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第1章：大学はどんなところか



1-1．大学の基本的な使命とは

新しい知を生み出し、その成果を蓄積して、
後世に伝えていくこと

大学は国境を超えたグローバルな学術組織

初年次セミナー共通教材, 2017, p.1

• 知を生み出す過程では既存の学問知を
批判的に検証し、新しい発見、概念、解釈、
方法などの正しさを世に問う

研究活動

（研究成果：図書、雑誌、電子ジャーナル、

データベース等の形で図書館に蓄積）
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大学の授業

初年次セミナー共通教材, 2017, p.1‐2

講 義 既存の知識を体系的に学ぶ

少人数演習 発表・議論をする能力を鍛える

実 験 ・ 実 習 特定のスキルを修得する

知を次世代に伝える場

多様な授業形態

大学での教育・研究活動は、学生の
全人的かつ多面的な発達が求められる

ｗｉｓｄｏｍ（叡智）

• 知識・技術を用いて論理を組み立て、実証
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• 大学は、学術の中心として、広く知識を
授けるとともに、深く専門の学芸を教授
研究し、知的、道徳的及び応用的能力
を展開させることを目的とする。

• 大学は、その目的を実現するための教
育研究を行い、その成果を広く社会に
提供することにより、社会の発展に寄与
するものとする。

初年次セミナー共通教材, 2017

学校教育法 第83条
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アカデミック・フリーダム

大学の性格を端的に表す言葉

• 教える自由、学ぶ自由、研究する自由

• 政治的・思想的な圧力を受けることはない

• 国が定める学習指導要領は存在しない

• 教育内容・方法を各大学や担当教員の裁量
で決めることができる

• 研究・教育の水準を維持・向上させるための

高い自律能力や説明責任が求められる

初年次セミナー共通教材, 2017, p.2 4



大学の起源：中世ヨーロッパの大学

• 法律家、聖職者、医師など、人間の生命・
財産を司る専門家を養成する機関

• 特色ある講義内容に全ヨーロッパから学生
が自然発生的に集まる

• 教授言語はラテン語

• 大学としての自治権を認めてもらう

• 組合組織（ウニヴェルシタス）で大学運営

 大学の語源

初年次セミナー共通教材, 2017, p.2 5



ヨーロッパ最古の大学：ボローニャ大学（イタリア）

http://faculty‐staff.ou.edu/P/Katherine.A.Pandora‐1/hsci3013exam2pix.htm
2017年1月20日検索

初年次セミナー共通教材, 2017, p.2 6



リベラル・アーツ

人間をさまざまな制約

から解放するという

意図が込められている

教養教育の原点
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初年次セミナー共通教材, 2017, p.2

論理学、修辞学、文法、算術、

幾何学、楽理、天文学

専門分野に進む前に多彩な
学問分野を学ぶことにより、
無国籍的で自治と進取の
気性に富む性格が形成
された
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1-2．大学生になるとはどういうことか

① 新生活のマインドに早く切り替えよう

② 大学で学んだ内容をつねに振り返る習慣を
身につけよう

③ 自分から「問い」を立てる習慣を身につけよう

• 「授業振り返りアンケート」
• 「学修の記録」（2‐4を参照）

初年次セミナー共通教材, 2017, p.3‐4

• 「問い」を立てるコツは、「通説を疑う」こと

• 問題意識を掘り下げて「問い」を具体化し
探究すること
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1-3．大学にはどんな人がいるのだろう

初年次セミナー共通教材, 2017, p.4‐5

経営陣
• 学長
• 理事ほか

大学教員
• 研究者であり、教員であり、研究室の経営者
• 学外で社会貢献活動等を行うこともある
• 高い自律性の文化を持つ専門家集団
• ティーチャーというより学びの先達

大学職員
• 事務職員、図書館職員、技術職員、看護職員など
• 学生に身近なのは、教務・学生・図書・国際部門の職員

大学の教職員以外
• 大学生協の職員
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大学生（学部生）：約11,700人
社会人学生

• 仕事や家事・子育てをしながら学ぶ人、
退職してから学ぶ人など

外国人留学生
• 出身国、留学目的、専門分野など多様

大学院生：約4,700人
• ティーチング・アシスタント(TA)や留学生の
チューターとして学内で働く人も多い

多様な学生

初年次セミナー共通教材, 2017, p.4‐5 10



平成28年度神戸大学データ資料集（平成28年5月1日現在）

＜全学（学部・大学院）＞

初年次セミナー共通教材, 2017, p.5

外国人留学生受入れ状況
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学生スタッフ
神戸大学では、在学生が後輩学生の学修を
支援することを奨励し、その業務内容に対して
経済援助を行っている

• スチューデント・アシスタント(SA)
• ティーチング・アシスタント(TA)
• シニア・ティーチング・アシスタント(STA)
• 留学生チューター

初年次セミナー共通教材, 2017, p.5‐6

学修支援学部生(SA)
大学院生(TA,STA,留学生チューター)

学部生

留学生
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1-4．神戸大学はどんな大学だろう

1902年（明治35年）

神戸高等商業学校

• 「真摯・自由・協同」の精神

学問に打ち込み、己の心身を鍛え、
自由を尊び、互いを助け合う文化

• 「学理と実際の調和」の理念

問題解決に挑戦する

実学重視の伝統

初年次セミナー共通教材, 2017, p.6

10学部15大学院の総合大学
文理融合型の教育・研究活動
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• 海・山・平野を網羅し、各地に点在している

キャンパスマップ（平成28年度神戸大学データ資料集）

初年次セミナー共通教材, 2017, p.6‐8

複雑かつ起伏に富むキャンパス

キャンパスを散策してみてください
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• 旧居留地、南京町、酒蔵、

異人館、神戸ムスリムモスク

• 映画や小説の舞台

南京町 神戸ムスリムモスク

初年次セミナー共通教材, 2017, p.8

神戸の個性あふれる街に位置
神戸を舞台とした作品一覧

•NHK連続テレビ小説『風見鶏』

•NHK連続テレビ小説『甘辛しゃん』

•映画『アゲイン 28年目の甲子園』

•『青が散る』（宮本輝）

•『兎の眼』（灰谷健次郎）

•『お家さん』（玉岡かおる）

•『風の歌を聴け』（村上春樹）

•『華麗なる一族』（山崎豊子）

•『細雪』（谷崎潤一郎）

•『少年H』（妹尾河童）

•『太陽の子』(灰谷健次郎）

•『天の瞳』（井上靖）

•『火垂るの墓』（野坂昭如） など
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神戸大学で撮影された映画・テレビ

映画「海賊とよばれた男」

兼松記念館

映画「日本のいちばん長い日」
兼松記念館の記念室
神戸大学広報課 公式Twitter
https://twitter.com/kobeu_pr/status/629578292580868096
2017年1月20日検索

NHK連続ドラマ小説「べっぴんさん」

六甲台本館

初年次セミナー共通教材, 2017, p.8 16



• 震災文庫

• 都市安全研究センター

• 「安否確認システム」(ANPIC)
• 学生ボランティア支援室

（鶴甲第1キャンパスA棟1F
ラーニングコモンズ内）

東北ボランティアバスプロジェクト

都市安全研究センター

初年次セミナー共通教材, 2017, p.8‐9

阪神淡路大震災から得た教訓の発信
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