕．i

　　15

6．27

　　28

1⑪．1

　　6

3．18

勧教育学部教授会規剛翻定

第1園修了式挙行（教育学部2年課as144名，於駿3番教室）

茨城師範学校，茨城青年師範学校，多賀工業専門学校廃止

第3置入学式挙行（7⑪6名，於523番教室）

㊧教育学部土浦教携の水戸地区移転を完了

茨城大学学友会発足

＠附属図書館協議会規程測定

㊧附属図書館本館竣工

茨城大学補導協議会規程翻定，全学に指導（助言）教官麟を

実施（3◎年5月からクラス組任制に改められる）

㊧文理学部経済研究室竣工

茨城大学寄宿舎規程舗定

第2回修了式挙行ft　37名，於523番教室）

㊧文理学部自然科学研究室竣工

茨城県立農科大学の国立移管に伴い本学に農学部が設麗され

る

茨城大学一般教育履修規程撰定，文理，教育，二に，簑学部規

則及び農学部教授会規則劇定，纏農学部に阿見分館を設竃

第4圃入学式挙行（899名，於S23番教室）

茨城大学設立期成会解散，財団法人茨城県文化振興協会設立

轡農学部学友会発足

茨城大学工業短期大学部設置認可申請書を文部省に提出

第X回関東甲信越塘区大学体育大会を本学が当番校として開

催

第1圃卒業式及び第3園修了式挙行（卒業457名，修了227

名，於県体育館）

茨城大学専攻生規則劇定

第5園入学式挙行く925名，於県体育館）

茨城大学長選考規程制定，公選制の採用が認められる

茨城大学評議会規則髄定（24．1⑪．20付規程廃止）本日開鰹の

評議会をあらためて第1回とする

東龍太郎第2代学長に任命される

第1文科，第2文科研究室，音楽教室，物理，化学教育研究

室竣工

「学生の住居認定に関する自治庁通達」の撤回を要求して，

星嶺寮の学生が渡里村選挙管理委員会を相手とする法廷斗争

を行い水戸地裁で勝訴（最高裁は鐙月驚⑪日判決）
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附 録

昭和3⑪
（1％5）

昭和31
（x956）

昭和32
（1957＞

3。2⑪

4．罵

6．17

9。15

u、25

3．17

　　18

　　31

4．1
　　15

6．17

7．1
　　x5

9．15

x2．　fo

1．18

3．2⑪

礁。1

　　弼

6．13
1⑪．1呂

11．24

12．1

　　24

3．13

2⑪

4。1

第2回卒業式及び第4回修了式挙行（卒業357名，修了264

名，於県体育館）

第6回入学式挙行（95⑪名，於県俸育館）

茨城大学校歌鯛定（作詞土岐善磨，作曲平井康三郎）

茨城大学入学者選抜に関する運営委員会規則鋼定

学生の「当面の要求」還動おこる

水哉寮，うばら寮規約翻定

第3回卒業式及び第5回修了式挙行（卒業451名，修了251

名，於県体育館）

劔教育学部友部教場の水戸移転完了，東原教場と称す

茨城大学学生共通規則及び寄宿舎規則制定

第7回入学式挙行（9×7名，於県体育館）

茨城大学五浦美術研究所発足，茨城大学教員の採用並びに昇

任の選考に関する規則制定

茨城大学工業短期大学部が併設される

㊧工業短期大学部第1回入学式挙行（7月⑱日授業開始）

茨城大学補導委員会規則制定，従来の中央補導協議会を中央

補導委員会と改称

茨城大学一般教育委員会規則制定

茨城大学一般教育運営委員会規則制定

第4圓卒業式及び第6回修了式挙行（卒業53⑪名，修了3⑪3

名，於県体育館）

⑭工学部に工業化学科（⑳名）を増設，原動工学科は機械工

学料（60名）に合併され学生募集を停止，㊧茨城大学工業短

期大学部学則翻定

第8圓入学式挙行く875名，於県体育館）

教育学部学生自治会結成

茨城大学名誉教授称号授与規則鋼定

文理学部学生自治会結成

＠附属図書館運営委員会規則及び附属図書館図書委員会規則

翻定

茨城大学澗沼臨湖実験所の落成式挙行

⑭大蔵省の同意を得て茨城県文化振興協会より澗沼臨湖実験

所の実験室建物の寄附を受領する

第5回卒業式及び第7回修了式挙行（卒業6⑪4名，修了216

名，於県体育館）

⑭附属図書館規則髄定，璽教育学部中等教育斜二年課程の学
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昭孝鱒3
（1es　8）

昭和34
〈x9＄9）

昭和3＄
〈x96⑪）

　　1／

　　⑳

6．韮

　　20
1xo．　ll

　3．19

　　2⑪

4．1

　　1⑪

　　15

δ．1

7．11

9．18

ll、24

x2。26

2・19 げ生綴瀦規購服贈館長選考規則制定
3，2e

　　28

嬢．1

　　1⑪

5．3⑪

3．18
　　2婆

　　3⑪

4．12

生募集を停th，附属小学校，附属中学校規購制定，曾ユニ業短

期大学部教授会規則鋼定

第9翻入学式挙行くSlO名撃於県体育館）

茨城大学教職員組合結成く8．15人事院登録）

⑫文理学部教授会規則改正により，構成員に助教授，講師が

含まれる

茨城大学硝子細工室運営委員会規則翻定

東龍太郎が学長に再選される．入試事務室を設鶯

働工業短期大学部校舎落成式及び第1圃卒業式挙行（η名）

第6回卒業式及び第8回修了式挙行（卒業62⑪名，修了V52

名，於県体育館）

蓼教育学部初等教育科二年課程の学生募集を惇止，附属水城

小申学校及び愛宕小申学校を統合して鮒属小学校，附属中学

校とする

㊤工学部に工学専攻科（2⑪名）設置，働瓢海軍施設を改造し

て農学部学生寮（霞光寮）を設置

第1⑪回入学式挙行（76⑪名，於県体育館）

学生相談室設置

茨城大学水戸地区学寮脇議会規則翻定

茨城大学学生厚生施設運営委員会規則凝定

学長束龍太郎は願により辞職を承認され，二方義教育学部長

が学長事務取扱に任命される

茨城大学学長選考規則麓定（28．627付規程廃止）

都崎雅之助第3代学長に任命される

第7園卒業式及びeg　9回修了式挙行（卒業672名，修了47

名，於県体育館）

鋤「教員養成カリキ．，，．ラムの研究」発行

㊧文理学部文学科学生定員が憩名より35名に劇減される，㊤

工学部に精密工学科（4⑪名）を増設，鍛農学部に農学專攻科

（lo名）設罐

第11回入学式挙行（7簿名，於県体育館）

茨城大学創立1⑪周年記念式典挙行

第8回卒業式挙行（oo　ff名，於県体育館〉

㊦工学部工業化学科実験研究室竣工

劔教育学部器楽合嗣練轡室竣工

第12回入学武挙行（827名，於県体育館）
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昭和36
（1961）

昭和37
（1962）

昭和38
（1963）

6．4

x2、2⑪

3．10

4．1

茨城大学教授団が先導して「国会解散要求水戸市民行進」が

行われ，水戸市民多数が参撫

『茨城大学十年史』刊行

柔剣道場竣工

盤農学部に農芸化学科（30名）を増設

1猛第13回入学式挙行（822名，於県体育館）

1引遠初めて文理学部改組問題についての討議が行われる

5．2慧

11．3⑪

1．1

3．9
4．1

12

7．9

9．x2

1⑪．31

12．26

3、14

載教育学部附属小学校の新校舎落成式挙行

水戸地区整備委員会規則麟驚（国立病院との換地問題）

厚生補導に関する広報誌（学生部広報）を学生部より発行

第1⑪回卒業式挙行（716名於県体育館）

嫁教育学部に養護教員養成課程（30名，修業年限1年）を設

置，通信教育部を廃止

第14回入学式挙行（846名，於県体育館）入学生の撫身校分

布全国に拡がる

纏農学部教授会「現情勢に特別の変化のない隈り阿見地区に

留まる」ことを決定

教育学部東原教場の敷地と國立病院渡里分院の敷地との所管

換成立

⑳農芸化学科の建物要求に関連して農学部将来計画委員会を

設置

都崎雅之助学長に再選される

麹文理学部自然科学実験研究棟完成

19・第ヱ咽事業式挙行（755名，於県体育館）

4．1

5．

11

蔦

7．15

8、ヱ

　　　巨1．5

昭和39　3．8
（196の
　　　　　　紛

重文理学部政経学科を経済学科と科名変更鈎教育学部親等教

育科，串等教育科を初等教育課程，中等教育課程に，職業科

（申学）を技術科（中等）に改める

第妬回入学式挙行（826名，於県体育館）

㊧農学部教授会は「条件の如何にかかわらず移転しない」こ

とを再確認し，文部省，茨城大学本部に陳惰することを決定

する

OL教育学部東原教場を渡里（現文京）に移転

茨城大学五浦研究所を五浦美術研究所と改称，同研究所規則

及び運営委員会規則制定

五浦美術研究所に天心記念館を設立

体育館竣工二

第12回卒業式挙行（8⑪3名，於本学俸育館）

6簿
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昭和⑳
〈v965）

昭和41
（1966）

昭和42
（1967）

4。2

　　鴛

／2．％

黛．鱒

3．19
　　慧鄭

礁．1驚

　　玲

6．黛3

9．1㊨

9、

10、29

12、26

1、31

3．16

劔教育学部に教育専攻科（5名）設置，附属小学校に特殊学

級を設置，㊤工学部に電子工学科（40名）を増設，電気工学

科学生定員が60名より如名に劇減される

第罵園入学式挙行（8＃9名，於本学体育館）

二方義第嬢代学長に任命される

水哉寮（東寮）が焼失し，附近の住宅を類縫する

第13翻卒業式挙行（843名，於本学捧育館）

学生会館（茨苑会館）竣工

第17圃入学式挙行（798名，於体育館）

茨苑会館が一部開館

㊧教養部設立準備委員会発足

茨苑会館運営委員会規則舗定

⑭アジア財団図書地方展示会開催

焦協問題検討委員会設置

茨苑会館全面開館

茨城大学講堂竣工

一般教育全学協議会設鐙

181第14回卒業式挙行（854名，於講堂）

25　一般教養校舎竣1二，①1二学部電子ユニ学科実験研究室竣工

4．1

　　12

6．1
　　2

7。12

1⑪．13

　　26

　　27

鷺．17

3．18
　　2⑪

4、12

蓼教育学部に養護学校教員養成課程（20名）を増設，附属小

学校から在外日本人子女教育施設（香港日本人学校）派遣教

官を決定，附属中学校に特殊学級を設置，㊤工学部に機械工

学第2学科（40名）を増設

働工業短期大学部にユニ業化学科ee　2部（婆⑪名）を増設

第18画入学式挙行⑲8⑪名，於本学講堂）

茨城大学生活協同組会設立総会開催（正式認可覗．7．26）

生協問題処理委員会設置

㊧文部省から農学部施設整備に関する長期計画の作成遅延に

ついて照会があり理由書を提出

講堂落成託念式典挙行

㊧人文学部，理学部設置準備委員会発足

一般教育全学協議会を解散しこれに代る教養部設罎準備委員

会を設置

㊤電子計算機室竣工

第15回卒業式挙行（8綴名，於講堂）

㊤工学部機械工学科実験研究室竣工

第1轡園入学式挙行（U％名，於講堂）

680



附 録

　　　　5．3／　㊧「蓑学部の施設長期計画について」を学長宛文書にて要講

　　　　6．1　文理学部を改紐し人文学部，理学部，教養部を設置，茨城大

　　　　　　　　学養護教諭養成所（40名）を設置

　　　　　　　　人文学蔀，理学部，教養部規則及び教授会規則捌定，工学部

　　　　　　　　規則鯛定（即．4、1付規則廃止），教養部運営委員会規則舗定

　　　　　　　　藝教育学部附属幼稚園を設麗，附属幼稚園規則制定

　　　　　　　　㊥理学部附属瀬沼臨湖実験所を設罎

　　　　7．24　茨城大学養護教諭養威所学則舗定

　　　　8．31i籔教育学部校舎A・B・C棟竣工
　　　　9．21　茨城大学学則鋼定く24．鴛。22付学則廃止），茨城大学事務組織

　　　　　　　　規則及び事務分掌規則覇定

　　　　20．　　⑧世界理工学図書，雑誌展を開催

　　　　U．24　働学長から水戸市大塚，長者山地区を移転喉補地として検討

　　　　　　　　するよう文書で申入れを受ける

昭和43　3．8　鈎教育学部附属小学校創立1⑪周年記念式典挙行
（1968）
　　　　　　19　第16回卒業式挙行⑱％名，於講堂）

　　　　　　29　鯵教育学部附属小学校はTBS主催日本子ども音楽xeンクー

　　　　　　　　ル合奏の部で文部大臣賞を受賞，憲蓑学部教授会条件つきで

　　　　　　　　大塚地区移転を決定

　　　　4、ユ　事務局に部翻が施行され2部（庶務，経理）1課（施設）剃

　　　　　　　　となる，魏教育学部附属小学校で校旗を制定，㊤ユニ学部に大

　　　　　　　　学院工学研究科（修士課程5⑪名）設置

　　　　　　　　茨城大学大子合宿研修所規則綱定

　　　　　　10　教養部学生自治会結成

　　　　　　12　第⑳圃入学式挙行（U42名，於講堂）茨城大学教育研究助成

　　　　　　　　会結成

　　　　翫　1　茨城大学大学院学則欄定，茨城大学学位規則制定，㊤工学研

　　　　　　　　究科規則及び工学研究科委員会規則髄定

　　　　　　27　大子合宿研修所開所

　　　　6．25　働農学部全学集会が開かれ教授会決定（3．29）の白紙撤回

　　　　　　　　の要塑書が決議される

　　　　7．5　の入文学部管理・研究棟及び講義棟竣工

　　　　　　11　臨時評議会で明年度概算要求に農学部の水戸地区移転を見送

　　　　　　　　ることを決定

　　　　8．30　翻学生によるスパイ事件発覚

　　　　XO．1　茨城大学学生寮規則罰定

　　　　鴛．26　徳江徳第5代学長に任命される
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附 録

葦

昭和麟
（1％の

昭和菊
くs970）

　　28

慧．11

　　20

3．x9　1

　　23

3x

魂．1

　　烹0

　　12

5、1壌

　　26

6。18

　　26

27

　　30

8．12

11．18

3．鱒

　　28

　　3烹

礁．1

　　13

6、19

9，3
11、7

　　28

12、23

1野糠（臓寮陵縣薦化翻会学生が新寮をけ．

茨城大学地域総合研究所規財制定

茨城大学地域総合研究所発足

茨城大学電子計算機管理規購制定

第17園卒業式挙行（755名，於講堂）

働養護教諭養成所校禽竣工，㊤工学部金属工学科実験研究室

竣工

茨苑会館が反戦学評と称する学生集団により封鎖占拠される

く45．L28解除）

働農学部に農業工二学科（30名）を増設，愈工業短期大学部に

電子工学科第1部（⑳名）を増設，教養部規則鯛建（砿．6．

1付規則廃止）

r学生部広報ごを7学園だより読と改称する

第21圃入学式挙行（104⑪名，於講堂）

本部事務局が巾核派学生により占拠される（即日解除）

ティングする

新寮で暴力事件発生

㊧農学部1号館が農共閣学生により封鎖占拠される（6。28

解除）

魑1教養部校舎が全共闘系学生により封鎖占拠される（9．29

解除）

働教養部教授会封鎖に対する基本方針を決定

評議会が大学の還営に関する臨時措置法反対を声明

関誠一第6代学長に任命される

第悠翻卒業式挙行（793名，於講堂）

㊤工学部電気工学科実験研究室竣工

曾理学部校舎竣工

茨城大学大学院委員会規則舗定，㊤工学研究科機械工学第2

専攻（8名）増設，工学部教授会規則髄定（25．戴欝付規則

廃止），働農学部に大学院農学研究科（修士諜程34名）設概，

農学研究科規則及び農学研究科委員会規期綱定

第22回入学式挙行（1劔7名，於講堂）

㊧農学部本館が農共蘭学生により封鎖占拠される（7．5解除）

茨城大学水戸地区学生委員会規則鋼定

茨友会設立総会開催

鯵農学部長が団交実行委により監禁される（約36時闇）

鯵教養部教授会移行規準の廃止を決定
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附 録

昭和46
（1971）

昭和47
（1卯驚）

昭和48
α973）

2尋

1。13

3。19

　　26

魂．12

5．13

9。22

　　29

10。14

U．2臼

3．13

　　欝

　　23

4．1
　　12

5

7．20

1⑪．9

驚．13

3。1
　　8

　　19

壌。1

　　12

　　19

5

6．28

7．1黛

9．1驚

1⑪．18

11。X8

12．2⑪

五浦美術研究所を五浦美術文化研究所と改称，関係諸規剛を

改正

薩農学部教授会が阿見地区整備を決定

第19圃卒業式挙行（9il名，於講堂）

⑭附属図書館竣工

第23回入学式挙行（1031名，於講堂）

茨城大学予算委員会規則翻定

茨城大学水戸地区学寮協議会要項麟定

働教養部教授会規則制定（42．6．1付規則廃止）

茨城大学研究生規則制定

鯵農学部教授会規則制定（27．4．1付規則廃止）

茨城大学本部管理棟竣工

第2⑪回卒業式挙行（9堀名，於講堂）

㊤工学部精密工学耕実験観究室竣工

㊤工学部に情報工学科（40名）を増設

eg　24回入学式挙行（1G68名，於講堂）

曾理学部附属臨湖実験所が北浦（行方郡潮来町）に移転

茨城大学一般教育課程カリキ．、．ラム専門委員会規則凝定

市村正二第7代学長に任命される

愈工業短期大学部校舎竣工

㊧農学部規則鋼定（27．4．叢付規則廃止）

茨城大学将来計画委員会は「基本構想検討委の答申をふま

え，本学の将来のためには同時的な全学統合を理想とすべき

である」と結論を爵す

第21回卒業式挙行⑲19名，於講堂）

の入文学部に人文学専攻科（10名）設置，穰農学研究科襲業

工学専攻（8名）増設

第25回入学式挙行（U17名，於講堂）

保健管理センターが設置され，茨城大学保健管理規則制定

人文学部学生自治会結成

茨城大学将来計画委員会規則欄定

茨城大学水戸地区電子顕微鏡室規則綱定

⑳入文学部木下問題に関する教授会決定を行う

◎工学部椿報工学科実験研究室竣工

茨城大学協議会規則廃止

茨城大学将来計画委員会から学長に対して「複合大学から真

の総合大学へ発展するため全学統合をめざして大学改革構想
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附 録

昭和49
（1974）

昭孝酪o
（ro　75）

昭和鑓
〈ig76＞

昭和52
〈llg77）

3．11

　　1魂

　　19

4．1
　　鴛

6．x3

7．23

慧．鷺

12．1⑪

3．19

壌．1

　　12

7．8
9．26

鴛．13

3．玲

　　3⑪

4．1
　　13

7．齢

1⑪．9

u．

3．％

　　29

4．1

　　13

　　黛1

＃．慧

　　9

を違める」方針が答申される

㊧理学部電子顕微鏡室竣工

茨城大学環境保全に関する規則翻定

第22画卒業式挙行く987名，於講堂）

㊧理学部に理学専攻科く1⑪名）を設置

第26ma入学式は交通機関ストライキのため取止め（U載名）

茨城大学茨苑会館規財制定

全学将来計醐委員会で「統合する大学における研究，教育制

度の改革についての基本構想」を承認

女子新寮（みずき寮）竣工

⑱『管文庫漢籍文献目録』刊行

第黛3回卒業式挙行⑲39名，於講堂）

⑳入文学部経済学科を社会科学科（　205名）に改組，鈎教育

学部に養護教諭養成課程（菊名）を増設

第聾回入学式挙行（1293名，於講堂）

教養部敢組等の改革構想に鮒する調査費が認められる

纏総合科学研究部の構想発表

保健管理センター竣工

第24回卒業式挙行（1009名，於講堂）

『茨城大学改革構想について一教養部改組等の構想』　『茨城

火学における農学蔀改革の方向』を文部省に提出

㊤ユニ学研究科惰報工学専攻（8名）を増設

第28ma入学式挙行（1器3名，於県民文化センター）

共通1次学力試験茨城大学実施要項翻定

市村正二学長に再選される

『茨城大学における轟学部改革構想（第一次案）』を全学に

擬示

第25回卒業式挙行（MO6⑪名，於県民文化セソター）

『茨城大学改革携想について（その2）～教養部改革の具体

化と農学部を中心とした専門学部改革構想』を文部省に提出

劔教育学部養護学校教員養成課程（2⑪名，1年課程，54年ま

で）設鐙，附属養護学狡小学部及び中学部設鐙

第29翻入学式挙行（me76名，焚県民文牝センター）

働工業短期大学部学則調定（3X．羅．1付学則麗止）

茨城火学養護教諭養成所廃止

将来計画特別委員会から「農学部改革構想に関する第一次答

劇が提患される
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昭和53
q978）

昭和54
（1979）

7。13

　　28

8．1
　　1＄

劔附属養護学校規則綱定

評議会将来計画における一部学部の先行移転の方針を承認

茨城大学中央教務委員会規則舗定

将来計画特刷委員会から「先行移転に関する第一次案」が提

出される

9．221茨城大学入学者選考に関する規則制定

1．　20　1⑭『附属図書館の役謝』刊行

　　27

3．1呂

4．1

　　12

5、6

6。7
9．1呂

1⑪．9

11．26

2。8
3．14

　　23

4。1

　　鷲

5。31

学生の下宿が襲撃され3名死亡，4名重軽蕩の事件が起こる

第％圃卒業式挙行（11⑪⑪名，於県民文化センター）

④人文学部文学科を入文学科（xx⑪名）に改組劔教育学部

に附属教育工学センター設難，附属養護学校に高等部を増設

＠理学部に地球科学科（3⑪名）を増設

教育学部以外の学生の教育実習はそれぞれの学部で担当する

こととなる

第30回入学式挙行（1337名，於県民文化センター）

部局長会議において学長から農学部教授会へ単独移転の可能

性等3項目について審議依頼が行われる

轡農学部教授会は学長の審議依頼事項3項目を承認

⑧附属図書館（水芦，日立地区）が夜間開館を開始

秋田康一第8代学長に任命される

茨城大学における教員免許状の種類等に関する規則剃定

勧附属養護学校校舎竣ユニ

全学将来計顧委員擾（学長）から文書で農学部の上国井地区

移転に関する意思決定について依頼が行われる

第貿回卒業式挙行（1293名，於県民文化センター）

㊧理学部で理学概究科（修士課程34名）設置，理学研究科規

期及び理学研究科委員会規則綱定

第31回入学式挙行（14％名，於県民文化センター）

茨城大学創立三十周年寵念式典挙行
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附　録

3　茨城大学教職翼一覧伽．53槻在）

氏 名職名雄謂減 名繊名薩謂
秋田康一 学　　長諺3。1G。91　佐　藤　勝　則

　　　　　　！
人文学部

（併）菊池哲彦学部長
人文学科

菊池哲彦教　授
白幡悦子　〃
大久保　幸　郎　　〃

木本英人　〃
荒　井　信　一・　　〃

河内八郎　〃
荒　木　　　修　　・s

栗　林　種　一　　　tl

佐　藤　昭　夫　　　Sf

及　規　　　酸　　　f！

田　原　善　郎　　　S9

鈴　木　邦　武　　　ss

岡　田　忠　軒　　　fノ

赤　尾　憲　一　　・s

佐　藤　　　匡．　　“
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

誓罪賑ヒ
登　尾　　　豊　　　・ノ

加　納　喜　光　　　Sf

石島紀之　〃
片　山　洋之介　　〃

山本　魏　〃
吉　井　三　夫　　　fノ

西村道一
池田和臣　〃

　　　，福本義憲
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

　　　｝渡辺信二37憾。x　ll　楠城淑　栄

　　　　　1　ジ饗一・ノk’トリ

37。婦1ッあジオノレジ

2蝕1 匡アサ。九
おをまほ　　　　　　タ　アンナ
翫2ユ1ダ轟エル鋸＿

49。4。1

49、4ユ

44、44，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1
35。1⑪．1　1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

28。鷲。1

壌2。5。11
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

40、4。1

3乞4ほ
27、5諜6

驚軌2ユ

藁L4ユ
鈴木由紀生励教授43．9．1

5L1⑪。1

鎗。4。1

鑑9ほo。1

54。4。1

5L4。1
47。4。1

5⑪。4。1

5Ll⑪。1

53。4、1

講　師
　　　ノノ

＼　　＃

助　手
外国人教
，師

外国人講
師

　　　f／

　ズ・ベリー

　ケネス・デユア　　fノ
　　ン　フゑスト

社会科学科　1

　石澱郁男激　授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

・　武　非　邦　夫

　木戸田四糊

y　　　　　　助教授
；；　徳　江　和　雄　　　f9

｝奈倉文＝ll
、近松順一1　・ノ
　帯力　　治1　＃

、　　　　　　　｝

　北　岡　甲子郎

　進藤　寛
　東　敏雄
　永田忠哉
｛　大　江　志乃夫

1佐藤守弘
1山手　茂
　小林三衛
1山本吉人
　佐藤恵一

gs

／y

II

！ノ

ノノ

1ノ

1薯

メ！

〃

99

ノノ

講　師54・4・彗　田中重博1　“

5L5。鱒
52。4。1

53，14
難3諜鷺。1硲

6L7。1

瓢。6ユ

欝L4．1

39．4．1

鎗。4、1

34。4。l

l27。4ユ
13ε4。ll
l

44諜o。烹

3礁4。1

2＄。8。1

轍。5、1

39、4。1

53，44
26．4。6

32。4。1

45。4。1

48。4。1

49。4。1E

菊。凱1

44、4．X

　　　　　　　　碍⑪。4。1
1捨橋盛醐fS　i媛3・4・x
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氏 名隙名薩月糧氏 名職名舞月習
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

田村武夫
野阪滋男
中島史雄
中野　実
米　沢　義　律ヂ

田中利見
井島宏幸
斉藤　進
辻山栄子
廻喜多　　　喬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　§

鎌田彰仁
訟村直道
井上英夫
河野惟隆
葺藤典生
日　遣　弘一郎

梅田武敏
五十嵐　能　子

事務部

朝比奈　一　彦

横須賀　清　昭

菅澤佳子
大内　誠
助川　保
小貫八千代・

安藤勝康
園部　精
富本四郎
小森幸子
所　幸男
横　地　喜久男

大津みよ
大塚　弘
鈴　木　美智子

小野瀬　　　純

助教撲
ff

ノノ

fノ

講　　師
ダノ

fノ

？s

ll

ff

fノ

ノノ

ff

助手
ノ／

1｝

ノノ

9ノ

事務長
庶務係長

庶務主任

会計係長

会計主任

教務係長

婆＄ほ⑪．11

so。呂，i

婆3。4。1

52・6・ll

ss。4。11
i

52．5。工

45．5謹6

48．4。1
　　　　　国文科
52．4．1

5x．4。1

5⑪。4。1

51．7。1

53。4。1

47．8。1

　大曽根　　　博

石　川　真紀子

　小室　章
　中村暁技
　佐藤正志
；教育学部

1①鰍山和男

50導4．1　瞬

52議2ほ

48．7。1

＃4．4。1

24。8。1餌

鯨翫1崩
慧9。乳1蘇

磁。乳16

難3。4。1・

49・4・16　圭

篠3。4ほ

28。L1
39。3。9

36。3。10

45．9ほ

52。6。1

魂6。8ユ⑪

39．525

332。24

学生係長

学部長

金沢直人教

　橘　　豊
　田m　守
　佐々木靖章

1前州捷三
1川又　正
　橋浦洋志
社会科

　金綺　肇
1前田光夫
、津田　淳
　鈴木暎一
　　中　珊　浩　一一

　片上宗二
1池谷文夫1
　早川唯弘
　大槻　功
数学科

　宮田龍雄
平岡　忠

稲見泰生
佐藤瑛一
曽　我　日出夫

緩2。4。1

52ユ慧2⑪

39。525
39。3、6

152。7ユ

％。531
q8。4。D

　　授24。5。31
　　　　　　（18．4．1）

　ノノ　　篠L8。1

助教授43．5．x
　／f　　47．4．1

講　酬51．墨．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く

　　　fノ　　　：52、4．1

助　　手

教　　授

　　　ノタ

　　　ノタ

助教授
　　　ノノ

　　　〆ノ

講　　師

5L！o。1

5L紘1
42。8。1

47，6－
54。嬢。黒

49。4。1

弱、4。1

52。4。1

ノタ　｝se・a・k

fS　　5⑪。7諜6

教　　授

　　　≠ノ

工藤研二隣
40．4．11理学科

　　1

助教授
　　　fS

講　　師

　　手

26。4。6

24．5。31　，
，（23．4．　l！），

・4鼠7ほ曝

畦L4。1

54．嬢。1

52、4、1

6醐



附　録

氏 名醸名睡月割氏 名隙礁月暫
鈴木昌友
徳永正之
高野恒雄
高瀬一男
田中靖夫
吉沢　勲
我謝孟俊
山本　宏
山根爽一
牧野泰彦
大藤直美

音楽科

東　　　学

柳橋　久
長谷灘　　　敏

臼井英男
梶原征鋤
佐藤　篤
早川和子

美術科

巻島友治

西田　　亭

後藤末吉
山崎　猛
松田正巳
十河雅典
金　子　一一　夫

寺本輝正
体育科

湯澤清澄

江戸徳寿

小倉　学

教　授
　　　fノ

Sf

　　　Sf

助教授
　　　7ノ

ノs

　　　ff

講　獺
助　手
教務員

教　授
　　　f？

助教授
　　　ff

　　　Sf

講　師
　　　f9

教　授

fノ

fノ

　　　ノノ

助教授
　　　ノノ

講　師
助　手

教　授

ll

Sf

3L嬢。1

47．4諜6

26。6。1

3⑪．　s。1

43。5。1

3δ。4。1

43。4ユ

50。4。1

　内山　源
；大西国男

野田洋平
尾形敬史
岡本研二
国枝　タカ子

加藤明子
50．4．il、技術科

　　　　小島　勤50諜⑪。1

　　　　新妻陸利5⑪。1．1、
　　　　　　　｝　　片　　岡　　　　　クN

　　　　石原秀志43．4。1

2爆，5β1

　　　　三村義一q8。4．1）1

5仁4。1
39。4。］11

46。4。1

4甑献16
5⑪。4。1

2婆。5。31
（1＄。8。31）

3L4諜⑪
2＄。4。／1

38。lo。1

42。4ユ1
5⑪。7、1

53。4。1

永島利明
五来　保
佐藤英雄
小　室　一比古

稲葉健五
家政科

堀籠平召

津田理子
徳蔵きみ
申沢きみ
吉田紘子
大竹はるみ

岩綺恭技
54．4．1・英文科

　　　　仁平有孝
　　　　小紫重徳セなきのユ

（11：碧：IP懐羨耀

伽ふ2⑪）戴木崇康
37・4・1　異常児教育

教　授
　　　fノ

助教授
講　師

1｝

　　　ノノ

助　手

教　授
　　　iノ

ノノ

fノ

墨L4。烹

24。＃．311

（黛2。7。3⑪）

4難。4。／

娼。魂。1

50、4ほ

礁8。4。1

5焦魂。1

3乳4ほ
％。4。1

35．4ほ

麗。5。31
（t9。魂。1）

助教授27．xx
　　ノノ　　　魂＄。護。1

　　〆ノ　　　27。＄。1

講　師43。1L1
　〃　旨o・4・1
　〃｝　＄2・　4；・　me

教　捜

　　　fノ

助教授
　　　ノノ

講　師
　　　ノ／

訪　手

教　授
助教授
　　　ノノ

　　　ノノ

講　師

24，5．32
（慧L5。鑓）

27．5ほ

％議ほ⑪

25、93⑪

43。4ほ

壕9。7。1

54．4。1

42．4。1

魂7。4。1

4L4。1
4L4。1

5L4。1
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附　録

1氏 名職名陛謂紙 名職名難月習、

尾崎久記
松　村　多美恵

教育保健

浦中　淳
向井幸生
伸原弘司
申村朋子
加　納　孝四郎

大谷尚子
綱島　誠
佐竹　毅
黒　羽　由季子

教育学

秋由和男

吉岡　　伸教　鋼41。4。1、

鈴木宏哉一陪婦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　垂

谷口琢男
関　　鋤
菊　池　龍三鄭

佐藤晋一
田代尚弘
小島秀夫
河野和漕

教育心理

馬場道夫
醐山　超
中原弘之
吉田昭久
安　達　喜美子

林　龍平
職業指導

山下恒男
佃　直毅

事務部

講　　師5焦1⑪．1

警

教　授
　　　ff

　　　メノ

助教授
　　　メノ

　　　！ノ

助　手
　　　タノ

事務官

教　授

　　　ノノ

　　　ノノ

助教授
講　師
　　　ノノ

　　　／ノ

勘　手

教　授
　　　fS

馨

勘教授
　　　ff

跡　手

助教授
　　〃

5⑪．4．1

騒。1⑪。1

魂2。9。1

嬢3。5。1

1河野健二郎勢長御6諏

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

爆2。6。1、

婆2・6・1　1

喋4。7，　li．

婆5。4。1

婆3。5。1

52．6。16　1

24。5。31
q8。4。1）

嬢⑪。4。1

27。6。16

47。4．1

54。4。1

5L7。1

染谷
竹　内　美智子

沢口富江
桧山八重
上野保光
蔀　　清
佐　藤　源太郎

石川又雄
塚本　昇
安蔵　博
石灘洋子
安藤信也
小松崎　輝　光

高瀬綾子
巌本　茂
栗田　稔
撫藤孝一

原田　　敬事務長26。5ほ6
1

　　　　佐
堀江保雄庶務係長箆6。％
　　　　　武糠務主任

52澱。ヱ1　海老沢秀雄

42。4。1

2魂。7。31

2鉱4。1

42．8。1

娼。乳1

5屡。痴1

1　吉　州　昭二郎
1

　　 　　　れ

s4護。1　　木村五月

　　　今川義一
　　　　　　佐　藤　由起子

　　　山田勝義

48。6ほ6

48。4。1

吉田智明
山　崎　ヤec　K

佐　藤　貴美子

横山和子
為我井　正　明

斉藤勝秀
須藤一徳

会計係長

会計主任

教務第1
係長

教務主任

37。1⑰ほ

24。8ほ黛

墨⑪．7。1

婆3。32鷺

45。7。ユ

32。12。ユ

29。δ。鷺
1
・29。5。x2
135。4。5

45。4ユ

49。L1
36。1⑪。1

39。3。9

24．8。8

42．8ユ

妬。4。1

47。4。1

40。5。17

27。6，烹6

30。9。16

42。12。4

45．　22⑪

24。δ。31
（23。5。1⑪）

39．8．3×

39．3。9

魂2，1⑪。1｛｝

44。6。1

務第2127．9．1
係長｛
　　　　43．婆．1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

i
　　　　47．4．1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　E
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附　録

氏

大内
小方
関口

宇野照雄
規上漕子

付属教育工学セン
蓼一

《併〉馬場　道　夫

菅井勝雄
附属小学校

（併〉関　　　　勤

和田吉郎
平山文夫
片　山　八重子

憲村辰子

小室　昭
吉田　仁
常井洋一
綿引貞夫
飯　田　紀代子

佐藤　博
谷田部　憲　一

加藤忠男
片　野　稜威男

杉　山　久三郎

山戸敏治
五島光治
吉田裕子
闘府田　克　彦

介NI文雄
松崎茂樹
大越共子
石頬好孝
丸由友一
大和田　正　入

690

教　授
助教授

52、4ほ

34謹2。1

4焦畷。1

5⑪．1⑪，1　1

橋　本　幸　子・小学校係26．5議6

　　　　長
樋田正樹
大和田　真砂子

小林　清
海老沢　あい子

山　岸　力之介

校　長27．礁1氏　瓜生キ　ミ

教　頭
教　諭

ff

sノ

sノ

sノ

ll

1ノ

Sf

sノ

弩

s2

Sf

Sf

鞍

ll

sノ

fS

fS

Is

f9

fノ

ノノ

韓

3＄。5。11

魂o。4。1

35。4．1

24．531
¢魂。3。3D

48。4。1　　li
l訟11大内
　　　篠原48．4．1

　　　加藤4L4、1
42．5。1

貯。4。1

懸8。4。1

43，4。1

46，4。1

屡9。4。11

旗。4。1

娼。4。1

魂＄。4。1

＄2。4。1

48．4。1、

路蕉4。1

羅9。4ほ

騒。4。1

鱒。4。1

高橋照子
藤田智子
額賀　均

附属中学校

1併）金澤　直　人

忠

洋

簾

　鈴木康罵
　桑名髄光
　由崎　実
　板谷　猛 E

　灘綺寿光
1遠藤　　登1
　冨幽　憲
　成田　実
　寺門正人
　申井珊　正　次

　儘田茂樹
，　　池　　田　　洋　　子一

小山征雄
住谷里子
大内善一

5⑪。鉱1

慧⑪。1L／o

37。L1
3礁黛27

43。Uユ

24。5．31
（瓢．6．x1）

覗。9。1

欝4。4。1

欝4．4。1

校長脚：3？）

教　頭39．4．1
教　諭1，⑪．4．1

ff

メノ

fS

sタ

fノ

ff

sノ

ff

ノノ

fS

ノノ

1ノ

ノノ

難

讐

36。5。1

爆L魂。1

5⑪。4。1

39。4瀧

43。4。ユ

護7．4。烹

セ47．4瀧

麟。4ほ

41。4。／

菊。4。1

4齢、4。1

48。4。1

54。4。1

駿。4。1

鈴，畷。1

臓。4。1



附　録

1氏 名撫名舞謂陳 名職名陸謂　　一…翫

鈴木一司
飛田敏行
箱田洋三
圷　拓男
大原靖子
戸崎　清

教　　　　諭　　53。4．　1　s

sノ

ff

　　　ff

養護教諭

中学校係
長

高　崎　鉄　夫嚢護学校

神谷孝子聡務主任24531　附属幼稚園

鈴木広子
小林　誠
川又　力

附属養護学校

（併）吉閥　　伸

小林利男
秋山一乗
高瀬淑子
茨木昭夫
大和田　一　宏

大野囲男
染野弘子
清水紀弘
石川弘容
甲斐邦子
片田政博
西野賢寿
菱沼昇一
本多康博
尾崎康子
鈴木香代
四日市　ゆみ子

本　多　えつ子

林　　裕
佐々木　正　志

飛　田　此呂子

校　長
教

教　諭
馨

鯵

響

ノノ

！ノ

蒙1

ノf

讐

ff

fノ

ノノ

fl

ll

fノ

ノf

fノ

1ぎ

ll

50．謹。1

　　　橋本芳男＄2．4。1

　　　綿引光子54．4．1
　　　　　　安　沢　多美子
38．4。1

36．5．1　中沢時代
　　1串嶋景子
（2k：8：1。）1

32．　9．26

44．6．1

5L礁。2

41．4．1

頭　53．4。3

i

養護教諭

5驚。4。1

47。4、1

魂⑪。4。1

魂2。4。1

魂4。8。1

40．4。1

（併）関　　　　勤

　野原てる
　柴田和子
　久保田　江満子

1山路純子

1
｛1併〉橋本幸子

係長

園　長
教　頭
教　諭

ff

il

多田慧子1・1
羽生直子　〃

　丹治一良
　斉藤則明
理学部

1（併）依田

43・4・111数学科

54。4．1

遮2、4。重

5⑪。壌。1

53。4．1

53。4．1

34．10、1

35．42⑪

難4。魂。1

54。5。1

54．4。20

54。4。20

27．6ほ6

3黛。9，16

52。魂ユ

5⑪。4。1

壕3。4ほ

49．4、1

45。4．1

幼稚園係26．5．16
長

修学部長

｛北村泰一

違8。4。11

53。4。転

52・4 州
54。嬢。11

53。4．1

54。4。1

54・4・1　権

43．4．1

岡本　茂
荷見守助
藪田公三
久保田　陽　人

教　授
ノf

轄

ノメ

ll

松田隆輝助教授
　初瀬弘平
　大石　潔
1中村芳昭

〃

fノ

9ノ

　竹内　　護助　手
　林　　実樹廣l　／f

　高　橋　真　映　　sg

l　麻生　　透、　Sf

　深作順斜

54。4。1

4黛。6。1

36．4．1

24。6。20

妬。4。1

3⑪，4。16

54。4。工

39。12。1

43。1⑪。1

43．4。1

36．L1
3航曝4唱

菊護。1

49。4。1

44。44
52。L1
45．5，15

6躍



附　録

氏 名職名薩月割氏
物理学科　　　　　、

　井本三夫
　浜田哲夫
　國　府　雄次郎

　土田哲也
　古矢敬一
石塚俊久

　森川敬三
　菅野正吉
　野　田　liliill次男

　野本憲一
　佐々木　　慈
　佐久闘　　　隆

　平山洋子
化学科

　山本勝巳！
　古賀　元
　依田　修
　浜野英一
　栗村芳実
　大　橋　弘三郎

　平由昌甫
　古賀ノブ子

　臼井義春
　藤井有起
　寺阪利孝
　仲野義晴
　近藤　弘
　関帳　守
　石井芳技
生物学科

　田村浩志
　矢島英雄
　井　m　昌　一一郎、

　野本宣夫1　　　　　、

教　授
　　　ff

ff

　　　ノf

助教授
　　　ノノ

ff

難

助　手
ノx

ff

ノノ

教　授
ノノ

ノノ

iノ

Sf

助教授
ノf

メf

2ノ

lf

1助　　手

ノノ

Sf

教　授
iノ

ll

難

菊。5。1

37。3。叢

墨3。4。2

37。10。1

26。4讃

42。9。1

44。4。1

名職碓副
森野　浩
一 政祐輔
一 政満子
横井洋太
菅井俊部
堀　良通
藤田　宰

19111i　II高橋治之
　　　　　藝
4＄。4。1肇
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　§

5L1⑪。1　1

43。4．1

騒3。4。1

37。7。5

40．4．1、

地球科学科

斉　藤　登志雄

藤　井　陽一部

油田幸雄
田　切　美智雌

櫛田昭平
天野一男

事務部

助教授
　　　Sf

ff

　　　fノ

助　手
難

教　授
　　　Sl

　　　fノ

助教授
　　　ノノ

　　　Sf

教務員

5⑪。6ほ

4暮。4。1

弼。魂。1

魂4。礁1

5⑪。危1

寓。4ユ

44。64

35，6。1

26、6。1

欝4。6蝋

韓。1⑪、1

嬢9。4。1

54．嚇。1

＄4、4ユ

35ふ彗中根盛姫事務即5・㍑・
36．4　。　1　　　　　　ヂ｝　　耳藩

　　　　　　　宏庶務係長24．5。31
4⑪．4．11

4£。4。1

4魂。4。1

43。4。1

49。6濃

45。＆1

43．4．1・

49。L1
41。5。lt

42。4。1

菊2。蔦

4略瀞20

砿。艦1

36。12。1

25。魂。15

3⑪，12．16

石井正美
冑柳寿子
寺　門　利恵子

古規　和
黒　澤　須美子

綿引ふさ
鈴木清治
山崎時男
須能正光
漢辺　甫
島　　きくゑ

篠原　亮
中村寿之
篠原靖雄
小林妙子

附属臨湖実験所

会計係長

会講主任

教務係長

（2⑪。21．18）

壌o。4。1

魂o。L4

菊。4。1

24．531
（窯L6。15）

36。7。8

資6∴k5
婆L3。7

1
爆5。6。11

2＄2。烹

躯。6。1黛

55。4。1

33．X！。17

護⑪，4。1

学生蝋34・撮
　　　　44．牝1
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　1
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附　録

氏 名職名陛謂氏 名職名隼月習
1併）野本　宣　夫

菊池趨文
菊地義昭

工学部

1併）黒木　剛司郎

機械工学科

黒　木　剛司郎

川船和儀
殿木義三
沢　則弘
吹田　年
松嶋　仁
鈴木正光

田中博一
梶谷修一
加藤栄二
友田　陽
大島郁也
藤本義治
堀　昭三

川又正昭
軽　部　秋次郎

富崎康美
立川　力
田名部　菊次郎

機械工学第2学科

出原
佐　藤　千之跡

柴田孝夫
岡田養二
花輪寿一
大　森　宮次郎

神永文人

所　　長

講　　師

助　　手

学部長

教　　授

ff

羅

fノ

縫

助教授
　　　ff

ll

講　　師

　　　ダノ

助　　手

ll

fノ

餐

ff

清教　授
sノ

　　　ff

助教授
　　　ff

　　　〆ノ

講　　師

3⑪．12．16

32。4ユ
墨⑪．4。1

27、4。1

27。4。1

5L羅。1
3嵯．　2。1

魂2。魂ほ

37。魂，1

28。嬢。16

245。31
（慧L乳P
36。3。1

54。4。1

52。3。1

47．4。1

39。4ほ

5⑪。5．1

24．5。31
（18、5。2⑪）

39。4。1

鍛。5。31
（23　、、　x2．6）

42。4。1

・ls　3．4。1

膿。6」

爆L礁ほ

遵3。4。1

菊2。16
護6。4．1

39。6．i

38．献16

53。魂。1

永井文秀
今村好男
鈴木鐸士
本橋嘉信
益子一郎
珊又清弘
山崎　明
松田健一
飛　田　美恵子

電気工学科

寺門龍一
長坂秀雄
笈瑚俊雄
湧　井　源二郎

竹内　学
藤井寛一
大口國臣
舛井正義
小林正典
鶴田浩一
渡辺銀市
菅谷政宏
金　子　冨士男

久保田　朋　次

小野寺　早　苗

金属工学科

児玉惟孝
今林　守
関川　清
大沢茂樹
永宋浩猷
鈴木隆三
鈴木　鼎
浦亀亮一
小桧山　　　守

助　　手

馨

fS

難

教　　授

　　　sノ

Sf

　　　ff

助教授
　　　〆ノ

　　　ノノ

講　　師

助　　手

難

fノ

教　　授

　　　ff

助教授
sノ

ノf

fノ

ノノ

講　　師

助　　手

42．4。1

壌3。7」3

壌3。3。1

墨7護。1

魂3。52⑪

44。7。1

5⑪。4．1

51．9。1

5⑪。4。1

35。4。1

38。L1
4魂。4』

壌8。4、1

魂7。護。1

5⑪。4。1

5L4。1
4⑪。魂。1

魂7。4。1

薦。4ユ

28。7．16

39。8。31

4L42⑪
49。L1
魂乳1。1

47。L1
35。4。1

尋⑪。墨，1

37。4。1

38。L1
45。4。1

53．1L　1

魂54。1

49。4。1
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附　録

氏
名i　　　任　用　職名　　　　　　氏　　　年月日

名職名陛月習

稲見　隆
小野崎　長　英

市村　稔
加賀山　　　実

武田　誠
佐藤英男
薪　井　美知子

工業化学科

武井信典
岡崎　進
石田健二
内　藤　久仁茂

百瀬義広
田申竜雄
佐田　進
長坂実上
山本嘉則
高橋雅彦
永瀬恵徳
森　xx　定　明

黒崎章人
佐藤義典
千葉視子

精密工学科

保延　誠
久保田　　　護

山城爽男
山田正治
永井常男
菊地　昭
城　道介
白石昌武
出羽宏視
田村祐二

6鯉

助　手
sノ

難

教　授
　　　Sf

　　　ノノ

動教授
ff

＃

Sf

fメ

助　手
ll

鞭

教　授
ll

ff

　　　ノノ

助教授
弩

講　師
縫

跡　手
　　　fノ

5⑪。4。1

24．5。瓢
（驚L窯。7）

婆L3，3⑪

護L4。薫

48。5。1

49。8。1

47．1。1

　増　田　雄欝郎

　高橋黎瀞
　西野三灘
　根本福雄
　宇野和文
　綿引和子
1電子工学科

1古越光雄
犯。羅、1

魂3。1。1

4騒鴻。1

菊。7。罵

45，4。1

3獄礁1蘇

33・6・xl
篠3。濃。1｛

　　 　　　ま
鑑5．1⑪、1　靴

43。4」

39。4。1

43。9。1

群。乳1

5黛。8。1

魂3。6．1

47．　2。1

37。2、1

護L3。蔦

4£。8ユ

37．　9。薫6

3s．4顕

葡。4。1

瓢⑪惑4

壕3。魂。1

舗。礁1

真鍋　隆
本多誠一
真瀬　寛
安久正紘
宮田武誰
富永廣一
村野井　徹　央

菊間　勲
池田一二

小室隆男
田辺利夫
綿引　猛
冨田安志
関根正美
金成洋子

情報工学科

助　手

教　授
ll

鞍

　　　fS

劾教授
　　　fS

講　師

助　手
ノ〆

ノノ

難

50．　3。1

3勲2。1囁

護6，7。1

46。7。1

50。4．x

53．5。1◎

40。4ほ

43。魂．x

％。5」6

魂L4。1
爆9。1⑪。1

暮1瀞，罵

24。531
（黛3。捻，三）

42．4。1

40、4，1

24．531
（23嬉7．　1）

4L3、20

⑳。4ほ

纏L4。烹

43。魂。1

53。4。1

5黛2。1

蜘和鑑教灘1：∴
高岡忠雄
秋山道雄
森　雅夫
西尾克義
宮村鉄夫
元木達也
玉木久夫
滑jll英世

　　ノメ　　149，4。1

　　　ノノ　　　　　33．　4　e　1

　　　　δ⑪，4，1

講　師凪概x
　　／f　　　欝3。4。E．

勒　手54．4。1
　　ノノ　　導慧。嬢。1

　　が　　als。4。1



附　録

氏 名職名輪割氏 　　　　　　任　用名｝

　職名　　　年月日
鈴木　　学助　手M．4．1
遠藤令子敷務興5⑪・4・工

畑　和子
谷川邦夫
俳藤　実
寺門純一
松平靖子

共通講座

佐藤輝清
坂間　勇
芳賀義則
仁平　猛
中本律男
小澤　哲
村田芳朗

電子欝算機窯

檜　山　たみ子

大内俊美
植木茂美

事務部

遡井　忠
根本　寛

教　　授

助教授
　　　ノノ

講　師
　　　ff

助　　手

教務員

、5⑪。4。1

魏。3。4

葺⑪。5。1

欝L婆．1

壌7。5。1

3乳4。1
3＄。1⑪。1

48。4。1

3婆。6，1

銘。壌。1

腿。4．1

24。5。31
（22。12。31）

43．4。1

48。6．1

44、4。1

　　　　事務長24．9．3⑪
　　　　事務長補24．翫31
　　　　｛佐　k2il　21ig＞i

橋本文佑鷲務係長28．X2．7
冨樫起基庶務主任40．1⑪．k

鈴木定夫　　　紘1。1
酒井久子　　　　24議．31
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（21．8。X2）

黒羽捷子　　　　39．8．31
菊油豊寿　　　　as“鳳1
高　橋　朝　子　　　　　46，6　．2X

鈴　　木　　松　　モF　　　　　　　　　　45、6．5

鈴木啓子　　　　47．6．m
石　珊　比奈子　　　　　5⑪．乳欝

山　崎　賢一経理係園36．X⑪．1

青木久枝
川崎優子
佐藤義克
桜岡利明
三浦　東
関　正治
山田幸男
谷平広子
井上清美
遡井健一
桑沢芳春
友部正行
木津宋吉
小州　鰯
吉潤とよ

飛田幸一
小又はる
益子直之
大森芳久
高　畠　チwaノ

小室二男
佐藤　栄
藤田　照
佐藤泰典
村山　進
石州修一
本田英夫
川又　守

用度係長

用度主任

管理係長

大畠五郎
川井捨男．
宮本　強
鈴　木　丑次郎

渡　辺　佐太郎

37。12．1

42．6ほ

48。5。2

51。4。1

54。4。1

36、7ほ7

38。4。1

36。4．2⑪

魂⑪。4。1

菊，9。1

5LIL　1

36。4。1

39。8。31

妬。1L16

24。531
（22．9。3の

壌L嬢。1

3乳7。1

魂L4。1

42，8。1

3＄。4。1

鱒。4。16

50、4。1

5L4。1
24。9。5

42．4。1

㌶。6。1

53。4ほ

鍍。5。31
（2LIL13）

諺、10諜⑪

33。4。1

34。8．　la

33，4。1

4黛7。1
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附　録

氏　　　名繊名晦謂
鈴木良平激務係長＃4。翫
鋤誠慮搬任（ll：1：

宇佐美　俊　一

小田部　広　行

高木正雄

上野敏明
沼田昭男
志賀正美
仲島テツ
測ズ国松

実習工場

松田友司
安沢良雄
鈴　木　平三郎

坂　本　喜太郎

大谷　勝
農学部

1併1柏原　孝　夫

農学科

川　原　治之助

小野沢　芳　郎

猪崎政敏

高嶋永幹

丸田宗平

学生係長

学蔀長

教　授

難

メノ

メノ

鷲

長南信雄助教授
谷口　晋
松田照男
奥山　哲
丹野清秋
相川哲夫
松田智明
関口文彦

696

！ノ

！ノ

Sl

〃

〃

助　手
　〃

　　　　
姦3。8．

　　
46．7。
　　　　
24．5．
　　（23．ξ｝妻

42．9．

48．8．

49。　ii｝　。

《4・4・

42．焦　　　　

4L6。
43。9。

5⑪。4。

5L4。
5⑪。5。

29．xo．

幻。4。1
（ll：i8：ワ）｛

27．4ほ
（27、2．1）

27。4ほ
（黛4．12。31）1

ll錨
43・1Ll｝
54．　2。1｝
35。drts　s

3｛｝．1⑪嬢　1　1

　　　　　　11
43。4，Xl

45、4。1

45，44

　松澤安夫
　中村　豊
1永山精美
　木田芳隆
農芸化学科

1永井恭三

｝大内　毅

謡稿正美
　相　田　徳二郊

　赤塚歩己

　　　ノノ

　　　タノ

　　　ノノ

教務員

教　授

ノノ

1ノ

／ノ

ll

浅見輝男助教授
菅　原　　　潔　　　ss

高村義親　〃
　　　　　　　　　　　　　　　fS灘芳宏 1

婆5。4。i

4護。4。1

45。L1
53。1L1｛茎

27．4、1
（25。1⑪．3x）

27。4。1
（24。10。31）

3＄、3。1

33。7。1

器。6ほ6

47。12。l

l護O。3。1

4⑪。7。16

3黛4ユ



附　録

氏 名融名 隼月矧氏 名織名薩謂
平絵　　　昭 幼教授 驚8。4。1 藤　田　弘子 会欝主任2乳痴1
久保田　正　亜 助　　手 4L4。1

（23。5。1）

正木　武治 舞 41。L1 松本博志 47。4．1

白　井　　誠 メノ 菊、6。16 永久幸琵 魂7。5。1

児玉　　治 1｝ 44。4、ユ 酒井紀美夫 4＄。5．1

農業工学科 鈴木洋行 5L7。1

遡　崎元也 教　　授 3欝、5。1 大森宏之 5L7。1

久保田　治　夫 馨 解。4。1
（252。28）

長　南　東逸 驚7。嬢。1
（22。9，3⑪）

須　藤清　次 ll 葡。4。1 長　南善四郎 28。2．1

佐野文彦 終 羅Oほ⑪。蔦
佐　野　き　よ 33。4。1纏

安富六郎助教授 47。2．1 中　島好男 4慧。礁1

田　淵俊雄 〃 47。2．1 初沢助　光 54。4．1

荒澗　　稔 ノノ 銘。5。1 横須賀正厚 管理係長 36。5．1

秣　　尚孝 騨 岐3。4。1 羽成幹治 魂8議⑪．16

輕部　重太郎 助　　手 47，6ほ6
町　島　　毅 52．4．1

鈴木誠治 終 41。4．1
村　田　兼　吉 29．24

塩　　　光輝 鞍 4＄，1．1
相　川　忠　雄 392．16

町　田　武美 〃 魂L5．1 小野島保雄 護8．焦1

木村　昌　司 48，2ほ6 斉藤徳次 27。5．16

久保田　悦　子 43。9．1 武　田　藤一 3呂。4。1

事務部 小松崎　　威 48。6．16

木村　　　　

笠井

茂事務長
隆1事務長補

2護。5。31
（23。5．31）

貯。9。1

遠藤和望
高橋　　　艶

教務係長

教務主任

27．4．1
（24，1⑪ほ0）

37。獄1

佐 藤　田　道子 壌3。壌。1

高藤忠彦庶務係長 27。9．1 石　島　農夫男学生係長　　　§

30。L1
小松沢洋　子 36，5．1⑪ 鈴　木　橿　男 5L4。工

吉川　志満子 37。L1 高橋　弘子 4⑪。鴛。1

山　口　春美 35ユ⑪ほ 宮崎　　守 爆2。4。1

中　川　　　守 婆L4。1 秋葉　耕作 46謀1．1

廣木康男 53。4．1 附属農場

長南　き　ん 35。9．19 （併〉赤塚珊　巳 農場長 28。6．16

青柳　とみ子 爆L7。4 　　　筐大　崎和　二農場主事28・1漁

高橋英子 菊。5。11 月　橋輝　男励教授 37。壌。1

青　山幸通 会計係長 慧7、4。1
（％。5。16） 　　　ミ吉規昭埆助 手弧鉱1
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附　録

氏 名職剣難月割氏 名職名陵謂
森泉昭治

事務部

川村　繁

稲田　稔
小　野　賢一郊

日下部　三三郎

鈴木典夫
石塚　漕
山田三郎
湯原惣治
宮本　誠
染谷四鄭
飯野昇正
宮本　栄
害田　徹
正慶　博
平山住子
高山文雄

教養獺

1併1大宮　録　部

人文
森

野本和幸
大営録郎
豊碕　卓

助　手

事務長

総務係長

総務主任

部　長

啓教

松永昌三
野林正路
伊集院

古　滝　美代子

社会

ff

ノノ

ノノ

ズノ

ノノ

魂3。4．1

27。4。工1
（黛4。9。3⑪）1

27。4、1
（24。］i”⑪．1⑪）

38。嚇。1

貯。魂。／

¢5。7。31）

緩7。6。鷲

即。＄。欝・

27。5。1

27。5、1

27。5。1

30。嚇。1

瓢。5。1

3雛。嘆ほ6

143。4。1

＄2．4。1

壌3、4。1

㊨。6。1

25．12．2

授44。4。i

金原　実
守屋孝彦
櫻井明俊

　雨宮昭一
　湯田　勝
　村中知子
自然

　古井伸哉
　豊田　彰
　五十嵐　　　稔

・　小野瀬　　　宏

　高野勝男
　仲帳　健
　長田義仁
　三　島　祥　こ二

。　三　輪　五十二

総台科翼

　松井宗彦
　申村啓治
　竹田　旦
　石綿敏雄
　軽野洋一
1井原　聰

42。4。11

25。1驚。2

％。531
G＄。魂。1）

5L礁。1
5⑪。畷。烹

1松山泰男
　南方　醗
外国語

　大野一郎

立助教授5⑪。4ほ｝
　　　l　　　　s　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　il

内繭嘉男
藤村
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講　師

教　　授

通 レ

54．4，11

44。魂ほ

慧戴L1

黒澤　博
星野　徹
中村　融
川村安宏
外山轍雄
課坂宗重
木村光一

教　授43．4．1
　　f9　　畷黛。4。1

　　　！メ　　　　24．5。31

　　1（瓢∴31）
鋤教撰47．4。蔦
　　ノ／　　5⑪、1⑪．1

講　　齪＃4．　4ユ
1

教　授35．4。1
　　　ノノ　　　　　43．　4　．　1

　／ノ　143。4。1

　fS　l鐙。4。烹

跡教授4g．4．1

　ff　　礁乳纏。1

　　ff　　4＄。畷識

　　eg　　5L　4。1

　　　〃　　　、48、7、1
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　t

敵　　授｛4＄．ア，1

鍵

馨

　　　ノ〆

助教授

so　s　m£　di　1

＃3．4。1

欝L4。1
so。1⑪。欝

ffi5⑪・1L1

講　痴54。4。1

　ノノ　　54、4。i

教　　授

縫

ノノ

／ノ

馨

鐸

ff

難

24。5。3x
（鎗。2」の

％。6。蔦

37。5。裏6

140。4．x

菊。4。1

滉。4。1

30惑ほ
礁囁。4。1



附　録

氏 名職名雄謂豚 名職名薩謂

笹禽責夫
島岡　將
鈴木芳男
都築正巳
藤平誠二
小井戸　光　彦

高橋智之
伏　見　潭次衰霧

大久保　伸　子

クラウス・リチ
ヤード

保健体育

大山　東
関沢忠重
杉　原　潤之輔

服部櫃明
太田茂秋
巽　串薩
畠山澄江

事務部

山田益男

谷津民詑
名取　満

助教授
警

鞭

　　　〆s

　　　fS

　　＃

講　師
　　　ノノ

　　　ff

外国人教
師

教　授
　　　ノタ

　　　ノノ

助教授
　　　sノ

講　麟

無礁15　塚田芳郎
4呂。z1　　榎戸二三枝
壊o澱。1　　大越美知子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

42．礁11　佐藤　　隆
F

事務長窯4議．31
　　　　（21．4。悠）

庶務係長42，4．1

庶務主任32。焦鱒

49．4ほ6

142．4ほ

49憾。ltl　小和瀬裕子
54．4．1　　石輪正徳
5L4．1　　鴨志田正明
53．8．1　　龍　崎　利　次

　　　　澱崎泰子
　　　　　　　山　田　登美子
25．6。30

　　　　1　生田目　静枝
（ll：1：ll）1天野茂勝

　　　　大場定弘45。4．15

　　　　吉成栄一5魂，4。1

礁凱1　　宮本けい子
酪．4．1　　中　村　よし江

（24、5．31
22、i1．5）1　暴　饗　壽由撰

　　　1小沼信利
　　｛介ノHきよ
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛

　　　　塙　芳子
　　　　　　　藏　井　由紀子

39。4。1

43。4。1

犯。墨。1

32。5．20

森嶋正徳蹄蔽34β。9
今村真治会計主任32．3．1

　　　　34。3。9

　　　　騒。7。欝

　　　3呂。8。1

　　　　43。4，1
　　　　　　5窯ほ⑪。1惑

　　　　　45。x．12

　　授e・ff・］
教務係長　　　　　　；2δ。3、31

　　　　4碓讃。1

　　　　壌2．4。1

　　　　魂黛．4。1

　　　　　魂2。4ほ

　　　　　47．xx．1

学生係長37．⑳．1

学生主任133．4．］Z．

　　132。926
　　　　　46，2．17

　　　　4呂。2ほ

工業短期大学部

氏 名織名難謂睡 名｝　　　任　用　職名　　　年月日
〈tw＞秋田　康　一

1併）菊地　　　彌

機械工学科

小室成功

学　長
主　事

教　授

53議⑪。9

2魂。5。31
（17。1228）

24e5。31
（17響1。2⑪）

春日光雄

佐藤腰久
山野辺　義　栄

電気工学科

教　授

講　師

メノ

慧4惑。31
（x8．9。30）

忽。5。31
¢3。10。1）

騒。4。黒
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附　録

氏 名1職名薩謂1氏 名職名薩謂1
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ま

関山正憲撒

大島利彦講

小野　訓
堀井龍夫

電子工学科

菊地　彌

岡崎英次
東　貞男
打越　聡
長本良夫

工業化学科

本上孝夫
津久井　陸　郎

荒又健夫

一般教育等
小又基彰助

　　 　　　く　　　　　　　む　　　　　　　　　　　　ミ　　　　　　

　　　授㍑4．翫31　　松井正道撒　　授　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　49．4．1

∴臨：擁部城和宏”48’　4繊x

　　｛　　　；古澤長利事務長風翫31
教翼（19：副島勝賢総嶽（9i：1：1）

　　　　　　吉沢邦勝会計主伍39、飢14　ノノ　　3危4．1
　　　　　　　　　・　柿　本　豊　子・　　　　42．me．22
助教授38、4ユ
　　　　　　会沢公健1　　　42．4ユ講　　師　　　妬。4。1
助手悔蝋　鈴木敏行　　5°・蝦
　　　　　1田中裕二　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　54．4．1

教　授24．　s　．3x　E田辺利男　　53訊1
　　　（18．叡3碑　佐藤初夫1　　　降3憾。1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　き　　　　　”　44・「o．　X　鈴木勝隅学雛長32・4・1

講難：∴瓢清悉雛任ll9：1：｝
　　　　　　服部通雄　　i　s3・　・ii，　・　me

氏 名織名集謂医 名隙名陛謂
事漏　　l　l　　！繕糖子　　35・獅
小室落郎醸務局長憶3。4慧　　　　　　　　　　大畠信子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41．5．2

庶撚　　　1　　　　｛鰯輪美灘　　44．　4　，26

須ノ内英夫庶務部長53．4．11　舘野久雄稠査係長3⑪．8．X6
庶翫絋懸∴。。嘱饗正葦齢蕪柵
課淳靖醗鰍1：｝1壕課俊郷事課賊4，、

灘1擁lll灘ll脚｛ll11
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附　録
氏　　　　　名 職　名 舞謂1｛氏 名職名薩月習

塙　　　武斑 給与係長 35。L1 奥井三郎 経理課長 5礁4。1

高　野盛雄 給与主任 3甑4。1 村　山　三　郎 課長補佐 鍛。8。31

申　村雅　昭

大　部　進正
職員係長｝ll：晶 川　又　博道

丹　羽若　江

出経係網25・1231

　　　　　24讃31
（鍛。1⑪。1⑪） （驚3。β。1）

横　山　　茂 4襲，11。1 田　上　喜世子 34。L5

藤岡美智子 45。4．1

　　1
本　田　茂　男 嬢2，4。1

経理部 網　皆川　富美 44．4．1

藤本龍次 経理部長 級。4。1 出　田　隆　二 用度係長 露7。9。1

主誹課 清　水　潤　平 用度主任 37。3．8

斉藤　　進 主計課長 5£。4．1 藤　田　里　美 護⑪。4。1

軍　再　仁一 課長補佐 3L5」0 東　　　正　弘 34．9ほ

江幡　　哲 総務係長 ％。5ほ6 宇留野友江 壕8。6。1

浅珊　栄一 監査主任 3乳3。8 岩　上　由美子 5⑪。9。欝

田　中　　登 43。4．1 木村俊　男 3LL20
関　根　よし子 52。4．18 綿　引　忠　光 342．2⑪

大久保　ひろ子 妬。8．1⑪ 珊　：津晴一 5⑪。4．16

吉　岡　ひ　て 鍛。5。31 森　田　せつ子 翻。6。3
（£3。4．1）

今　州　く　ら 53。4．1

石　井忠雄 守衛長 窯5。228 三　村利　行 給与係長 窯7．5．26

関　　　信　夫 3L1⑪．1 皆　川　久　夫 犯。嘆。1

小林　　　勇 慧5。4。5
宮　部　利　夫 妬。7。1

鈴木保治 鷺82。1 湊　　一英 52。4．1

浅野宗徽 38ほ⑪。1
宍　戸旬　子 纏7ほL1

関　　　行誰 472．16 浅野辰吉 共済係長 驚亀1黛。7

木村　　昇 難L魂。16
菅　谷　文子 共済主任 ％。5．31

安沢利定 司計係長 32。7．1 川　松　良　枝 47、4．1

大野妙　子 予算主任 28訟7！施設課

高野修二 43，52⑪
草間　健三 施設課長 5L4。1

中　村英夫 管購係長 解。5識6 幸　田　典弘 課長補佐 驚8。L1
笹

金　田　蜜雄

昭治瞭財主任 37。1⑪．1

50。4．1
廣　木伸行
坂本　　寛

企画係長　　　　：26。5。1窃

頒認39。525

緒方広之 3驚。5。1
栗　田　博子 43。墨。1

宮　田　祥子 48。5．1
小野瀬競美 藪。1⑪ほ

小野島秀人
経理課

欝3。4。1
大森 判技蘇長 38．74
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附　録

氏 名職名陛月割氏 名織名臨否
阿部　徹
和田吉文
沢口哲也
畑岡順吉

荒木健司
中　山　あや子

斑原井　敏　美

小貫京子
大沢　全
長谷罵　照　晃

堀越　了
学生部

（併1山本　勝　巳

岩田守央
学生課

村井　蕃
菅谷敏男

吉岡忠則

野上一夫
皆川善広
訟　綺　千恵子

介蝿貢一
今橋勝也
寺山一見
沼尻　直
大串弥蔵
大　串　喜代子

渡辺　栄

清原順子
高久明寮

簿ee

電気設備隠8．1．1
係長

39．2．1　　今村美代子
菊．82⑪　厚生課
53．　4．エ1早爆正美
　　　1

　　　　　49，4．　ll

　　　　24。5．3X
　　　（22．U．5）’

　　　　礁L12⑪
　　　　41．5。2

機械設欄39．4．1
係長

学生部長

学生部次
長

学生諜長

課長補佐

総務係長

学生係長

学生主任

茨苑会館
係長

舅惑。1

然。5。31
（24．4。3⑪）

畷o。壌』

＃2。魂。1

＄2。7。1

24．5。31
（2爆、2。28）

鍛。5。31
α。慧。の

4黛。嬢ほ

姦3。4ユ，

誉1。囁。％

％惑．2騒

3嚇。1⑪、1

4嚇。6。1

3⑪」2。茄

篠3。52露

嘱。8。欝

貯β。1

礁7。4。1

｛4⑪。1黛ほ

島　賢昭
赤須正一
杉　善子
長山啓一
石嶋友子
申庭　昇
灘　田　吉太郎

石　jllと　み

屋山菊枝
浅野慶広
海　野　たね子

晶州　競
青　山　美代子

佐藤和子
塚田幸子

入学主幹

矢島三郎
（併〉吉岡　忠　則

　大久保　貞　和

1　海老根　　　保

保健管理センター

　中島潤子
　小川俊樹
　高安　ツギ子
附属閣書館

本館
i〈併）浜田　哲夫

渡　辺　友二郎

石塚直記
椎名敦子

羅＄。9。17

摩生課長54護ユ
厘生係長・27、9．1

摩生主任38．4．1

3L　5、lo

l27。嚇，鱒

遮3。畷。1

45。5。1

46ほ2。鐙

444124
壌L4。7

奨学係舞24、凱31
⑫2。礁3⑪）

鵜。4惑

保健係長30．6．1

保健主任26．5　．　ro

　　　5L4．1
　　　　　礁7議灘。u

入学主幹駁，4．1

入学試験24．5．31
係長 （驚12。の

瓠。6。1

ゆ窺
所　長49講。罵
講　締3⑪．5．1

　　　49．L烹

図書館長37、3．1

事務長隠乳9．1
管理係長24．甑30

会計主任24．鉱31
　　　1（23．3．13）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



附　録

氏 名織名陵月割氏 名1職名19月習

松本　博
山岸たま
竹　森　万里子

渡　辺　みち子

麺　田　正　子受入係長

木　沢　美千子

菊池文子
藤田宣子

47．s。1　1

護3。4。工

嘉2。4。2

喚5。2ほ6

35。5ほ

3樽。7。11

44。1⑪．1

婆7。4ほ・

1久信田幸道
茅　根　加代子

罵　澄　千鶴子

工学部分館

1併沽越光雄分館長鱒．4。1
藤枝達雄図書係長25．2　．28

和田紀代子　　　　34，4．1
助彊　　勉　　　　4⑪澱。1

48。5。1

49。1ほ
爆9。9．16

栗　山　明　凡

出　田　栄子

目録係長 翻1｛ 蓉糠享 46。8．1

魂8。5。16

須　田　美智子 37。3．8 農学部分館

佃　　　願子 54。5．1 （併）大高文男 分館長 貯。4．1

和　田　さつき 44。9．1
伽。3．31）

山　田　千恵子 48，646 　　　　　　　大　竹　隆　昌・図書係長27。4．1
（25。2。1δ）

鈴木　　　晃 閲覧係長 29。3．1
篠崎美知子 42。5．1

大森睦子 3魂。1黛．1
大　峰隆　之 5艦魂。1
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附　　録

4編集委員一覧

704

委員長木本英人
　　　　申川浩一
　　　　斉藤登志雄
　　　　鈴木正光
　　　　副島正美
　　　　中村　融
　　　　本上孝夫
　　　　図書舘長
　　　　学生部長
　　　　事務局長
史学委員進藤　寛
　　　　鈴木暎一一
　　　　伊集院　　立

　　部局編集委員

人文学部赤尾憲一
　　　　菊池哲彦
　　　　佐藤守弘
　　　　佐藤恵一
　　　　鈴木由紀生
　　　　鈴木邦武
　　　　田村武夫
　　　　木本英人
教育学部岡山　超
　　　　堀籠平吾
　　　　後藤末吉
　　　　浦中　淳
　　　　馬場道夫
　　　　平山文夫
　　　　小室　昭
　　　　加藤　節
　　　　茨木昭夫
　　　　柴田和子
　　　　久保田江満子

　　　　　中川浩一
　　　　　鈴木暎一
　理学部大石　潔
　　　　　土田哲也
　　　　　依田　修
　　　　　井口昌一郎
　　　　　斉藤登志雄
　工学部殿木義三
　　　　　寺門龍一
　　　　　今林　守
　　　　　石田健二
　　　　　山城貞男
　　　　　真瀬　寛
　　　　　磯田和男
　　　　　佐藤輝清
　　　　　坂間　勇
　　　　　武田二郎
　農学部副島正美
　　　　　丹野清秋
　　　　　大高文男
　　　　　大内　毅
　　　　　久保田治夫
　　　　　月橋輝男
　教養部櫻井明俊
　　　　　古井伸哉
　　　　　保坂宗重
　　　　　中村　融
　図書舘橘　　豊
　　　　　古越光雄
　　　　　大内　毅
工業短期大学部　本上　孝夫

　　　　　小室成功
　　　　　大島利彦
　　　　　岡崎英次



附　　録

津久井陸郎

松井正道
東　貞男
菊地　彌

　検討委員
委員長櫻井明俊
　　　　進藤　寛
　　　　中川浩一
　　　　斉藤登志雄
　　　　長坂秀雄
　　　　大内　毅
　　　　菊地　彌

専門委員
　　進藤　寛
　　石島紀之
　　鈴木暎一
　　石原秀志
　　堀籠平吾
　　中村芳昭
　　鈴木正光

大内　毅
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編　集　後　記

　茨城大学劇立三十周年認念式典は，昭和54年5月31日に挙行されたが，

この翻立三十周年記念事業の一環として，『茨城大学三十年史』の霧行が

企図され，第1躍編集委員会が醐かれたのは，岡年7月19日のことであっ

た。この日から編集要項が実施され，茨城大学三予年史編集委員会が発昆

し活動を閣始した、

　これより先，最初に秋田学長から三十年史編集耕行を検討のため，委員

会の設麗計醐が報告，了承されたのは，昭湘54年3月15日の評議会の席上

であり，次いで4月19日の評議会において三十年史検討委員会の委員が決

定された．そこで岡委員会は，櫻井明俊委員長を中心に2團の会議を経

て，学長からの諮問箏項，すなわち三十年史編集の大綱，編集上の機構，

予算措麗等について検討し，筒年6月7日学長に答申したのであった。し

たがって編集委員会は当秘から，この検討委貴会案に基づく基本方鋭に従

って具体的作業を閣鎗することとなった．

　しかし，実際に編集作業を麗始してみると，実惰にそぐわない問題がい

ろいろと生じてきたので，幾つかの颪で当初の方錯に修正を撫えざるを得

なくなった（通史と部局史，共同利用施設といった繊成方針は不変）．それらの

主要なものは，総ページ数（当初は約魂5⑪ページ），邸購費予算（当初のL5倍），

刊行蒔期（昭和55年度→昭和5碑度）についてであった．これらの修正は，

逓算18圃（最整回は昭和5脚7月9日）に及ぶ編集委員会を含む約2か年の

緬集期闘における誇余麟折の結栗である。特に，資料収集等の準備期閥を

欠いているため，先ず資料集めの作業が難行し長期間を要したこと，当初の

総ページ数と予算では資料編までの掲載は無理なので，資料編は別柵縄行

を考えたが，結局本編に必要隈度の資料を付けるように変更したこと，通

史的部分＝総説にかなりの重点を麗き頁数を割いたこと，などの影響が大

きかった．とにもかくにも，波乱に寓む本学三十年閥（目安は満三十周年の

昭和54年5月3珊まで）の歴史を，乏しい資料の中で，しかも本務の片手間

で筆にすることは，なかなかの難事であって，原稿が出揃うまでに予想外



の期間を経過したが，一応出そろった後も，その整備充実，調整に多大な

時間と労力を必要とし，刊行目標期限は延び延びになってしまった．その

聞，編集姿員以外の教官をも禽めた専門婁員の方々に原稿点検をお願いし

た。部局史は各学部・部局の内部の編集委員会にゆだね，内容的にも共通

大綱のほかはそれぞれの独自性を尊重するようにした．特に教養部の稿

は，r茨城大学教養部十年史』（昭和54年3月発行）の本文の要約であり，漂

著の独自の編集方針がそのまま反映されることになった．ただ，この場合

にも大学の基本的機能である研究活動については，他学部と同様なスタイ

ルで補足をお願いした．事務局と学生部については，当初通史の中にすべ

て織り込む予定であったので，中途半端なものになってしまった．資料の

不備，予算枠の闘係で翻愛した項目も幾つかある．また，さきに響行され

ている：茨城大学十年史』の期間についても，薪たに三十年の中に再編定

位させられたが，紙数の都合でその期闇については省略した部分もある．

　このようにさまざまな欠陥を包蔵し，反雀材料は多々あるが，これは結

局のところ編集企画の不十分さ，緬集俸鋼の不備等主として編集委員長の

未熟さに帰因するものである，，それにしても，この種の詑念事業は，早期

より余裕を持って計懸的になされなければ，望ましい成果を挙げ難いもの

であることを痛感した次第である。不完全なるが故にむしろ愛着を感ずる

摩書が，我が茨城大学の樗来計画，研究教育の改善検討など，諸課題に対

越するための資料として幾分なりとも役立つならば幸甚である。

　なお，本文中，入名の敬称は学内・学外を聞わず省略させていただき，

專門用語・用字については，当該部局の慣用に従い，特に統一しなかっ

た．また，年号は元号を用い，適宜蓉謄を餅記した．

　おわりに，本書の編集・執筆に当たって貴重な時閥と労力を提供された

編集委員，検討委員，専門委貴の方々は勿論，資料収集に協力された須ノ

内英夫幹事長（庶務部長）をはじめとする事務系の方々，また終始重要な

助醤を頂いた櫻井検討委員擾，原稿の点検，整備，清書等に誠意奉仕され

た橋本文佑文書係長に対して，深甚なる謝意を表したい．更に，資料とな

る情報をお寄せいただいた本学名誉教授の方々はじめ学丙外の協力考，序

文と題字を頂いた秋田学長にも特記して御礼を申し上げたい．

　　昭和56年8月

　　　　　　　　　　　　　　　　　編集委員長　木本　英人
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