
慶應義塾大学の教育カリキュラム研究

� 研究目的研究目的研究目的研究目的
– 基盤研究「慶應義塾大学の教育カリキュラム研究」は、2005年度から２ヶ年にわたって研究を

行ってきた。その目的は、大学の環境が変化するなかで、大学が次世代に伝えていくべき知の
体系および教養のあり方を再検討するとともに、現在慶應義塾大学で行われている教育カリ
キュラムの在り方を検証し、今後あるべき大学カリキュラムに関する提言を行うことであった。

� 研究活動内容研究活動内容研究活動内容研究活動内容
– 2005年度には、現在の各学部のカリキュラムの状況に関するヒヤリング調査や、大学カリキュ

ラムに関する識者を招いての勉強会に重点を置いていたが、2006年には、2005年度より着手

していた４つの大規模な調査を完成させた。すなわち、１）日吉の諸科目における成績評価に
関する調査、２）学部カリキュラムの比較調査、３）カリキュラムに関する学生アンケート調査、
４）米国のリベラル・アーツ・カレッジのカリキュラム調査である。

� 『『『『慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学慶應義塾大学のののの教育教育教育教育カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム研究研究研究研究 ―――― 改革改革改革改革へのへのへのへの処方箋処方箋処方箋処方箋』』』』（（（（28282828項目項目項目項目のののの提言提言提言提言））））

– 以上の調査をもとに、2006年度末に最終報告書『慶應義塾大学の教育カリキュラム研究 ― 改
革への処方箋（2005～2006年度基盤研究報告書）』（Ａ４版203頁）を完成させた。

– この報告書では、まず前半でカリキュラムに関する28項目の提言を掲げている。これらの提言

は、１）成績評価方法、２）セメスター制度、３）履修登録制度、４）講義要項（シラバス）、５）日吉
設置学部共通科目の新しいあり方、６）外国語科目における習熟度別クラス編成の導入と整備、
７）副専攻制度、８）カリキュラムの国際化、９）人事とカリキュラム編成に関するものである。

� 調査報告調査報告調査報告調査報告
– 本研究では、大規模な4つの調査を行った。 １）総合教育科目・外国語科目を中心とした学部カ

リキュラムの比較分析、２）成績評価方法に関する実態調査、３）米国リベラル・アーツ・カレッジ
のカリキュラム調査、および ４）学生アンケート調査である。前術の報告書後半は、これらの調
査の結果をまとめたものであり、これらの調査データを、詳しく掲げている。

– いずれの調査も、これまでほとんど行われることのなかったものである。とりわけカリキュラム
関連事項の項目を中心とする学生のアンケート調査は、無作為抽出の手法で行われたもので
あり、慶應義塾大学の現状を知る上で非常に貴重なデータを提供している。

� 活動記録活動記録活動記録活動記録
– 2005年度は、幹事会４回、研究会９回（勉強会、講演会、調査ヒヤリング、合宿を含む）が開催

された。2006年は、それぞれの調査グループの個別の会合を除き、幹事会3回、研究会6回

（合宿を含む）が開かれた。

� 活動活動活動活動メンバーメンバーメンバーメンバー
– 本研究会のメンバーは次の通りである。

大場茂、倉田敬子、坂本光、納富信留（2005年度まで）、石井明（幹事）、伊藤行雄（座長）、林
田愛（2006年度から）、岩谷十郎、大久保教宏、木俣章、小屋逸樹、鈴木透、種村和史、佐藤
望（幹事・教養研究センター副所長）、小町谷尚子（2005年度まで）、鈴木由紀（2006年度から）、

金田一真澄（座長代理）、萩原眞一（幹事・教育研究センター副所長）、太田達也、村山光義
（幹事）、倉舘健一、小磯勝人（慶應義塾大学出版会）、横山千晶（教養研究センター所長）、近
藤明彦（教養研究センター副所長）、岩波敦子（教養研究センター副所長）、田上竜也（教養研
究センター副所長、2005年度まで）、中島陽子（教養研究センター副所長、2006年9月から)
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� 趣旨趣旨趣旨趣旨

– 論理的思考力が感性や身体性身体性身体性身体性と手を携えて初めて真の知性が生まれることは、言を俟たない。
さらに、身体は、フーコー以降の現代思想でも、脳科学や認知科学でも、芸術や臨床心理学の領
域でも、大きな注目を集めながら、それぞれが社会構成主義、科学主義、体験主義と異なる枠組
みで研究・教育が進められてきているが、相互間の交渉はいまだに乏しい。まさにそれぞれの成
果を研究のみならず教育の実践を通して統合する試みがなされるべきときがやってきた、と言え
るであろう。

– 同時にそれらの知を伝える新新新新たなたなたなたな授業授業授業授業のののの形態形態形態形態を模索することも重要である。慶應義塾において
も、各領域でフィールドワークを取り入れた少人数授業やインターンシップのような体験型実務教
育が徐々に広がりつつあり、大きな成果を挙げている。これらの新しい教育の試みを推進すると
同時に、効果的な授業形態の可能性を探ってゆくことが、大学教育の未来のために不可欠であ
ろう。

– 教養研究センターでは、そのような見地のもとに、21世紀の中で私たちが再建再建再建再建もしくはもしくはもしくはもしくは発見発見発見発見すべすべすべすべ
きききき「「「「身体身体身体身体」」」」とはとはとはとは何何何何でありでありでありであり、、、、それをひとつのそれをひとつのそれをひとつのそれをひとつの「「「「知知知知」」」」としたとしたとしたとした上上上上でででで次世代次世代次世代次世代にににに伝伝伝伝えていくにはどのようにしたらえていくにはどのようにしたらえていくにはどのようにしたらえていくにはどのようにしたら
よいのかよいのかよいのかよいのかを教職一体となって考える場として、2005年5月に基盤研究「身体知プロジェクト」を立ち
上げた。2007年度は理論と実践の両輪を充実させるべく、以下の活動を展開中である。

� 活動活動活動活動
本年度取り組んでいる実践は、次の３点である。
－ １１１１ 月例研究会月例研究会月例研究会月例研究会

さまざまな分野で語られる「身体知」の理論を見直し、そこから慶應義塾において実践に対応
しうる身体知の理論構築を行う。

－ ２２２２ 実験授業実験授業実験授業実験授業「「「「アートアートアートアートでででで体体体体をひらくをひらくをひらくをひらく、、、、心心心心をひらくをひらくをひらくをひらく」」」」
今年はアートという表現ツールが、どのようにさまざまな気づきやさまざまな知的活動の開発

に適応できるのかをワークショップをとおして考える。
－ ３３３３ 2007200720072007年度未来先導基金年度未来先導基金年度未来先導基金年度未来先導基金「「「「声声声声プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト」」」」

創立150年記念未来先導基金の事業として、「身体知プロジェクト」を母体とした実践プログラ
ム、「声プロジェクト」が採択された。本事業は「声」を中心とした教育を見直すことをその目標と
している。内容は以下のとおり。

１１１１．．．．新新新新しいしいしいしい文学教育文学教育文学教育文学教育････語学教育語学教育語学教育語学教育
「「「「新新新新しいしいしいしい文学教育文学教育文学教育文学教育」」」」

大教室で行われている「文学」の講義の履修者（全学部共通科目「文学―物語･自己･歴史」（法学部
武藤浩史担当）を対象として、2007年の夏休みに朗読と身体ワークショップの講師を招いた集中的な
実験授業を開催した。ここでは「朗読」と身体に対する気づきのワークショップを経て、文字としての文学
の創作過程に自らが参画していくことまでを体験するプログラムをＤ．Ｈ．ロレンスの『チャタレー夫人の
恋人』を使って行った。この試みは、通常学期の大教室授業に足りないところを補い、「マスプロ授業」の
改革のための実践である。通学生、通信教育生、および教員からなる20名の参加があり、大きな成果を
上げることができた。
「「「「ドラマドラマドラマドラマをををを通通通通したしたしたした語学教育語学教育語学教育語学教育」」」」

この実践では書かれたものを身体を使いつつ、理解し、理解したものを再び自分の身体を使って他人
に伝え、そのようにして獲得し共有したことを再びロゴス化してみるという一連の訓練を、新たな知の領
域として学生たちに周知させる試みとして、「ドラマ」を使う。本年度は外国語教育研究センター設置英語
｢ドラマクラス｣(全学部共通科目 法学部 横山千晶担当)をその実践の場として、新たな語学教育を模索
する地場とする。この授業はすべてワークショップの形式で行われるものであり、クラス内でのグループ
ワークそのものがすでにコミュニケーション構築の場である。

２２２２．．．．声声声声とととと身体身体身体身体とととと歴史文化歴史文化歴史文化歴史文化のののの接点接点接点接点をををを探探探探るるるる教育実践教育実践教育実践教育実践――――大学教養教育大学教養教育大学教養教育大学教養教育におけるにおけるにおけるにおける音楽実践音楽実践音楽実践音楽実践
声と楽器に実践を取り入れた授業カリキュラムの実践を行う。この授業は、声を通じて学生に共同実践

の体験を行わせ、歴史・文化・言語の総合的な学習の機会とすることを目的とするもので、日吉キャンパ
スで展開される総合教育科目「音楽」（商・経済学部開設 商学部 佐藤望担当）の枠内で行う。その効
果は、第一義的には、学生にとって協働の喜び得る体験の機会となるとともに、自身の声を通じて歴史
文化の深みに直接的に触れるという点にある。同活動は、身体知的実践の成果を学内と地域に披露し
ていた。こうした緊張感を与えられる場面の存在により、学生にとっても得難い感動的体験を与えること
ができるであろう。
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� 研究研究研究研究のののの目的目的目的目的とととと意義意義意義意義
– 本研究プロジェクトは、大学教育におけるリベラル・アーツ教育(教養教育)の新た

なモデル構築を目的とした総合的な共同研究である。

– 人類が営々として築き上げてきた広大な｢知｣の宇宙とはダイナミックで有機的な
連鎖体であり、そこで人間が実際に知的活動を繰り広げる生きた世界にほかなら
ない。リベラル・アーツ教育（教養教育）に求められているのは、｢知｣の宇宙・世界
の在りようを理解し、その中に自己を位置づけていくことが可能となるような「学
び」のプログラムとそれを実施するための「学び」の場を整備した全人教育である。

– 本研究プロジェクトの活動と成果は、そうした大学におけるリベラル・アーツ教育
(教養教育)実現に資すること、すなわちより深化したリベラル・アーツ教育(教養教
育)モデル構築を目指した理論的研究とモデルのデザインおよびモデルの実験・実

践のための拠点形成を目標としている。

– リベラル・アーツ教育（教養教育）を考える際のスタート地点ともいえる｢知｣の宇宙
を考える場合、これを構成する知のあり方として、本研究プロジェクトは六つの
「知」を想定している。それは身体知身体知身体知身体知、、、、言語知言語知言語知言語知、、、、文化知文化知文化知文化知、、、、社会知社会知社会知社会知、、、、科学知科学知科学知科学知、、、、複合知複合知複合知複合知
の六つである。(下図を参照)
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� 身体知身体知身体知身体知とととと言語知言語知言語知言語知についてについてについてについて
– ひとが何らかの知的活動を展開しようとする場合、その基盤となるのは身体であり、身体を基

盤として発話あるいは記述される言語（ことば）であり、どのような知的営為も身体活動と言語
活動なくしては成り立ちえない。中でも人類の文化・文明は言語に依存している。つまり、人間
は言語を手にしたことによって、抽象的思考を飛躍的に発達させてきたのである。また、発話を
通して人間は獲得した知識を他者に伝え、さらにはそれを文字化することで、時間を超えて次
世代へと継承させることを可能とした。人間の文明社会は、言語によって伝達・継承が可能と
なった人類の叡智の積み重ねの上に成り立っている。

ただ、言語化された知の中には、実際の体験を通じてより確実なものとなっていくものも少なく
ない。体験を通じて知が｢身につく｣のであり、さらにそれを多くの人びとと共有化できるならば、
知は経験知としてより大きな広がりを持つことにもなるだろう。他方、言語化することでは伝達・
継承の困難な知が存在する。何らかの具体的な身体運動を繰り返し積み重ねることで獲得さ
れるさまざまな｢技｣や芸術的な身体表現などが典型であろう。これは暗黙知とも、限定的な意
味での身体知とも呼ぶことができる。しかし、この体験的な暗黙知にしても、言語知と同じように
共有化による経験知化は可能なはずである。その意味では、身体知とは、広い意味で言語知
や暗黙知とそこから派生するはずの経験知を支える基盤だということもできる。

� 文化知文化知文化知文化知・・・・社会知社会知社会知社会知・・・・科学知科学知科学知科学知についてについてについてについて
– ひとは身体と言語を用いながら、｢よりよい生き方｣を求めて多様な知的活動を繰り広げ、数多

くの成果を生み出してきた。それらの知的活動や成果については、いわゆる伝統的なディシプ
リン型の分類に従えば、文化知・社会知・科学知と名づけることもできるだろう。このようにして
文化知・社会知・科学知に分類された知は、体系化されながら伝達、蓄積、継承されてきた。こ
れらの知やその方法を正しく次世代へと伝えていくことは大学教育のきわめて重要な役割であ
ることは時代を超えて変わることはないだろう。

� 複合知複合知複合知複合知
– 21世紀に入り、人類は地球規模で展開する多くの問題に直面し、かつてない危機の時代を生

きつつある。個々の問題に危急の解決が求められながら、ひとはなお解決の糸口を探しあぐね
ている。これらの問題の多くは、従来の知の体系だけでは解決不可能な問題として目前に立ち
はだかっている。とすれば、問題の解決にはより新しい視点・方法・技術の創出が、つまりより
大きな知のパラダイム転換が必要である。

そのためには、伝統的な知の体系や学際的な知の体系の組み直し作業の成果を活かしつつ、
これを大胆に模様替えする、あるいはまったく新しい体系を組み立てることが不可欠であろう。
その際、それが机上の空論であってはならないことはいうまでもない。21世紀に登場する新た
な知の体系は人間の身体性にしっかりと裏打ちされていなければならない。そのような複合的
な知の体系構築に取り組むことのできる知的基盤を「身につける」ことはリベラル・アーツ教育
(教養教育)に求められる重要な役割である。

以上のような六つの知からなる｢知｣の宇宙に触れることで、またこの宇宙を自身がよりよく生きていくた

めの海図として活用できるようになることで、一人ひとりが自己を振り返ることに始まり、他者を知り、他者

との関係を築き上げる社交力すなわちコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション能力能力能力能力やコラボレーションコラボレーションコラボレーションコラボレーション能力能力能力能力の大切さに気づき、

社会、世界を多元的・複眼的に把握し、そこに横たわる問題を解決することのできる自律的な学習者へと

成長していく－そのためには、学習者としての成長を阻むあらゆるバリアを乗り越え、解消する｢学びのプ

ログラム｣と｢学びの場｣の構築が必要である。

また、自律的な学習者としての成長過程で体験する事柄は、すべて学習者自身がその過程をたえず俯

瞰的な視点から検証することで、初めて「身につく」ものである。さらには、これらを記録し、履歴ファイルと

して蓄積していくことは、よりよい未来へと向けて過去の自分・現在の自分をたえず超えていくための手

助けとなるだろう。こうした成長過程の検証・記録・履歴構築の適切な方法論を確立することも本研究プロ

ジェクトの課題の一つである。

本研究プロジェクトは、その目的を達成するために次のような研究組織を置き、その役割を設定してい

る。



� 研究組織研究組織研究組織研究組織とそのとそのとそのとその役割役割役割役割

研究課題研究課題研究課題研究課題
(1) リベラル・アーツ教育(教養教育)の新たなモデルを構築する。過去5年間の研究成果と『『『『教養教教養教教養教教養教

育育育育グランドグランドグランドグランド・・・・デザインデザインデザインデザイン』』』』の提言をもとにその枠組を作り上げ、これに各ユニットの研究成果を整合
的に組み込むことでモデルを完成させる。

(2) 同時に(1)のモデル実現に必要と考えられるキャンパスのデザインを行い、これを｢｢｢｢21212121世紀型世紀型世紀型世紀型
キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス基本構想基本構想基本構想基本構想｣｣｣｣として策定し、各ユニットの研究活動に反映させる。

(3) 本研究プロジェクトにおける上記の課題への取り組みのみならず、各ユニットによるプロジェク
トの円滑な進展をはかるための定期的なミーティングを行い、情報の共有とプロジェクト全体の
持続的な自己評価を行う。また、大学における統合的なリベラル・アーツ教育(教養教育)モデル
構築へ向けたプロジェクト全体の研究成果の最終的な取りまとめを行う。

(4) ソウル国立大学基礎教育院など、国内外の共同研究機関におけるリベラル・アーツ教育(教養
教育)に関わる諸研究活動と連携を取ることで研究の進展・調整をはかる。

 ＜＜＜＜研究組織図研究組織図研究組織図研究組織図＞＞＞＞    

コンテンツコンテンツコンテンツコンテンツ研究研究研究研究ユニットユニットユニットユニット    
    
【【【【課題課題課題課題】】】】次次次次のののの４４４４つのつのつのつの「「「「学学学学びのびのびのびの形態形態形態形態」」」」をををを考考考考えるえるえるえる    
①知識主導型=受容・継承型、②融合・複合型=発展・応用型、③経験・
実証型=発見・体験型、④発信・受信型＝記録・表現型 
【研究活動】リベラル・アーツ教育（教養教育）モデルを構成するコ
ンテンツの開発研究、実験授業、ワークショップおよびフィールドワ
ークを通じて、カリキュラムに導入可能な新しい授業形態の開発とテ
キストの研究開発 
【実施グループと研究者】 
「導入教育」：横山千晶・武藤浩史 
「身体知」：近藤明彦・小菅隼人 
「温故知新－日本の教養」：岩波敦子 
「現代における危機的問題－信じる？ 

－現代の民族・宗教問題－」：長堀祐造・関根謙 
「現代における危機的問題－先端をキャッチ！ 
 －現代科学の行き先を考える－」：鈴木晃仁・青木健一郎 

学習環境構築研究学習環境構築研究学習環境構築研究学習環境構築研究ユニットユニットユニットユニット    
    
【【【【課題課題課題課題】】】】次次次次のののの４４４４つのつのつのつの「「「「学学学学びのびのびのびの場場場場」」」」をををを考考考考えるえるえるえる    
①開放コミュニケーション型キャンパス研究、②拡張インタラクシ
ョン型キャンパス研究、③ヴァーチャル型キャンパス研究、④21 世
紀型キャンパス基本構想研究 
【研究活動】キャンパスを広義のコミュニケーションが成立する
「場」として成立させるための方法の研究と実践 
【実施グループと研究者】 
「バリアフリー・キャンパス構築」： 中野泰志・増田直衛・高山緑 
「コミュニケーション・キャンパス構築」：中山純 
「テクノ・キャンパス構築」：武山政直・長田進 
「インター・キャンパス構築」：熊倉敬聡・坂倉杏介・手塚千鶴子 

超表象超表象超表象超表象デジタルデジタルデジタルデジタル化研究化研究化研究化研究ユニットユニットユニットユニット    
    
【【【【課題課題課題課題】「】「】「】「研究活動研究活動研究活動研究活動のののの包括的包括的包括的包括的なななな情報情報情報情報プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム」」」」をををを考考考考えるえるえるえる    
【研究活動】デジタル共同研究室（プラットフォーム）としての機
能を持ち、本プロジェクトの全研究成果を搭載する大型データベー
スシステム(hydi)を構築し、各ユニットにおける研究活動・成果を集
約する 
【実施グループと研究者】 
「超表象デジタル化」研究：境一三・佐藤望・倉舘健一 

学内機関 
 
外国語教育研究
センター、DMC、 
日吉キャンパス
自然科学教室 

地域・社会 
 
横浜市、東京
都港区、高山
市、三田商店
街振興組合 

国内共同研究機関 
 
東京大学先端科学技術研究センター 
中野泰志研究室、国立民族学博物館
地域研究交流企画センター、NPO 法
人産学連携推進機構、恵泉女子学園
大学佐谷眞木人研究室 

海外共同研究機関 
 
ソウル国立大学基礎
教育院、アメリカ合衆
国 リ ー ド 大 学 ヒ ョ
ン・G・リュー研究室 

統合研究統合研究統合研究統合研究ボードボードボードボード    
    
【【【【課題課題課題課題】】】】研究活動全体研究活動全体研究活動全体研究活動全体のののの統括組織統括組織統括組織統括組織
をををを目指目指目指目指すすすす    
【研究活動】各ユニット責任者で
構成され、各ユニットの進捗状況
を把握し、プロジェクト間の連携
を図る 
【研究者】 
羽田功・近藤明彦・横山千晶・小
菅隼人・熊倉敬聡・長田進・境一
三・佐藤望 

３３３３ＤＣＧＤＣＧＤＣＧＤＣＧ作業作業作業作業グループグループグループグループ    
    
【【【【課題課題課題課題】】】】21212121 世紀型世紀型世紀型世紀型バーチャルキバーチャルキバーチャルキバーチャルキ
ャンパスャンパスャンパスャンパスのののの構築構築構築構築    
【研究者】 
羽田功・長田進・中野泰志・鳥海
希世子 



� 研究成果研究成果研究成果研究成果

� 21212121世紀型世紀型世紀型世紀型キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス構想構想構想構想 －－－－ バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー・・・・キャンパスキャンパスキャンパスキャンパスのののの構築構築構築構築をめざしてをめざしてをめざしてをめざして

本研究プロジェクトにかかわる各研究ユニットの成果を、現在と未来、既存のキャンパスの内と外をつ

なぐ新しい学習環境、そしてさまざまな教育の手法といった各側面から統合して作り上げられる新しいリ

ベラル・アーツ教育モデルのスキームを、シミュレーションしてみることで、モデルの実現性が確証される。

そのために、構築されつつあるのが「21世紀型キャンパス構想」のモデルである。このヴァーチャルキャ

ンパスを作り上げる過程そのものが、各研究ユニットの成果をコンテンツとしてつなぎ合わせるのみなら

ず、教育の場と手法、人材と教育対象をも考察する研究の場となっている。ヴァーチャルキャンパスを作

るとともに、詳細に関して平成20年3月に報告書として作成予定としている。

キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス構想構想構想構想のののの理念理念理念理念・・・・意義意義意義意義・・・・目的目的目的目的

1. 「知」の共同体としての大学とバリアフリー

2. リベラル・アーツ教育（教養教育）の意義・目的 － 自律性自律性自律性自律性とととと社交力社交力社交力社交力

3. ポートフォリオの導入 － 自律的学習者を育むために

4. リベラル・アーツ教育（教養教育）の慶應モデル

� 研究研究研究研究ののののデジタルデジタルデジタルデジタル化化化化ととととhydihydihydihydiのののの開発開発開発開発

先端的なＩＴ技術を研究活動自体に活用しつつ、さまざまな研究成果をデジタル化することでプロジェクト

の｢体験｣を広く発信し、汎用化することも目的としている。ただし、これはあくまでも｢人と人｣のダイレクト

な関係、対面型の教育・学習にフィードバックされることを前提としている。この前提に立って、研究プロ

ジェクトは“hydi（hyper digital interface）”の設計と構築を行った。また、｢３ＤＣＧ作業グループ｣を立ち上げ

ることで、研究全体の成果を３ＤＣＧを用いてコンパクトにまとめたヴィジュアル版を準備中である。

【【【【優優優優れたれたれたれた成果成果成果成果】】】】

(1) 授業を中心とした総合的な「学びのプログラム」と「学びの場」を包括した｢｢｢｢21212121世紀型世紀型世紀型世紀型キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス構構構構

想想想想 ―――― バリアフリーバリアフリーバリアフリーバリアフリー・・・・キャンパスキャンパスキャンパスキャンパスのののの構築構築構築構築をめざしてをめざしてをめざしてをめざして－－－－｣｣｣｣を作成した。これは慶應モデルとして具体化さ

れているが、その骨子は汎用性が高いものである。最終版は2008年3月に完成する。

(2) デジタルデジタルデジタルデジタル・・・・プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム“ hydihydihydihydi” を開発し、運用した。

(3) ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ導入の一環として外国語学習用ポートフォリオを開発し、試験運用を行った。

(4) 新たなキャンパス構築の一環として｢｢｢｢三田三田三田三田のののの家家家家｣｣｣｣を開設し、本学のモットーである｢｢｢｢半学半教半学半教半学半教半学半教｣｣｣｣(皆が

対等に学びあい、教えあう)の場を創出した。

(5) 多彩な実験授業・ワークショップ・講演会・調査を実施し、本研究プロジェクトへのフィードバックを

得た。

(6)(6)(6)(6) “ hydihydihydihydi” 文献文献文献文献データベースデータベースデータベースデータベース（｢温故知新型教育プログラム｣研究グループ、「｢現代における危機的問

題｣教育プログラム1｣研究グループ（民族・宗教問題担当））、HAPPHAPPHAPPHAPP映像映像映像映像データベースデータベースデータベースデータベース（「｢身体知｣教

育プログラム」研究グループ）など、研究のデジタル化が進展した。

(7) 学内外から多くの学部生や大学院生、社会人などの研究協力者を得て研究を進めたこと、とりわ

け教員と学生との対等な議論を通して学生側からの具体的な意見・提案などを取り入れたキャンパ

ス構想の策定あるいは実験授業や企画が実現した。

(8) 学内外の諸機関（他大学、研究所など）のみならず個々の教員・研究者間の情報交換、研究交流

などが大きく進展し、新しい授業や研究・学習関連の企画が生まれつつある。



ポートフォリオポートフォリオポートフォリオポートフォリオ （（（（ドイツドイツドイツドイツ語学習語学習語学習語学習ポータルサイトポータルサイトポータルサイトポータルサイト））））

スキル系のポータルサイトの目標は、「知」のマップの中で、学習者に現在地を示すと同時に目的地に

到達するための道筋と手法を示すことにある。つまり学習者が現在身についているスキルの内容とそれ

によって自分が何をできるようになったのかを確認し、これから取得していくべきさまざまなスキルと構築

の方法を体系的に示すことで、自律的に学習を行う環境を作り出すと同時に、現在の能力を客観的に外

部に示すことができるひとつの知の履歴の役目を果たしているのである。また、自律する個々の学習者

の到達度、および学習環境や学習方法の情報を関係する教員が共有することにより、サポート・チーム

をサイトの内外に発生させることで、自律学習の支援体制を効率的に整えることが可能となる。ここでは

現在慶應義塾大学経済学部のドイツ語学習を支えるポータルサイトの内容を紹介する。

<<<<学生用学生用学生用学生用////教員用認証画面教員用認証画面教員用認証画面教員用認証画面>>>>
アカウントアカウントアカウントアカウントはははは各自各自各自各自にににに与与与与えられるえられるえられるえられる

<<<<教員用学生検索教員用学生検索教員用学生検索教員用学生検索>>>>

<学習状況推移学習状況推移学習状況推移学習状況推移>
教員教員教員教員はははは学生学生学生学生のののの理解度理解度理解度理解度、、、、
学生学生学生学生はははは教員教員教員教員のののの進捗進捗進捗進捗がががが確確確確
認認認認できるできるできるできる

<受講記録画面受講記録画面受講記録画面受講記録画面>
教員側教員側教員側教員側でででで記入記入記入記入しししし、、、、
学生学生学生学生がががが確認確認確認確認できるできるできるできる

<試験情報試験情報試験情報試験情報>
教員教員教員教員がががが試験情報試験情報試験情報試験情報をををを
入力入力入力入力・・・・管理管理管理管理するするするする

<受講記録受講記録受講記録受講記録>
教員教員教員教員はははは受講記録受講記録受講記録受講記録をををを
入力入力入力入力、、、、学生学生学生学生はははは確認確認確認確認でででで
きるきるきるきる



デジタルデジタルデジタルデジタル・・・・プラットフォームプラットフォームプラットフォームプラットフォーム hydihydihydihydi (hyper digital interface)(hyper digital interface)(hyper digital interface)(hyper digital interface)

hydihydihydihydiは、主に人文・社会学系の共同研究のために開発されているシステムで、共同研究スケジュール、
作業管理、文書共有、研究文書更新、文書公開、データベース、映像・音声のアーカイヴまでを総合的に
サポートする。各研究プロジェクトの共同作業を円滑化することに力点を置いたコミュニケーション・ツー
ルで、研究の過程でできるさまざまな電子媒体を、ひとつのヴァーチャルな研究スペースに置き、研究の
開始・実施・完成公開までのプロセスを一元化したシステムのなかで進めていけるようにするインター
フェースである。hydihydihydihydiでは、次の階層で文書やその他の電子媒体を管理している。

－ 階層1（外部向け）：プロジェクト紹介、メンバー紹介、研究論文、研究報告、公開シンポジウムの記録
（一般公開アーカイヴ）、外部向けニュース、公開データベース

－ 階層２（本研究プロジェクトメンバー向け）：各種研究会議事録、研究会の議題、研究会配付資料、研
究メモ・ノート、予定日程、活動記録、作業中文書、内部向けニュース、映像・音響資料アーカ
イヴ

－ 階層３（本研究プロジェクトに所属する研究者・研究グループ向け）：発表原稿やその他の文書を特定
の研究者（個人）や研究グループのみの公開として設定できる。このように、研究の立ち上げ
から、研究のさまざまな過程を経て（情報収集、調査、ディスカッション、インタビュー）、さらに
研究の中間的成果（シンポジウム、研究発表）、研究の最終的成果（最終報告書）に至るまで
に作成される文書や映像・音響ドキュメントをひとつのシステムのなかに収め、そのシステムの
なかでヴァーチャルなコミュニケーション空間を作ることにより、超領域における学問研究をデ
ジタル化し、そこから統合的なアイディアを生み出すことを可能にしようとするものである。

このように、研究の立ち上げから、研究のさまざまな過程を経て（情報収集、調査、ディスカッション、イ
ンタビュー）、さらに研究の中間的成果（シンポジウム、研究発表）、研究の最終的成果（最終報告書）に
至るまでに作成される文書や映像・音響ドキュメントをひとつのシステムのなかに収め、そのシステムの
なかでーチャルなコミュニケーション空間を作ることにより、超領域における学問研究をデジタル化し、
そこから統合的なアイディアを生み出すことを可能にしようとするものである。

 

２２２２．．．．ニュースニュースニュースニュースととととカレンダーカレンダーカレンダーカレンダー
研究活動研究活動研究活動研究活動をををを把握把握把握把握できるできるできるできる。（。（。（。（階層階層階層階層２２２２・・・・３３３３））））

１１１１．．．．アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ
研究成果研究成果研究成果研究成果のののの発信発信発信発信ををををサポートサポートサポートサポート（（（（階層階層階層階層１１１１）））） ３３３３．．．．共同作業文書共同作業文書共同作業文書共同作業文書スペーススペーススペーススペース

他他他他のののの研究者研究者研究者研究者とのとのとのとの情報共有情報共有情報共有情報共有のののの場場場場（（（（階層階層階層階層２２２２・・・・３３３３））））

アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ
文書文書文書文書のののの保存保存保存保存とととと公開公開公開公開（（（（階層階層階層階層２２２２・・・・３３３３））））

１１１１．．．．アーカイブアーカイブアーカイブアーカイブ
研究成果研究成果研究成果研究成果ををををアップアップアップアップすることですることですることですることで情報情報情報情報をををを共有共有共有共有できるできるできるできる。。。。

２２２２．．．．ニュースニュースニュースニュースととととカレンダーカレンダーカレンダーカレンダー
互互互互いのいのいのいの研究活動研究活動研究活動研究活動をををを把握把握把握把握できるできるできるできる。。。。

３３３３．．．．共同作業文書共同作業文書共同作業文書共同作業文書スペーススペーススペーススペース
各各各各ユニットユニットユニットユニットややややグループグループグループグループ毎毎毎毎にににに作業途中作業途中作業途中作業途中のののの情報情報情報情報をををを共有共有共有共有するするするする
ことができることができることができることができる。。。。

トップページトップページトップページトップページ
左画面左画面左画面左画面にににに表示表示表示表示されているされているされているされているインデッインデッインデッインデッ
クスクスクスクスのののの内容内容内容内容（（（（一般公開一般公開一般公開一般公開））））をををを閲覧閲覧閲覧閲覧できできできでき
るるるる（（（（階層階層階層階層）））） 階層階層階層階層2・・・・3をををを閲覧閲覧閲覧閲覧するするするする

場合場合場合場合はははは、、、、ユーザーユーザーユーザーユーザー登録登録登録登録をしをしをしをし、、、、ユーユーユーユー
ザーザーザーザー名名名名ととととパスワードパスワードパスワードパスワードがががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。



三田三田三田三田のののの家家家家

既存のキャンパスと都市・社会との関係を再検討することで、固定化したキャンパス像を打ち破り、都市・

社会に侵食するキャンパス、キャンパスに出現する社会・都市、といった｢入れ子｣型キャンパスのあり方を

考えることで新しいキャンパスの姿を模索している。学生と地域の、背伸びしない自然体での交流の輪が

広がっている。「三田の家」はその実践の場である。「三田の家」は、学生、地域住民、商店主、留学生、在

勤者等が、日頃の役割を離れ自由に交流できる「教室」と「居酒屋」の中間的な場をイメージして、絵や彫

刻などの「物」ではなく、人とまちでやってみたいという発想から動き出し、三田商店街振興会組合の方と出

会い、空き家を借りて改装し2006年から運用が開始している。

『International Herald Tribune/The Asahi Shimbun』
平成18年11月25日26日（土曜・日曜版）掲載

＜学習環境構築研究ユニット＞
インター・キャンパス構築活動（三田の家）に関する記事

『ちい散歩』
平成19年10月30日（火曜・テレビ朝日）放送

＜学習環境構築研究ユニット＞
インター・キャンパス構築活動（三田の家）に関する内容



教員教員教員教員サポートプロジェクトサポートプロジェクトサポートプロジェクトサポートプロジェクト
研究代表者研究代表者研究代表者研究代表者 教養研究教養研究教養研究教養研究センターセンターセンターセンター副所長副所長副所長副所長

理工学部理工学部理工学部理工学部 萩原萩原萩原萩原 眞一眞一眞一眞一

■■■■目的目的目的目的・・・・概要概要概要概要

カリキュラムカリキュラムカリキュラムカリキュラム改革改革改革改革のののの進展進展進展進展にににに伴伴伴伴いいいい、、、、従来従来従来従来とはとはとはとは性格性格性格性格のののの異異異異なるなるなるなる授業授業授業授業をををを日吉日吉日吉日吉のののの教員教員教員教員がががが
担当担当担当担当するするするする ケースケースケースケースがががが増増増増えているえているえているえている。。。。一例一例一例一例がががが少人数少人数少人数少人数のののの履修者履修者履修者履修者ににににリテラシーリテラシーリテラシーリテラシー教育教育教育教育をををを行行行行うううう
授業授業授業授業であるであるであるである。。。。このこのこのこの種種種種のののの授業授業授業授業はははは、、、、教員各自教員各自教員各自教員各自のののの工夫工夫工夫工夫でででで学生学生学生学生からのからのからのからの確実確実確実確実なななな手応手応手応手応えをえをえをえを引引引引
きききき出出出出すことができるすことができるすことができるすことができる反面反面反面反面、、、、必必必必ずしもずしもずしもずしも自分自分自分自分のののの専門専門専門専門でないでないでないでない分野分野分野分野やややや普段手慣普段手慣普段手慣普段手慣れていなれていなれていなれていな
いいいい研究方法研究方法研究方法研究方法をををを指導指導指導指導しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない場面場面場面場面があるがあるがあるがある。。。。 またまたまたまた近年近年近年近年、、、、レポートレポートレポートレポートがががが書書書書けけけけ
ないないないない、、、、時間時間時間時間をををを守守守守れないれないれないれない、、、、他者他者他者他者とうまくとうまくとうまくとうまくコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーション がとれないがとれないがとれないがとれない、、、、といったといったといったといった““““発発発発
達障害達障害達障害達障害””””をををを思思思思わせるわせるわせるわせる症状症状症状症状をををを持持持持つつつつ学生学生学生学生にににに接接接接するするするする機会機会機会機会もももも増増増増えてえてえてえて いるいるいるいる。。。。

教養研究教養研究教養研究教養研究センターセンターセンターセンターではではではでは、、、、こうしたこうしたこうしたこうした新新新新しいしいしいしい情況情況情況情況にににに置置置置かれたかれたかれたかれた教員教員教員教員ををををサポートサポートサポートサポートしししし、、、、よりよりよりより
よいよいよいよい教育研究教育研究教育研究教育研究をををを実現実現実現実現したりしたりしたりしたり、、、、よりよりよりより適切適切適切適切なななな学生学生学生学生とのとのとのとのコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションコミュニケーションをををを図図図図るためのるためのるためのるための
一助一助一助一助とととと してしてしてして、、、、教員教員教員教員サポートプロジェクトサポートプロジェクトサポートプロジェクトサポートプロジェクトをををを、、、、日吉日吉日吉日吉メディアセンターメディアセンターメディアセンターメディアセンター、、、、日吉日吉日吉日吉ＩＴＣ、ＩＴＣ、ＩＴＣ、ＩＴＣ、学生学生学生学生
総合総合総合総合センターセンターセンターセンター日吉支部日吉支部日吉支部日吉支部とととと共催共催共催共催のののの形形形形でででで展開展開展開展開することとなったすることとなったすることとなったすることとなった。。。。

■■■■内容内容内容内容

----メディアリテラシーメディアリテラシーメディアリテラシーメディアリテラシー・・・・ワークショップワークショップワークショップワークショップ 共催共催共催共催 日吉日吉日吉日吉メディアセンターメディアセンターメディアセンターメディアセンター ＊＊＊＊別別別別パネルパネルパネルパネル参照参照参照参照

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター 商学部商学部商学部商学部 種村和史種村和史種村和史種村和史、、、、経済学部経済学部経済学部経済学部 鈴木亮子鈴木亮子鈴木亮子鈴木亮子、、、、文学部文学部文学部文学部 坂本坂本坂本坂本 光光光光

----フィールドワークフィールドワークフィールドワークフィールドワーク・・・・ワークショップワークショップワークショップワークショップ

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター 経済学部経済学部経済学部経済学部 長田長田長田長田 進進進進

「「「「社会調査法社会調査法社会調査法社会調査法 最初最初最初最初のののの一歩一歩一歩一歩」」」」

講師講師講師講師 西山敏樹西山敏樹西山敏樹西山敏樹 （（（（大学院政策大学院政策大学院政策大学院政策・・・・メディアメディアメディアメディア研究科研究科研究科研究科））））

・・・・2007200720072007年年年年11111111月月月月13131313日日日日（（（（火火火火）））） 18181818：：：：15151515～～～～19191919：：：：45454545

（（（（来往舎来往舎来往舎来往舎 大会議室大会議室大会議室大会議室））））

・・・・2007200720072007年年年年11111111月月月月16161616日日日日（（（（金金金金）））） 18181818：：：：15151515～～～～19191919：：：：45454545

（（（（来往舎来往舎来往舎来往舎 中会議室中会議室中会議室中会議室））））

----「「「「keio.jpkeio.jpkeio.jpkeio.jp 活用術活用術活用術活用術（（（（仮題仮題仮題仮題）」）」）」）」ワークショップワークショップワークショップワークショップ 共催共催共催共催 日吉日吉日吉日吉ＩＴＣＩＴＣＩＴＣＩＴＣ

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター 文学部文学部文学部文学部 坂本坂本坂本坂本 光光光光

・・・・2007200720072007年年年年12121212月月月月12121212日日日日（（（（水水水水）））） 18181818：：：：20202020～～～～20202020：：：：00000000 （（（（来往舎来往舎来往舎来往舎 中会議室中会議室中会議室中会議室））））

・・・・2007200720072007年年年年12121212月月月月17171717日日日日（（（（月月月月）））） 18181818：：：：20202020～～～～20202020：：：：00000000 （（（（来往舎来往舎来往舎来往舎 大会議室大会議室大会議室大会議室））））

＊＊＊＊以下以下以下以下、、、、開催日未定開催日未定開催日未定開催日未定。。。。１１１１月予定月予定月予定月予定

----「「「「学生学生学生学生をををを知知知知るるるる（（（（仮題仮題仮題仮題）」）」）」）」ワークショップワークショップワークショップワークショップ 共催共催共催共催 学生総合学生総合学生総合学生総合センターセンターセンターセンター日吉支部日吉支部日吉支部日吉支部

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター 経済学部経済学部経済学部経済学部 鈴村直樹鈴村直樹鈴村直樹鈴村直樹

慶應義塾大学教養研究慶應義塾大学教養研究慶應義塾大学教養研究慶應義塾大学教養研究センターセンターセンターセンター



■メディアリテラシーメディアリテラシーメディアリテラシーメディアリテラシー・・・・ワークショップワークショップワークショップワークショップ

「「「「メディアセンターメディアセンターメディアセンターメディアセンター・・・・サービスサービスサービスサービス活用術活用術活用術活用術

---- 少人数少人数少人数少人数セミナーセミナーセミナーセミナー授業授業授業授業でのでのでのでの実践実践実践実践ワークショップワークショップワークショップワークショップ ----」」」」

研究代表者研究代表者研究代表者研究代表者 商学部商学部商学部商学部 種村和史種村和史種村和史種村和史

コーディネーターコーディネーターコーディネーターコーディネーター 文学部文学部文学部文学部 坂本坂本坂本坂本 光光光光

経済学部経済学部経済学部経済学部 鈴木亮子鈴木亮子鈴木亮子鈴木亮子

---- 内容内容内容内容

日頃日頃日頃日頃、、、、日吉日吉日吉日吉メディアセンターメディアセンターメディアセンターメディアセンターでででで学生向学生向学生向学生向けのけのけのけの情報情報情報情報リテラシーセミナーリテラシーセミナーリテラシーセミナーリテラシーセミナーをををを担当担当担当担当しているしているしているしている図図図図

書館員書館員書館員書館員をををを講師講師講師講師にににに迎迎迎迎ええええ行行行行われたわれたわれたわれた。。。。資料資料資料資料にににに確実確実確実確実にににに辿辿辿辿りつくためのりつくためのりつくためのりつくための検索検索検索検索キーワードキーワードキーワードキーワードのののの立立立立てててて
方方方方・・・・様様様様々々々々なななな検索検索検索検索ツールツールツールツールのののの使用使用使用使用にににに当当当当たってたってたってたって気気気気をつけるべきをつけるべきをつけるべきをつけるべき点点点点・・・・収集収集収集収集したしたしたした資料資料資料資料のののの整理整理整理整理のののの仕仕仕仕
方方方方などなどなどなど、、、、情報情報情報情報ののののプロプロプロプロならではのならではのならではのならではの視点視点視点視点からのからのからのからの実践的実践的実践的実践的なななな手法手法手法手法、、、、およびおよびおよびおよびKITIEKITIEKITIEKITIEややややPATHPATHPATHPATHなどなどなどなどメメメメ
ディアセンターディアセンターディアセンターディアセンターがががが提供提供提供提供するするするする検索検索検索検索ツールツールツールツール・・・・自習自習自習自習ツールツールツールツールなどのなどのなどのなどのサービスサービスサービスサービスをををを効果的効果的効果的効果的にににに授業授業授業授業にににに
取取取取りりりり入入入入れるれるれるれる方法方法方法方法がががが紹介紹介紹介紹介されたされたされたされた。。。。とりわけとりわけとりわけとりわけ、、、、学生学生学生学生がががが情報収集情報収集情報収集情報収集・・・・レポートレポートレポートレポート作成作成作成作成においてどにおいてどにおいてどにおいてど
のようなのようなのようなのような困難困難困難困難をををを感感感感じているのかじているのかじているのかじているのか、、、、教員教員教員教員としてはとしてはとしてはとしては気気気気づきにくいづきにくいづきにくいづきにくいポイントポイントポイントポイントをををを、、、、学生学生学生学生からのからのからのからの相相相相

談談談談をををを直接受直接受直接受直接受けているけているけているけている立場立場立場立場からからからから紹介紹介紹介紹介されたことはされたことはされたことはされたことは、、、、大大大大いにいにいにいに参考参考参考参考になったになったになったになった。。。。

---- 実施実施実施実施

– 2007200720072007年年年年6666月月月月20202020日日日日（（（（水水水水）））） 18181818：：：：15151515～～～～20202020：：：：00000000 （（（（来往舎来往舎来往舎来往舎 中会議室中会議室中会議室中会議室）））） 参加参加参加参加12121212名名名名

– 2007200720072007年年年年6666月月月月25252525日日日日（（（（月月月月）））） 18181818：：：：15151515～～～～20202020：：：：00000000 （（（（来往舎来往舎来往舎来往舎 中会議室中会議室中会議室中会議室）））） 参加参加参加参加14141414名名名名

講演者講演者講演者講演者：：：：島田貴史島田貴史島田貴史島田貴史（（（（日吉日吉日吉日吉メディアセンターメディアセンターメディアセンターメディアセンター・・・・パブリックサービスパブリックサービスパブリックサービスパブリックサービス・・・・係主任係主任係主任係主任））））

■■■■今後今後今後今後のののの予定予定予定予定

---- 2007200720072007年年年年11111111月月月月27272727日日日日（（（（火火火火）））） 18181818：：：：20202020～～～～20202020：：：：00000000 （（（（来往舎来往舎来往舎来往舎 中会議室中会議室中会議室中会議室））））

「「「「少人数少人数少人数少人数セミナーセミナーセミナーセミナー授業授業授業授業でのでのでのでの実践実践実践実践ワークショップワークショップワークショップワークショップ」」」」 講師講師講師講師 島田島田島田島田 貴史貴史貴史貴史 （（（（同上同上同上同上））））

---- 2007200720072007年年年年12121212月月月月 5555日日日日（（（（水水水水）））） 18181818：：：：20202020～～～～20202020：：：：00000000 （（（（来往舎来往舎来往舎来往舎 小会議室小会議室小会議室小会議室））））

「「「「文献管理文献管理文献管理文献管理ソフトソフトソフトソフトRefWorksRefWorksRefWorksRefWorks利用法利用法利用法利用法」」」」 講師講師講師講師 上木玲奈上木玲奈上木玲奈上木玲奈（（（（株式会社株式会社株式会社株式会社サンメディアサンメディアサンメディアサンメディア））））



サイエンスサイエンスサイエンスサイエンス・・・・カフェカフェカフェカフェ極東証券寄附講座一般公開ゼミ

� 趣旨趣旨趣旨趣旨
– 今日、大学の知を社会に公開することが求められています。確かに私たち研究者は自身の研究を楽し

み、研究対象を限りなく愛していながら、それを専門外の方々に伝えるという機会も努力もあまりし
てこなかったという反省があります。一方、子供たちの理科離れが心配されています。

– そこで、生物関係の若手スタッフを中心に、自分たち自身が「面白い！」と思っていることを、肩の
こらないかたちで一般の人たちに話す場を作ろうということで、「サイエンス・カフェ」という新し
い試みを始めました。

� 実施実施実施実施
– 日吉来往舎イベントテラスにオープンカフェのようなしつらえをして、カフェの気分を出すためにも、

参加者から飲み物代（資料代含む）として参加費200円をお払いいただくということにしました。
コーヒーやジュースを用意しています。

– 二ヶ月に1度のペースで、土曜日の午後に、子供から大人までが楽しめる内容を心がけています。極東
証券寄附講座「生命の教養学」一般公開ゼミという位置づけで運営しています。

– スピーカーには、それぞれの専門の研究の一部で、一般の人が興味を持ちそうな内容を、自由な形で
話してもらいます。さらに、できるだけ実際のものを見て、触れられるようにという方針で、会場に
はPCプロジェクター、顕微鏡の画面を投影する複数のモニターだけでなく、顕微鏡、双眼実体顕微鏡
などを多数用意し、自由に観察ができるようにしました。観察のアシストをするスタッフやTA も待機
しています。

– 今後は、話題やスピーカーの範囲を生物学に限らず、広い範囲に広げていけたらと考えています。

– 緑を背景としたイベントテラスの空間で、参加者・主催者ともに満ち足りたひと時を過ごすことがで
きているという確かな感触を得ています。

� メニューメニューメニューメニュー
– クマムシクマムシクマムシクマムシのののの話話話話 6月23日 鈴木 忠 （医学部 専任講師）

• クマムシは、専門家からも注目されているようですが、一般の人にも、充分面白い生き物です。
まず、小さい（1ミリ以下）のに、先端に鉤のあるあしを8本も持っていてそれでヨチヨチ歩く
姿がなんともかわいいのです。仲間は海の底にもいるそうですが、観察したのは、校舎の屋上に
張り付いているコケに住むクマムシたちで、ワムシというもっと小さい動物をエサに、研究室で
代々飼っています。生物の研究は、対象の生き物を飼う、育てることから始まりますが、このよ
うに実験室で飼い続けられるようになるまでには、ずいぶん苦労をしました。

• 夏や冬、コケがカラカラに乾いてしまうと、クマムシも縮んでビヤ樽状にかたまって耐え、再び
水分がやってくるとムックリ目覚めるといわれています。そこから、クマムシの不死身伝説が広
まったそうですが、これは過剰表現で、彼らも死ぬときには死ぬと聞いて、少し安心しました。
それにしても石ころのようなかたまりが、もぞもぞと動き出した瞬間は感動しました。

• 初めての試みでしたが２１名が参加してくださり、参加者全員が雰囲気を盛り上げ、クマムシ
ファンがたくさん生まれたようです。

– 小小小小さなさなさなさなクラゲクラゲクラゲクラゲのののの世界世界世界世界 9月1日 竹田 典代 （理工学部 助教）
• クラゲといっても3ミリにもならない小さな透明なタマクラゲ。ムシロガイという貝の背中にコ

ケのように【生えて】いて、それがある日クラゲになる！
• そのクラゲたちは、暗くしておいた後、光を当てると卵を産みます。しかも、この刺激を繰り返

せば毎日でも。それを支える彼らの食欲もまた、印象的でした。アルテミアという小さなエビの
コドモを瞬く間に、胃袋いっぱいに詰め込んでいました。

• 普通では見過ごしてしまうような小さな生き物たちも、巧みに、たくましく生の営みをしている
ことを、会場のみんなが納得して楽しんだようでした。

• 夏休みの最後というタイミングがよかったのでしょうか、50人以上の方々が一緒になって小さ
な透明な生き物をいつくしむことができました。

– コケコケコケコケをををを探探探探してしてしてして：：：：フィールドサイエンスフィールドサイエンスフィールドサイエンスフィールドサイエンスのののの愉愉愉愉しみしみしみしみ 11月10日 有川 智己 （経済学部 助教）
• 生命の歴史の中でも古株のコケは、種類も多く、生育環境も非常に幅が広い生き物です。ですか

ら、それを調べるためには、いろいろなところへ出かけていかなければなりません。彼らは生き
ている場所に応じて、いろいろ巧みな工夫をしています。それを知るのも楽しいですし、野外採
集には冒険も伴います。コケについて知ることだけでなく、コケを研究する人を観察する楽しみ
もありそうです。

– 脳科学脳科学脳科学脳科学＆＆＆＆リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション（（（（仮仮仮仮）））） 2008年1月26日 牛場 潤一（理工学部 専任講師）*予定

研究代表者研究代表者研究代表者研究代表者 文学部文学部文学部文学部 中島陽子中島陽子中島陽子中島陽子

カフェマスタカフェマスタカフェマスタカフェマスタ 医学部医学部医学部医学部 鈴木鈴木鈴木鈴木 忠忠忠忠、、、、商学部商学部商学部商学部 高橋利幸高橋利幸高橋利幸高橋利幸

経済学部経済学部経済学部経済学部 有川智己有川智己有川智己有川智己

慶應義塾大学教養研究慶應義塾大学教養研究慶應義塾大学教養研究慶應義塾大学教養研究センターセンターセンターセンター


