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葛飾図書館
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６月といえば梅雨という

印象が強いだろう。ジメジ

メとしていて、カビが生え

指すためには、長所を伸ば

ンキングのさらに上位を目

して悪いものではない。ラ

するが、高評価を受けて決

ては本末転倒のような気は

するのも大学の在り方とし

を置いている大学がない。 学だが、理系の単科大学で
山陽小野田市立山口東京理 も「長岡科学技術大学」等
科大学は２０１８年４月を は高評価を得ている。本学
目途に薬学部設置の認可を でも国際性の向上は可能で
申請中だ。本学は薬学部の あるはずだ。
ノウハウを提供し、姉妹校
更なる高みを目指して
として連携協力をしていく
ランキングをあまり重視
方針だ。

面から向き合っている証拠

ことは、目の前の課題と正

しかし、不安になるという

つ き ま と っ て く る も の だ。

活していく上で必ず不安は

強、友 人 関 係、バ イ ト。生

私だけではないはずだ。勉

が憂鬱になってしまうのは

試験があると思うと気持ち

やすい季節。祝日がない月

すこと、短所を克服するこ

だろう▼「悩みなんてない

鬱な６月に突入した▼新入

生も大学生活に慣れてきた

頃だろうか。本学ではいよ

いよ中間試験が始まる。講

義の復習や過去問の入手に

奮闘する学生もいるだろう。

ように見える」
。私が時々言

われる言葉である。実際は

学校生活、今回の６月号の

進捗等、毎日悩みは尽きな

い。そのような毎日で意識

しているのは、楽しむこと

だ。つらいテスト期間、放

たものだ。全体的に日本の

国人学生の比率を得点化し

る。これは外国人教員と外

に熱心に取り組むことが大

員が目の前のこと一つ一つ

も上がるだろう。学生・教

たり、でも少し意識を変え

である。シンプルでありき

思えた。要は気の持ちよう

くなったのを寂しいとすら

ストが終わって集まりがな

たもの―を上げることによ たまの雑談に励まされ、な
り 留 学 生 が 増 え「 国 際 性 」 んとか乗り越えられた。テ

課後に友人と勉強していた。

大学が国際性に欠けている

切である。本学の今後に期

世界大学ランキングで権威のある TIMES HIGHER で、例えば「国際性」を上
とベネッセグループの共同調査により げることにより刺激を受け
EDUCATION
３月 日に世界大学ランキングの日本版が発表され、本 た学生が、卒業後活躍する
学は日本の大学全体で 位、私学において７位にランク ことで「教育成果」が上が
付けされた。通常の世界版では「研究力」に重点を置い ることもあるだろう。また、
て大学を評価しているが、今回の日本版においては「教 「教育リソース」―これは学
育力」をより重視して点数が付けられた。喜ばしい結果 生一人に対する資金や、教
とは言い難いが、これにより本学の長所や短所、課題等 員の論文引用数等を評価し
が浮き彫りになった。

「実力主義」に高評価

ことは、よく指摘されてい

待したい。

ないだろ

ればなら

している

ない。
（タマコ）

しむきっかけがあるかもしれ

だろうか。意外なところに楽

足元に目を落としてはいかが

ことだけにとらわれず、少し

ませることもある。目の前の

花が色を添え、見る人を楽し

しい６月にも、鮮やかな紫陽

りがちだ。しかし、雨の鬱陶

い出し、負のスパイラルに陥

安な時ほど嫌なことばかり思

なことが変わってくる▼ 不

自分の表情、雰囲気、様々

るだけで不安に対する見方、

るが、その中でも１５１位
以下とい
う事実は
重く受け
ことから、本学の教育内容

止めなけ
や、卒業生の社会での活躍

う。総合

位前後に位置する大学
関係は変わらず と本学を比べてみると、「教
本学は公立大学の運営に 育 満 足 度 」や「 教 育 成 果 」
ついて関与できなくなった でより高い得点を得ている。
が、姉妹校としての連携は 「 教育満足度 」は大学入学
「教育成果」
続けていく。現在は山陽小 後の能力伸長、
野田市立山口東京理科大学 は企業の人事や、研究者に
の薬学部設立に協力してい よる評判調査である。この

が評価されていると言えよ

性を評価

う。本学の掲げる
「実力主義」 的に国際
の看板に嘘偽りないことが

されてい
るのは英

文系の大

大学名
総合スコア
東京大学
88.5
東北大学
87.4
京都大学
86.8
…
…
東京農工大学
63.5
東京理科大学
63.5
横浜国立大学
63.4
明治大学
63.3
順位
1
2
3
…
31
31
33
34

証明された。

課題として浮き彫りに

語を重視
なったのは、
「国際性」であ

「国際性」に課題

としても知られている。陰

との２つが必要だ。これら

３ 結婚は幸せ？
金町へ漕ぎだす
BoAT

る。
山口県には武田薬品工業
をはじめとする国内大手の
製薬メーカーが主力工場を
置いている。医薬品の原末
や原液の製造量は国内トッ
プだ。
しかし、同県には薬学部

は相互に作用しているもの

東京理科大学
日本大学ランキング
第 位
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を呼び込み、前者は材料工
学、後者は工学を専門とす
る短期大学を設立すること
にした。これが両姉妹校の
成り立ちだ。後年、２つの
短期大学はそれぞれ４年制
大学へと移行する。
本学が両県の要請に応じ
たのは、地域貢献がしたい
という理由からだった。
「産業を支える技術者を
育てることが大学の使命で
す。それを通じて地域社会
に貢献できるなら、それ以
上に喜ばしいことはありま
せん。
」
本学広報課はそう語る。
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世界大学ランキング
日本版 2017

姉妹校としての
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▲公立化の申請を出した諏訪東
京理科大学

公立化は
地方創生の核にも

両大学の公立化は地元自
治体との合意により決定し
たものだ。たとえ定員割れ
の 大 学 で も、閉 学 し て し
まっては困る。人がいなく
なってしまうし、これまで
やってきた地域密着型の教
育ができなくなってしまう
からだ。
両大学ができる前、山口
県にも長野県にも工学を専
門に教える私立大学がな
かった。山口県には鉄鋼や
医薬品、長野県には精密機
械といった産業があるにも
かかわらずだ。それらにつ
いて学ぶには県外に出なけ
ればならないが、出ていっ
てしまった人を県内に呼び
戻すのは難しい。このまま
では今ある産業が衰退して
しまう。現状を問題視した
両県は県内に、工学系を教
えられる大学を誘致するこ
とにした。彼
らは理系の総
合大学である
本学に目をつ
けた。
山口県小野
田市（現山陽
小野田市）と
ち の
長野県茅野市
は本学の教員
30
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【 発行所 】

東京理科大学新聞会

本学の姉妹校である諏訪東京理科大学は今年４月
日、文部科学省へ学部の再編を申請した。現在の経営情
報学部経営情報学科を工学部に編入し、名称も公立諏訪
東京理科大学と改める予定だ。２０１８年４月の公立化
を目標に、工学系に特化した大学を目指す。公立化して
も、姉妹校としての関係は続けていくことも明らかにし
た。昨年４月に公立化した山陽小野田市立山口東京理科
大学に続き、本学の姉妹校が両方とも公立大学になりつ
つある。

両姉妹校公立化

木曜日
２０１７年６月１日
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