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2021年度「オンラインによる新入生に贈る講演会（第1回）」
冊子刊行に寄せて

臼 山　利 信
筑波大学人文社会系教授・NipCAプロジェクト実務責任者

グローバルコミュニケーション教育センター長

　今年で3年目を迎えた筑波大学「日本財団 中央アジア・日本人材育成プロジェクト（NipCA）」は、2019 年 1月、

文部科学省「大学の世界展開力強化事業（ロシア）」の本学の採択事業「ロシア語圏諸国を対象とした産業界で活躍

できるマルチリンガル人材育成プログラム」（2014-2019）の成果とノウハウを引き継ぎ、新たなミッション（中央アジア

及びアゼルバイジャンを中心とした中央ユーラシア地域のSDGs 達成と当該地域社会の課題解決に貢献できる人材の育

成）を担ってスタートしました。初年度下半期の事業案件を進めていた2020 年 1月から3月までの期間に、新型コロ

ナウイルスのパンデミックによって計画のすべてが変更を余儀なくされましたが、活動形態をオンラインに切り替えること

で、プロジェクト活動を着実に推進することができました。NipCAプロジェクト主催の公開講演会「中央ユーラシアと日

本の未来」シリーズもそうした事業のひとつです。講演会はZoomによるオンライン開催ですが、オンラインという形態

によって聴講者数が増加し、毎回60～80 名あまりの聴講者に参加していただきました。参加者の方々から講演内容が

非常に充実しているので、冊子として読みたいとの多くの声を頂戴しました。そこで、本プロジェクトの社会貢献の一環

として、講演会記録冊子として刊行することにしました。

　NipCAプロジェクトでは、昨年度、コロナ禍のため大学に入構できずにいる新入生のため、「新入生に贈る特別講演

会」を2回開催いたしました。この新たな試みは反響が大きかったため、昨年度に講師を務めていただいたカリフォルニ

ア大学サンディエゴ校教授の當作靖彦先生を今年度もお招きし、2021 年度 筑波大学 オンラインによる第 1回 新入生

に贈る特別講演会を開催いたしました。當作先生はサンディエゴ在住で、日本との時差が 16時間あるにもかかわらず、

筑波大生の視聴しやすさを優先され、現地時間では深夜となる中でご講演くださいました。今年もまた世界と日本の未

来社会を見据えた、渾身のご講演をしていただいた當作先生に、改めて深くお礼と感謝を申し上げます。

　コロナ禍も2年目となり、ウィズコロナの長期化とアフターコロナの社会情勢等を見越して、當作先生に「ウィズコロ

ナ、アフターコロナ時代をたくましく生きるために─大学時代に学ぶべきこと、考えるべきこと─」と題する講演会をして

いただきました。今年、大学に入学した1997 年から2015 年に生まれた世代はデジタルネイティブ世代と目され、ジェ

ネレーション Zと言われます。當作教授は、人生 100 年時代とも言われる長い人生を生きていく同世代にとって、オー

トメーション化が進みAIに既存の仕事が次 と々代替されていく中で人間に求められる能力も変わり、日々変化する環境

に適応する能力、またそのために不断の努力を怠らない生涯学習能力が重要だと強調されました。さらに、深い探究力

を持って、失敗を恐れず、チャレンジし続ける経験を積み重ね、さらに内省と実践を繰り返していくことで、時代と社会

の求める人間力と創造力を高めていくことが大切だと指摘され、新しい時代と社会を逞しく生きていく上で非常に有益な

視点を示されました。

　これからの学生生活のみならず、大学卒業後の人生の指針にもなるであろう、當作先生からの期待溢れる温かい言

葉に呼応するように、今年度も質疑応答では多くの新入生から質問が寄せられ、當作先生は学生の質問に一つ一つ最

後まで熱心に答えてくださいました。現地時間では深夜にもかかわらず、疲れたそぶりひとつ見せない當作先生のお姿

は、参加した学生たちや教職員に大きな感銘を与えました。

　最後になりますが、日頃から筑波大学NipCAプロジェクトを陰に陽に温かく支えて下さっている公益財団法人日

本財団の森祐次常務理事、有川孝国際事業部長、国際事業部の沼田雅子氏、そして日本・中央アジア友好協会

（JACAFA）のヴルボスキ京子会長に対して、衷心より厚く御礼を申し上げます。
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臼山　定刻になりましたので、2021 年度筑波大学オン
ラインによる第一回新入生に贈る特別講演会を始めさせ
ていただきます。本学の 1年生、新入生の皆さん、そ
して 2年生以上の学生の皆さん、大学院生、そして教
職員、それから一般聴講の参加者の皆さま、本日はご多
忙の中この講演会にご参集くださいまして誠にありがと
うございます。本日の司会は筑波大学人文社会系教授で
グローバルコミュニケーション教育センター長をしてお
ります、臼山利信と申します。どうか、よろしくお願い
いたします。また筑波大学「日本財団 中央アジア・日
本人材育成プロジェクト（NipCA）」の実務責任者もし
ております。本日の特別公開講演会は、この筑波大学
「日本財団 中央アジア・日本人材育成プロジェクト」が
主催組織となっておりますが、同時に本学の国際局、グ
ローバルコミュニケーション教育センター、学生部、
スーパーグローバル大学事業推進室との共催ということ
になっております。また公開講演会ということで、社会
貢献活動の一環という位置付けも行っております。さら
に今日の講演会は国際局、グローバル・コモンズの SD
研修となっていることも併せて補足させていただきます。
　今日の講演会の趣旨ですが、昨年来、日本も世界も新
型コロナウイルス感染拡大に苦しんでおります。抗ウイ
ルスワクチンの開発がここにきて急速に進み、ようやく
コロナ禍の収束のイメージができるところまできたので
はないでしょうか。とはいえ、まだ収束してない厳しい
状況にあることは変わりございません。来週開幕する東
京オリンピックも緊急事態宣言下で行われるという、前
代未聞の状況です。筑波大学のみならず首都圏の多くの
大学では、対面授業の大半がオンライン授業に切り替え
られて教育活動が実施されているという状況かと思いま
す。特に期待を膨らませて本学に入学した新入生の皆さ
んは、入学前に抱いていたキャンパスライフと、それか
ら実際の入学後の、コロナ禍の学生生活という現実の
ギャップにもしかしたら苦しんできたのかもしれません。
本日の講演会はこういう一番大変な思いをしている新入
生に対して少しでもエールを送って、これからの学生生
活に少しでも未来を見据えながら頑張っていこうという
活力を注ぎ込みたい思いで企画したものです。
　さて本日の講演会ですが、昨年に引き続きましてカリ
フォルニア大学サンディエゴ校の當作靖彦先生を講師と
してお招きしております。當作先生のプロフィールを簡
単にご紹介させていただきます。當作先生はカリフォル
ニア大学サンディエゴ校で言語学博士を取得されており
ます。現在は同大学のグローバル政策・戦略大学院で教

鞭を取っておられます。これまで筑波大学をはじめ早稲
田大学、南山大学、そして中国の北京外国語大学、それ
から韓国の釜山外国語大学等の客員教授をされておりま
す。現在、関西大学、それからベトナムの国立ホーチミ
ン市師範大学客員教授もされております。ご専門は言語
習得論、外国語教授法ですが、日本語教育につきまして
はアメリカを代表する、アメリカの日本語教育の顔とい
う先生です。米国ナショナルスタンダーズ理事会の日本
語代表、それからアメリカの日本語日本文学学会の元会
長等を歴任されたという先生です。また、アメリカの大
学生を対象にした初級、中級日本語教科書など数多く出
版されております。日本では『NIPPON3.0 の処方箋』
を講談社から出版されていますし、国際文化フォーラム
の『外国語学習のめやす：高等学校の中国語と韓国語教
育からの提言』の監修者もなさっています。
　本日の質疑応答に関しまして、まずチャットのほうに
質問やコメント、感じられたことをどんどん書いてくだ
さって結構です。それでは本日のご講演、當作先生に、
「ウィズコロナ、アフターコロナ時代をたくましく生き
るために」、副題として「大学時代に学ぶべきこと、考
えるべきこと」と題してお話をお願いしたいと思います。
それでは當作先生、よろしくお願いいたします。少し長
くなってしまいましたが、お許しください。
當作　ご丁寧なご紹介、どうもありがとうございました。
カリフォルニア大学サンディエゴ校の當作靖彦です。今
日はこの「ウィズコロナ、アフターコロナ時代をたくま
しく生きるために、−大学時代に学ぶべきこと、考える
べきこと−」ということで皆さんにお話をしたいと思い
ます。これは臼山先生に与えられたタイトルです。皆さ
ん、大学に入ったばかりの方が多く、今コロナ時代でハ
イブリッドの授業などでとても大変な時期だと思います
が、しばらくお付き合いいただきたいと思います。大体
話の流れというのは今の時代がどういう時代であるか、
破壊的創造の時代というお話をして、その中で大学ある
いは大学教育の意義・役割は何かという話をして、一番

ウィズコロナ、アフターコロナ時代を
たくましく生きるために
－大学時代に学ぶべきこと、考えるべきこと－

當作靖彦
カリフォルニア大学サンディエゴ校

2021年年度度筑筑波波大大学学 第第一一回回新新入入生生にに贈贈るる講講演演会会 2021年年7月月12日日
13:45 – 15:00
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重要な部分ですが耐未来性、未来に対応できる力を伸ば
す、そういうことで一つは生涯学習能力、それからもう
一つは人間力を伸ばしてほしいというお話をします。こ
の人間力の定義というのは何かというのは難しいのです
が、そういうお話をして今日は終わりにしたいと思い 
ます。
　今お見せしているスライドですが、スライドのリンク
をチャットに貼ってありますので、そこをクリックする
とウェブブラウザが開いてGoogle スライドが開くと思
いますし、あるいはスマートフォンをお持ちの方はQR
コードを写真に撮っていただくとスマートフォンで
Google スライドを開けることができると思いますので、
どちらかの方法を使っていただければGoogle スライド
をご自分で手にすることができると思います。
　今われわれは 21世紀に住んでいるわけですが、21世
紀の世界というのはどういう世界かといいますと、コロ
ナがはやっていて大変な時代であることは確かなのです
が、それがなかったとしてもテクノロジー主導の、いわ
ゆる激動の世界というのが 21世紀の世界であると思い
ます。その激動の世界というのを象徴する言葉の一つは
破壊的創造、それからもう一つはディジタル変革という
ことで、DXと呼んでいます。破壊的創造というのは、
例えば 20世紀の変化というのは前あったものを改良し
ていいものにしてそれでだんだん変わっていくというも
のだったのですが、21世紀の変化というのは前あったも
のを壊して 0から新しいものを作って先に進んでいく
というような世界なのですね。その中で一番おそらく特
徴的なのはディジタル変革で、今大学もオンライン授業
ということでこれもディジタル化ということの一つだと
思いますが、そういうような世界にわれわれ今、生きて
いるわけです。
　別な定義づけをすれば、今われわれ第 4次産業革命
の途中にあると言われます。2030 年あたりをピークに
第 4次産業革命が進んでいて、このスライドを見てい
ただくと分かるのですが、一つのキーワードは極端な自

動化、オートメーション、それが第 4次産業革命の特
徴ではないかと思います。
　それからもう一ついわれているのは Society5.0 とい
うことで、モノのインターネットやAI を使って実空間
と仮想空間を融合させた社会、これはまさに今の大学の
ハイブリッド授業は実空間と仮想空間を融合させた授業
だと思いますが、そのようなものが一般的になってきて
います。そのような時代が Society5.0 で、それが 21
世紀の社会なわけです。その変化が非常に早いのですね。
　スライドにドラえもんが出てきましたが、ドラえもん
というのは 2112 年から来ているのですね。
　22世紀の世界から来ていて、ドラえもんは五百いく
つぐらいのいろいろなひみつ道具を持って来ているので
すが、実はドラえもんが持って来たひみつ道具でもう今
実際にわれわれが持っている、実現しているものという
のがいくつかあるのです。これは藤子・F・不二雄先生
がお描きになって、22世紀からひみつ道具を持って来て、

概要

1. 破壊的創造の時代
2. 大学の意義・役割
3. 耐未来性を伸ばす

a. 生涯学習能力
b. 人間力

２１世紀の世界
テクノロジー主導の激動の世界

破壊的創造

ディジタル変革

第４次産業革命

Society 5.0
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今われわれが生きている時代にはそういうひみつ道具と
いうのは絶対実現しないだろうというふうに藤子先生は
お考えになってそういうひみつ道具をお作りになったと
思いますが、例えばほんやくコンニャクというのは、今
例えば私も iPhone を使っていますが、iPhone に例えば
日本語を入れると英語ですぐ答えてくれるとか、英語に
翻訳してくれるとか、英語で写真を撮るとそれが日本語
にすぐ翻訳されるというようなことがもう完全にできて
いる。ですから Science Fiction というものが完全に
Science Fact というものになっていて、昨日アメリカ
のニュースで宇宙旅行が可能になるというニュースが流
れていましたが、よく私は、家内と宇宙旅行なんていう
のはわれわれが生きているうちには絶対無理だよねとか、
空飛ぶ飛行機、自動車というのは絶対われわれが生きて
いる時代にはできないよねと言っていましたが、今
2025 年ぐらいには空飛ぶ自動車というのが実現すると
いうことがいわれていて、変化のスピードがとても速く
て Science Fiction が Science Fact になっているとい
うのが 21世紀の社会だと思うのです。
　そういう中で、例えば先ほど言いました第 4次産業
革命とか Society5.0 でどのようなことが進んでいるか
というと、自動化ということでオートメーション、それ
からモーバリゼーションということでモバイルデバイス
でいろんなことができるようになるとか、それからディ
ジタライゼーション、これは単にアナログなものがディ
ジタライズされるというだけではなくて、ディジタライ
ズされることによってプロセスに大きな変化が起こると
いうのがディジタライゼーションですが、そういうこと
が起こっている。それからディスインターメディエー
ションというのは何かというと、中抜きといいますが、
中間段階がなくなる。例えば何かを買おうと思ったら以
前はお店屋さんに行って買わないといけなかったのです
が、今はインターネットでお店屋さんという中間段階に
行かなくても買える、あるいは生産者から直接買えると
いうことで、生産者が直接消費者に物を売るということ

がインターネットを通して可能になったわけですね。ま
たはオーグメンテーションとかバーチュアリゼーション、
そういうようなことがこの第 4次産業革命、破壊的創
造の時代にどんどん起こっているわけですね。
　そのために何が起こっているかというと、人間の仕事
がどんどんなくなるというか、なくなってはいませんが
AI、ロボット、コンピューターに奪われているのです
ね。この過去 5年でAI、コンピューター、そういうよ
うなものに奪われた人間の仕事で特に特徴的なものはま
ず顧客サービスです。例えば電話をかけて何かの案内と
か情報を得るというのも最近はなかなか人間と直接話す
のは無理とか、それからコンピューターで何かをしてい
て質問があったらここに書き込んでくださいっていって
書き込みますが、それに答えているのは人間ではなくて
AI とかロボットであると、そのような場合というのが
非常に多くなって、いわゆる電話交換手とかそういう仕
事というのは今ほとんどありません。
　それから銀行業務でいわゆるオンラインバンキングと
言いますが、銀行の窓口業務がどんどんなくなって、銀
行の支店なんかもどんどんなくなっている。最近では
ATMも必要ないくらいです。インターネットを通して
バンキングをするので、ＡＴＭもいらない時代になって
きていますし、飲食サービスということで、特徴的なの
は例えば最近日本のいろんなレストランに行くと、高級
レストランは違いますが、食券を買わなくてはならない。
今までは注文を取るという人がいたのにそういう人がい

Science Fiction

= 

Science Fact

オートメーション

モーバリゼーション

ディジタライゼーション

ディスインターメディエーション

オーグメンテーション・バーチュアリゼーション



6　2021年度 筑波大学 オンラインによる 第一回 新入生に贈る特別講演会

なくなるとか、それからサイゼリヤとか日高屋に行くと
分かるのですけれども、キッチンの中にシェフがいない
のですね。もうセントラルキッチンでできあがったもの
を温めるだけで、料理の能力がないような人でもできる。
それから三密を防ぐためにサーブする人がいなくなって
ロボットが運んでくるレストランというのも最近は増え
てきたそうです。それから旅行・ホスピタリティーでは、
日本では「変なホテル」というのが有名ですが、ロボッ
トしかいない。ホテルでチェックインするときもロボッ
トが応対してくれるとか、それから最近切符を買うのも
ほとんどインターネットで買う、「みどりの窓口」もな
くなってきているという。それから旅行代理店もなくな
るという、そのようなことが起こっています。それから
販売業務で、先ほども言いましたようにアマゾンで何で
も買えるのでお店屋さんがなくなるとか、生産者から直
接買うということが可能になってきたわけですね。
　どんどん人間の仕事がAI、コンピューター、ロボッ
トに取られていて、労働の将来というか、これは将来と
いうよりも今と言ったほうがいいと思いますが、2030
年までに現在ある仕事の 40％は不要となる。不要とな
るというよりもAI、ロボットに取られて人間がしない
ということなのですが。それから 2030 年までに、現在
アメリカの 18歳から 34歳の人たちがしている仕事の
1500 万の仕事は自動化される。それから 2025 年まで
にということであと 4年ぐらいで、人間対（AI に裏付
けられた）機械の仕事の割合は 48対 52 になるという
ことで、AI がする仕事のほうが人間の仕事よりも増える
ということなのですね。それから BBCの予想ですけれ
ども、2030 年までに自動化により全世界の仕事の 8億
はなくなるということなのです。これ、8億と言ったら
もう大した数だと思います。それから 2030 年までにア
メリカの 7500 万人から 3億 7500 万人がキャリアを変
え、新しいスキルを身につける必要がある。7500 万と 3
億 7500 万というのは大きい差があります。なぜそうい
う差があるのかは分かりませんが、少なくとも 7500 万

人がキャリアを変えなければならない、新しいスキルを
身につける必要があるというふうにマッキンゼーが言っ
ています。
　実は皆さん、年配の方もいらっしゃるかもしれません
が、大学入りたての 1年生あるいは 2年生の方はいわ
ゆるジェネレーション Z、Gen Z といわれる世代の方々
なのですね。Gen Z というのは 1997 年から 2015 年生
まれで、皆さん今お聞きのほとんどの方がこのカテゴ
リーに入ると思いますが、アメリカの予想によると
Gen Z は一生で平均 17の違う仕事に就くといわれてい
ます。これは経済が悪くなって仕事がなくなるというこ
ともあるでしょうし、AI、コンピューター、ロボットに
仕事が取られて新しい仕事に就かなくてはならないとい
うこともあり、一生のうち平均 17の違う仕事に就くと
いうことなのですね。それから一生で五つのキャリアを
経験するということで、私なんかは典型的な昭和生まれ
で、自分の人生で今までしているキャリアというのは教
育という一つのキャリアしかないのですが、こういう人
間というのは将来博物館に入るぐらい珍しい人間になる
ということで、皆さんのようなジェネレーション Zと
いうのは一生でおそらく少なくとも五つのキャリアを経
験するであろうと予想されています。それからアメリカ
の場合には引っ越す人が多いですから、一生で 15回
引っ越すという、そういうようなことが予想されてい 
ます。
　ちなみに皆さんジェネレーション Zの特徴なのです

なくなる人間の仕事

顧客サー
ビス 銀行業務 飲食サー

ビス
旅行・ホ
スピタリ
ティー

販売業務

労働の将来
• 2030年までに現在ある仕事の

40％は不要となる

• 2030年までに現在18歳から34
歳の人たちがしている仕事
1500万は自動化される

• 2025年までに人間対（AIに裏
付けられた）機械の仕事の割合
は48対52になる

労働の将来
• 2030年までに自動化に
より全世界の仕事の８億
はなくなる（BBC)

• 2030年までにアメリカ
の7500万から3億7千5
百万人がキャリアを変え、
新しいスキルを身に付け
る必要がある（マッキン
ゼー）
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が、今現在 9歳から 25歳で、このあと今 5歳以下の人
たちはジェネレーションαといいます。皆さんの次の世
代がジェネレーションαで、皆さんから生まれてくる子
どもがジェネレーションβというのがもう決まっていま
すが、皆さんはジェネレーション Zです。世界的には、
これまでで最も多様な人間を含む世代といわれています。
人種もそうですし、文化背景もそうですし、性的なオリ
エンテーションとかそういうようなことを全部総合する
と今までで一番多様な世代で、これからの世代はもっと
多様になるといわれています。それから、面白いのです
けれども親、教師、専門家のアドバイスよりも同年代の
仲間の考えを尊重する。それから創造力、起業家精神に
富み、社会を変えようという気持ちが強い。これはとて
もいいことだと思います。実はアメリカの今の高校生の
6人に 1人は、自分のビジネスを持っているといわれて
います。そのように自分で起業する、そういうスピリッ
トが非常に強い世代だといわれています。それからなに
ごとにも透明性を求めるという非常に倫理観が強い世代
といわれていますし、社会的問題の解決者、それから社
会改革の担い手になろうとするということで、これはと
てもいいことだと思いますが、そのような特徴を持って
いるとです。
　皆さんは、いかがでしょうか。これはアメリカの
Gen Z でしょうが、日本のGen Z というのはどうなの
でしょうか。これからそういうGen Z 世代の時代に
なってきますが、そういう時代は、もう完全に今の日本

はそうなっていますが、人生 100 年時代になってきて、
医療技術が発達したということもありますし、衛生問題
が解決されて、環境が良くなったとは言えないけれども
暮らしが楽になって、皆さんが死ぬころにはおそらく平
均寿命も 100 歳超えているんではないかと思います。
100 歳になるのはよいのですが非常に健康で長生きで
すから、今までは例えば私のおじさんは 55歳で定年し
てあとはのんびり生きていましたが、今 55歳で定年で
仕事辞めてそのあとのんびり暮らすというのはまず無理
で、60歳、65歳、最近では 70歳、これから皆さんが長
く生きていると 75歳、80歳になっても仕事を続けてい
かないといけない。一つには年金がなかなか支給されな
い、年金の額が減っていくということがあると思うので
すね。日本の場合、年金制度がつぶれるということは絶
対あり得ないのですが、あり得ないけれども年金の支給
開始の年というのがどんどん高くなっていくのと、それ
から与えられる年金がどんどん少なくなっていく。だか
ら年金制度は崩れないけれど条件がどんどん悪くなって、
それでどうなるかというと年を取っても働き続けないと
いけない。だから先ほど言ったようにジェネレーション
Zは一生で 17の仕事をしないといけないとか、五つの
違うキャリアをつくらなくてはならない。
　それでどういうことが起こるかというと、例えばこれ
から皆さんどういうことが起こるかということが予想で
きれば大体どういうふうにしたらいいかという準備がで
きます。今パンデミックが終わってNew Normal にな

Gen Z (1997-2015生まれ)

•一生で平均17の違う仕事に就く

•一生で5つのキャリアを経験

•一生で15回引っ越す

GEN Zの特徴
現在5歳から25歳

世界的にはこれまででもっと多様な人間を含む世代

親、教師、専門家のアドバイスよりも同年代の人々の考えを尊重

創造力、起業家精神により社会を変えようという気持ちが強い

なにごともに透明性を求める

社会的問題の解決者、社会変革の担い手になろうとする

人生100年時代

New Normal

Next Normal

No Normal
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るとか、それからNext Normal になるといわれていま
すが、おそらくNew Normal も Next Normal も来な
いともいわれています。Normal がない、No Normal の
時代になる。つまりもう本当に混沌として何が起こるか
予想がつかない、そういう時代がこれからずっと続くで
あろうというふうにいわれています。つまり準備をする
のがとても難しい時代が来るわけです。
　私は 20世紀に生まれてもう 21世紀、あと死ぬのを
待つだけなのですが、20世紀に生まれて良かったなと思
うのは、20世紀は先を読むのが非常に楽な時代で、自分
は将来こういうふうになるからこういうことをしておき
ましょうとか準備が簡単にできたのですが、いわゆる破
壊的創造の時代でいろんなものが壊されて予想していな
いものが新しく出てくる。新しく出てくるのは新しいも
のだけではなくて考えとかそういうものが出てくるので、
なかなか予想がつかないという、そういう時代に皆さん
生まれてきています。いわゆるNo Normal なのですが、
Doc Holiday１というのはアメリカの西部開拓時代に
OK牧場なんかにいた有名な人ですが、この人が言って
いるのは、Normal な人生というのはないと。あるのは
単に人生であると。西部開拓の時代だったのですが、皆
さんのこれから生きる人生というのはNormal な人生

１　 ドク・ホリデイ（1851-87）。アメリカ合衆国の西部開拓時
代のガンマで、歯学博士の称号を持っていたため「ドク」と
呼ばれ、『荒野の決闘』や『OK牧場の決斗』など多くの西
部劇映画で描かれた。

ではなく単に生きていかなくちゃならないというそうい
う時代で、20世紀生まれの私から見ると本当に 21世紀
を、これから生きていかないといけない皆さんというの
は大変だなという同情の念しかないという、そういう気
持ちでいっぱいです。生まれた時代を選ぶことは皆さん、
できないのですよ。私も 20世紀を選んだわけではない
けど、20世紀というとてもいい時代に生まれたのですが、
皆さんは 21世紀に生まれて 21世紀を生きていかなく
てはならない。それをどんなふうに選択をするかで、皆
さんのこれからの人生というのは変わってくると思い 
ます。
　ちょっとトピックを変えます。今COVID-19、いわ
ゆるコロナウイルスで感染症が終わってくれるといいの
ですが、パンデミックが起こっていて、それで大学はハ
イブリッドの授業あるいはオンライン授業になったり、
それから仕事もオンラインでリモートワークに変わった
りしました。このRichard Haas２という人はワシント
ンDCにあるシンクタンクのプレジデントで、もともと
外交官だった人なのですが、パンデミックは歴史を変え
るのではなく速く進ませるということを指摘しています。
パンデミックのせいで大学はハイブリッドとかオンライ
ン授業になったが、歴史が変わったから対面授業がオン
ライン授業に変わったのではなくて、もともと将来授業
というのはオンラインになることに決まっていたが、パ
ンデミックのためにそれが早く起こったんだ。リモート
ワークというのも将来はリモートワークになるはずだっ
たが、それがパンデミックのために早く起こったという
だけで、歴史が変わったわけではないというのですね。
さっき言ったように Science Fiction が Science Fact
になるように時間がどんどん早く進んでいる、まさに激
動、激変の時代ということが言えると思うのです。
　実は、日本もそうかもしれませんが、パンデミックが

２　 リチャード・ハース（1951-）。ジョージ・Ｈ・Ｗ・ブッシュ
政権で大統領上級顧問（中東政策担当）、コリン・パウエル
国務長官のもとで政策企画局長を務めた外交官。

パンデミック
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起こって大学がオンライン授業に変わったときに、大学
教育はもう必要ないということで大学を辞めた人がたく
さんいるのですね。9月から新学年が始まりますが、大
学に入る人の数が減っているということがもう分かって
います。大学教育はもう必要ないと。一つはオンライン
授業が前の対面授業ほど良くなかったということもあり
ますが、いわゆるクラスメートと一緒になるとかそうい
うような状況がないということで大学教育はもう必要な
いと、大学教育というのはもう意味がないと言って辞め
た人、あるいは大学に来ない人が多かったのですね。大
学教育の意義は何なのかって、せっかく筑波大学に難し
い大学入試を通って入ってきた皆さんに言うのはなんです
が、大学って本当に意味があるのかということなのですね。
　私自身は大学で教えていますから意義があると言いた
いのですが、今アメリカでいわれているのは大学卒業証
書というのは、大学を卒業して最初の仕事を得るときに
だけ意義があるということです。だから筑波大学を出て

Richard Haas

The Pandemic Will Accelerate 
History Rather Than Reshape It.

パンデミックは歴史を
変えるのではなく、速
く進ませる。

筑波大卒ですって言うと仕事で面接を受けられるとか、
ほかの大学の名前を言うと面接しませんとか断られるの
に、筑波大学だと卒業したって言うと素晴らしいと言っ
て面接してくれる。もうアメリカでは今大学卒業証書の
意義は完全にそれしかない。その後は完全に個人の能力
次第であるといわれています。例えばこの会社のリスト
を見ていただきたいのですが、Apple コンピューター、
Google、Hilton ホテル、IBM、Costco、Starbucks、こ
れは何かというと大学の卒業資格なしに雇ってくれる会
社のリストなのです。今アメリカではこういう会社がど
んどん増えていて、実際現実社会に行くと学歴なんて全
然関係ないです。
　これはとても大切なことなのですが、もう時代は変
わってきたので、いわゆる価値観がどんどん変わってい
る。だから従来の既存の価値観を信じてはいけない。大
学というのは知識のソースではない。知識を与えてくれ
る場所ではなくて、これはとても大切なことなのですが、

大学教育は必要か

大学の意義・役割

大学卒業証書の意義

•大学の卒業証書が役に
立つのは、大学を卒業
して、最初の仕事を得
る時だけである

•その後は、個人の能力
次第である

Apple 
Computer
Google
Penguin 
Random House
Hilton
IBM

Costco
Starbucks
Bank of America
Ernst Young
Hoｍe Depot
Whole Foods

大学とは

知識のソースではない。

新しいもの・人間を創出する
リソースである
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新しいもの・人間を創出するリソースを作っている、そ
ういうところであると考えてほしいと思います。
　今大学の役割というのは混沌とした未来を生きていけ
る、未来に対応できる人間を作ること、あるいは耐未来
性を持った、混沌とした未来を頑張って生きていける、
そういうような人間を作ることにあります。
　私は、大学で身につけるべき能力の主要なものは次の
二つだと思います。一つは生涯学習能力、それからもう
一つは人間力だと思います。人間力というのは私自身の
定義があるので説明しなければなりませんが、この二つ
を身につける必要があると思います。
　まず生涯学習能力ですが、アインシュタインが学習を
やめた時点で死に始めるということを言っています。ま
さにこれから混沌としていろんな仕事、いろんなキャリ
アをやらなくてはならない、いろいろ新しいものを覚え
ていかなければいけないということで、一生学習を続け
ていかなくてはいけない、そういう時代にこれからなっ

ていくと思ます。
　生涯学習能力を身につけるということに関して、その
基礎となる三つの柱があります。一つは深い探求力を身
につける。それから 2番目は高度の思考能力、暗記と
かそういうことではなく、分析したり仮説を立てたりす
るなどの能力。それから 3番目は効果的なコミュニ
ケーション能力を身につけるということです。
　まず深い探求能力ですが、学習ストラテジー、自分は
新しい知識、スキルを身につけるときにどうしたら一番
よく覚えられるかということを自分自身が知るというこ
とがとても大切です。それから皆さんGoogle とか
Bing をお使いになると思いますが、これからは検索ス
トラテジーを知っていないといけない。Google だけと
か Bing だけでもこれからは絶対に検索能力は駄目です。
様々な検索の方法を知っておくことが重要です。それか
らプロジェクトプランニング、すなわち、計画を立てて、
それによって知識を身につけること、テクノロジー・情

Future Ready (未来対応)

Future Proof （耐未来性）

大学で身に付けるべき能力

•生涯学習能力

•人間力

生涯学習能力

生涯学習能力の基礎

1. 深い探求力

2. 高度の思考能力

3. 効果的なコミュニケーション能力

1. 深い探求力

•学習ストラテジー
•検索ストラテジー
•プロジェクトプラニング
•テクノロジー・情報・メディアのリテラ
シー

•成長型マインドセット
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報・メディアのリテラシー、さらにもう一つディジタル
シティズンシップということで、ソーシャルネットワー
キングサービスをうまく使えるとかそういうことが大切
です。それから成長型マインドセット。自分はずっと成
長し続けるんだ、自分は伸び続けるんだという前向きの
態度というのは必要です。
　最近、Neuroplasticity ということがいわれていて、人
間の頭というのはもう自由に形を変える、いろんなこと
を経験すると新しく脳が変わっていくということが分
かっています。自分で脳は変われるという、自分は変わ
れるという自信を持っていれば持っているほど変われる。
それから私のように年を取っていても、脳は簡単に変わ
るということが分かっています。自分はもういいやとい
うふうに諦めてしまうと脳は変わらないということが分
かっています。そうではなく、自分は変われるというふ
うに前向きであることがとても必要です。
　バックグラウンドの色が変わりましたけど、ちなみに、
アメリカの研究に、ジェネレーション Zの学習スタイ
ルということで、ジェネレーション Zの人たちはこう
いうふうな学習スタイルを持っているということが分
かっています。注意力が案外散漫で、注意が長続きしな
いのですね。それで小さい単位で学習する。それから
Do it yourself で、自分で何かをやりながら学習する。
それからVisually oriented で目で覚える。だから
YouTube で覚えるとかそういうことです。それから質
問し、議論し、リーダーシップを取る中で学習する。協

働作業をしたあと、そのあと個人で考えながら学習する。
学習方法を個人で選ぶ。情熱を持っていることを学習し
ようとすることが分かって、これは日本のGen Z に言
えるかどうか分かりませんが、参考にしてください。
　それから生涯学習能力の 2番目の柱というのは高度
の思考能力ということで、これは大学にいる間にぜひ身
につけていただきたいのですが、創造するとか分析する
とか、それからこれはとても大切ですが、問題解決能力、
それから水平思考って言いますけど、ラテラル思考３と
いうことで仮説を立てないで水平思考する。それは高度
の思考能力のロジカルシンキングと両方できなくてはい
けないのですが、それからいろんな方向から物事を見る
360 度思考とか、高度の判断力、意思決定能力が大切
です。それからいろいろアイディアを出す。アイディア
を出すときに一つじゃなくて、これの代案はないかとか
いろいろ考えてみる。そのようなことを大学時代にやは
り身に付ける必要がある。それが生涯学習能力を身につ
ける一つの方法だと思いますね。
　それから単に受け入れるだけじゃなくて、外に発出す
るというのも、生涯学習能力で大切です。そういう意味
でプレゼンテーションスキル、自分が覚えたことを他人
にプレゼンテーションすることでさらにスキルが伸びる
ということもあるのですね。それからコミュニケーショ
ン・発信能力で、皆さん、ぜひブログとかポッドキャス
ティングを学生のうちからやっていただきたい。発信能
力は、とてもこれから大切になります。それから協働作
業でいろいろ覚えていくということで対人能力とか社会
性、それから外国人と一緒に何かを学習するということ
で異文化理解力といったものが必要になってきます。
　今日はこの人に何度か出てきてもらいます。John 
Dewey４という人なのですけれども、教育というのは何

３　 ラテラル思考（Lateral thinking）。水平思考。既成概念に
とらわれずアイデアを生み出す思考方法のこと。

４　 ジョン・デューイ（1859-1952）。アメリカ合衆国のプラグマ
ティズムを代表する哲学者。

GEN Zの学習スタイル
•小さい単位で学習する
• DIYで学習する
•ビジュアルで学習する
•質問し、議論し、リーダーシップをとる中で学習する
•協働作業をし、その後個人で考えながら、学習する
•学習方法を個人で選ぶ
•情熱を持っていることを学習しようとする

2. 2. 高度の思考能力

•高度の思考能力
•問題解決能力
•ラテラル思考・３６０度思考
•高度の判断力、意思決定能力
•あふれるアイディア
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かを言ってもらうとか、いわゆる先生に講義してもらう
ということではなくて、自分から積極的に積み上げてい
くプロセスであるということですね。だから先生に講義
してもらうとか講義を受動的に聞くのではなくて、まさ
にDo it yourself の精神で自分でどんどん覚えていくと
いうことが大切で、まさに自律的学習能力、自分でいろ
いろ覚えていく自己教育能力というものが必要です。
　次に、Whyの力、質問の力がとても大切で、質問の中
でもなぜということが重要です。生涯学習能力を維持す
るためには好奇心を常に持つ。それから何を勉強したら
いいかという目標を設定する。どういうふうに勉強した
らいいかという計画を立案して、何をやったらいいかと
いう、そういうリソースを見つけてくるとか、どうした
らスキルが身につくかツールを見つける。それから一人
で勉強するのではなくてほかの人から学ぶという協働力
とか、単に情報を受け入れるだけじゃなくてそれをクリ
エイトして外に出す。それから自分をモティベートする。
時には学ぶのも大変なことがあるかもしれないが、忍耐
力・回復力、リスクを冒す、失敗を恐れないということ
が大切です。それからスキルを身につけている途中で、
自分はうまく身につけているかどうかという自己評価を
行う。それで、これから生涯学習をしていく中で身につ
けたスキルはどういうものかをきちんと自分で記録して、
これはポートフォリオといいますが、そのようなものを
作っておくと仕事を探すときに、私はこういうスキルが
ありますということをプレゼントしやすくなる。それか

らあとでも言いますけど、内省能力、自己内省、それか
ら自己管理力というのがとても大切になってくる。これ
は大学にいるうちに身につけていく必要があると思い 
ます。
　Alvin Toffler５という人が言っているのですが、21世
紀のリテラシーというのは読み書きではなくて Learn、
Unlearn６、Relearn が重要です。学習する、あるいは忘
れる、あるいは学習し直すということで、これからいろ
いろ時代が変わっていくわけで、覚えなくてはならない
こともどんどん変わっていく。今まで覚えたことでもも
う忘れたほうがいいものもあるかもしれませんが、そう

５　 アルビン・トフラー（1928-2016）。アメリカの作家・未来
学者。情報化社会の到来を予測した『第三の波』（1970）
の作者として知られる。

６　 アンラーン（アンラーニング）。学習棄却。過去の経験や知
識に囚われて変化に対応することができなくなることを防ぐた
め、古い価値観や行動パターンをあえて棄却し、新しい知識
を吸収していく態度のこと。

3. 効果的なコミュニケーション能力

•プレゼンテーションスキル
•コミュニケーション・発信能力
•対人能力
•社会性
•異文化理解力

自己教育能力
•自律的学習能力
• Whyの力
•好奇心旺盛
•目標設定能力
•計画立案能力
•豊富なリソース、適切な
ツールを選択

•協働力

•情報のクリエーター
•モティベーター
•忍耐力・回復力
•リスクを冒す、失敗を恐
れない

•自己評価者
•内省能力
•自己管理力

Learn, Unlearn, Relearn

専門知識・スキルの価値

価値が半減するのに

20世紀 ＝ 20年

21世紀 ＝ 3年から4年
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いう時代になってくると思うのですね。専門知識とかス
キルの価値なのですが、20世紀は一つのスキルとかを身
につけても価値が半減するのに 20年だったのに、21世
紀は 3年から 4年といわれています。もう時代がどん
どん変わっているから、スキルを身につけてもすぐ古く
なる。だから、もうとにかく新しいスキルを身につけな
くてはならない。一つの同じキャリア、同じ仕事をして
いても、同じ仕事の中でも一つのスキルというのはどん
どん古くなって、今 3年、4年と言いましたが、そのう
ち 2、3年で古くなるという時代が来るのではないかと
いわれています。環境の変化により専門知識・スキルと
かが陳腐化、老朽化、退行化していく。経済効果、生産
性が退化して、新しいスキルで置き換えなければならな
い。それから最後の点がとても大切です。視点、観点、
信念が陳腐化していくということで、年を取っていくと
考えを変えるというのが非常に難しくなってきますが、
これからの時代、そういうものをフレキシブルに変えら
れるようにならないといけない。
　だから、これから本当に大変な時代で仕事、キャリア
をいくつも変えていかなくては生き残れない、そういう
時代なので、とにかく学習するのをやめてはいけない。
もうとにかくこれからずっと学習し続ける、そういう
Desire というのをもう持ち続けなければならない。John 
Dewey には何回も出てもらいますけれども、教育とい
うのは将来のための準備ではなくて人生そのもので、生
きていること自体が教育であると。まさに生涯学習で、
生きながら生涯学習を続けなくてはならないということ
なのですね。
　それからもう一つ、大学にいる間に身につけていただ
きたいのは人間力です。今われわれはパンデミックに襲
われていて、オンライン授業とかハイブリッド授業を
やって何とかパンデミックを乗り切ろうと Survival を
していますが、Survival で終わってはいけなくて、何と
しても成功して本当にいい生活をしていかなくてはなり
ません。そのために私は、人間力を身につける必要があ

ると思うのです。
　Us vs. Themという話ですが、さっき言ったように
オートメーションが進んで人間の仕事というのがAI、
ロボット、コンピューターにどんどん取られていて、わ
れわれの競争相手というのはまさにロボットとかAI な
のです。では人間とロボット、AI の違いは何かという
と、Simulating と Being なのですね。つまり機械という
のは人間から得た情報を得て、人間のまねをしていると

退行化、陳腐化、老朽化
環境の変化により

•専門知識・スキルが陳腐化

•専門知識・スキルが生む経済効果・生産
性が退化

•視点、観点、信念の陳腐化

SurvivalからThriveへ

•人間力を発展させる
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いうかシミュレーションしているのです。人間の強みと
いうのはシミュレーションする必要はない。存在そのも
のというのが強みで、人間しか持っていない、あるいは
人間の力、人間の強みの力というのを磨けば磨くほど、
機械に負けることはなくなるわけです。ですからオート
メーション、ディジタライゼーションできないことに価
値がある、そういう時代なのですね。それで人間力とい
うものが必要なのです。
　人間力というのはいろんなものがあると思いますが、
一つ一つは読みませんが、例えば昔AI が出てきたころ
に、AI と人間の違いは何かというと、例えば今世界の人
口が 78億あって、その食糧が 40億人分しかないとい
うふうになったときに、AI に一番合理的な解決方法を見
つけよというと何て言うかというと、例えば人口 80億
で 40億人分の食料しかないと思ったら 40億人を殺し
たらいいというふうにAI は言うというのですね。人間
だったら決してそんなことは考えないと思うのです。そ

こが人間性なのです。そこが人間の良さなのです。例え
ばAI と将棋が勝負をするとAI が勝つといいますが、
実のところ私は、例えば藤井聡太二冠（講演会当時）が
AI にまだ勝てると思うのですね。それでこの間最初の
タイトルを守りました。そのときに加藤一二三九段、元
名人が何と言ったかというと、藤井聡太二冠（講演会当
時）にはAI 隆盛の中、「人間ならではの創造性を見せ
てほしい」というふうに言っていたのですね。これは素
晴らしい言葉だと思うのです。「人間ならでは」—これが
人間の強みだと思います。この加藤一二三さんはもう
81歳なのですが、今私が言ったことを Twitter で言っ
ているのですね。81歳で Twitter をやっている。それか
ら今から 4年前に将棋の方はもう引退しているのです
が、今ワタナベエンターテインメントに所属してタレン
トやっていて、まさにキャリアを変えています。まさに
21世紀を生きていくのに素晴らしい必要な力を持った
人間だと思うのですね。そういうような人間になってい

Us vs. Them

機械と人間の違い

•Simulating

•Being

オートメーション、ディジ
タライゼーションできない
ことに価値

人間力

人間力
先見性、情熱、洞察力、思考力、360度思考、
共感力、信念、夢を見る、直観、倫理性、良心、
信頼性、誠実さ、実直さ、知識統合力、説得力、
共感力、同情心、柔軟性、自意識、ユーモア、
知的好奇心、情感、親切心、感情、ひらめき、
思い付き、セレンディピティー、友情、恋心、
愛情、思いやり、おもてなし、内省力、美意識、
美的感覚、忍耐力、持久力、社会性、…

No Normalの時代に成功するために

Multipotentialite
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く必要があると思うのです。
　それでNo Normal の時代に成功するためにどうした
らいいかということで最近いわれているのは、
Multipotentialite になる必要があるということです。い
ろいろなことに興味を持っていろいろなスキルを 
持ってクリエイティブな追求をしている人を、
Multipotentialite って言うのですね。これはなぜかとい
うと、何が起こるか分からないからどんなことが起こっ
ても対応できるスキルをたくさん持っていてそれで生き
ていくという、そういうことがとても大切な時代になっ
ているのです。
　それから Serendipity です。これは何かというと、偶
然何か予想していないのに、求めていなかったのにいい
ことが起こるということで、例えば将来もう混沌として
いるときにいいことが自分に起こる、これはいろんなス
キルがあって、例えば 100 のスキルを持っていたとき
にあるスキルとあるスキルを結びつけたらとても素晴ら

しいことができるとか、そういうようなことがまさに
Serendipity なのですね。予想がつかない時代にいいこ
とを起こそうと思ったら、この Serendipity というのが
とても大切なのですね。
　それで大学で何をすべきかということなのですが、ど
うやったら学習が起こるかというと、まずいろんなこと
を経験するということが大切で、経験して覚えたことを
他人と共有するというのが一番いい学習方法なのです。
だから経験学習、実践学習とかそういうようなものをぜ
ひしてもらいたい。だからいろんなことを経験してもら
いたい。筑波山に登ったことがなければ筑波山に登って
万葉時代のことを考えてみるといったこともしてもらい
たいし、例えば中央アジアに留学する機会があるんだった
らぜひ留学して、いろんな経験をしておくことによって将来必
要な能力が身につくと思うのです。知識が経験によって結び
ついて、将来必要な能力が結びついていくと思うのです。
　ただ、経験するだけではなくて、先ほど内省能力って

No Normalの時代に成功するために

大学で何をすべきか

いろいろな経験をする

最適学習環境・条件

学習が起こるとは

新しい経験が頭の中に存在する知識につながった
時に「学習」が起こる

頭の中で新しいことの理解（学習）が起こること
を確実にするには、頭の外で他人と共有できるこ
とを積極的に構築することが必要である

経験

•経験学習

•実践学習

•Learning by Doing

経験
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Activate yourself NOW!

おわり
59Ver.1.1.

60

質疑応答

ありがとうございました

ytohsaku@ucsd.edu

言いましたが、John Dewey が言っていますが、われわ
れは経験から学ぶのではなくて経験を反省することから
学ぶのだということで、内省能力を身につけるというこ
ともとても大切なのですね。
　これが最後の言葉になります。マイクロソフトのビ
ル・ゲイツ７が言っていることなのですが、いわゆる

７　 ビル・ゲイツ（1955-）。アメリカ合衆国の実業家。マイクロ
ソフトの創業者として知られる。　

ヒューマンキャピタル、人間力というのがこれから競争
していくうえで一番重要な基本になるということを言っ
ているのですね。だから、これから 20年後どういうふ
うになっていくかというのは、今どれくらいこの教育の
中でいいことをしているかと。だから生涯学習能力とか
人間力というのを今身につけておくと、皆さん、20年後
に幸せな生活を送るということができるようになるとい
うことで、今私の話を聞いてじゃあ明日から頑張ろうっ
て思っている方もいらっしゃると思いますが、今日から、
今から、とにかく生涯学習能力、それから人間力を伸ば
すようにぜひ筑波大学で頑張っていただきたいというふ
うに思います。ちょっと長くなりましたが、3分ちょっ
とありますので質疑応答の時間にします。それからもし
質問が今できなければここに私の Eメールアドレスを
出しておきましたので、私に Eメールしてください。
それでは、どうもありがとうございました。
臼山　本当に素晴らしい渾身の講義をしていただきまし
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て誠にありがとうございます。
　ご参加いただいた学生の皆さん、それから教職員の
方々、それから一般聴講の方々、遠慮なくチャットにご
質問、ご意見・感想を書いていただければと思います。
特に学生の皆さん、どうでしょうか。もちろん教職員の
方でもいいですし、一般の方も構いません。ご質問はあ
りますか？
當作　カメラオン、マイクをオンにして直接ご質問くだ
さっても結構です。
臼山　いかがでしょうか。當作先生に質問する機会とい
うのはなかなかありません。筑波大では年に 1回です。
特に学生の皆さん、いかがでしょうか？ ありましたね。
それでは櫻井岳暁さん、どうぞ。できればビデオをオン
にして顔を出していただけると、ありがたいです。どう
ぞ。
櫻井岳暁（国際交流支援室）　どうも、国際交流支援室
の櫻井岳暁と申します。先に学生さんの質問が今来たよ
うですので、私はあとで結構です。
臼山　櫻井先生、すみません。学生さんのチャットです
ね。分かりました。生物学類の及川知穂さんですね。
「信念の陳腐化という話に触れられていましたが、変化
しなければならない信念は信念と呼べるのか疑問に思い
ました」とのことです。當作先生、よろしいですか。
當作　はい。信念でも変えてはいけない信念もあれば間
違った信念もあって、あるいは時代にそぐわない信念と
いうのもあると思います。だからそれをやっぱり見極め
て、自分でどうやって生きていくかということを考える
必要はあると思います。だから曲げてはいけない信念も
あると思いますが、それを曲げないために生きづらくな
るとか壁にぶつかるということもあると思います。
臼山　ありがとうございました。それでは総合学域群 1
年生ですね。山之内美夏さん。「自己評価をするにあ
たってポイントがありますか」という質問です。
當作　はい。実は私は言語能力の評価の専門家なのです
が、いわゆる自己評価ということで、評価する場合に一
番大切なのは何を達成したいか、何ができるようになり
たいかというゴールが必要だということです。そのゴー
ルを達成したかどうかを評価するわけです。あるいは
ゴールだけではなくていわゆる何か学習している途中の
プロセスの仕方がいいかどうかを評価するわけで、評価
の対象によって何を評価するかというのも変わってくる
と思います。例えば私は外国語を教えているわけですが、
外国語の評価で外国語を使ってどれくらいのことができ
るのか、英語で研究発表ができるのか、あるいは英語で

日常会話ぐらいしかできないのか、それは何を測りたい
かによって変わってくると思います。ですから評価の対
象によってそのようなものというのは変わってくると思
います。インターネット上にビジネスにおける業務評価
や業務などいろんな情報が出ていますので、そういうよ
うなものを参考に自己評価をどうやるかというのを
ちょっと自分で調べてみてください。
臼山　當作先生、ありがとうございます。まだ二人ほど
学生さんから質問が上がってきているのですけども、よ
ろしいですか。
當作　はい、どうぞ。
臼山　武田和也さんという情報学群情報メディア創成学
類 1年生の男子学生からです。「議論するところとか、
経験を共有するコミュニティーはどう探せばいいです
か」という質問です。
當作　大学のいいところというのは大学の中に学生、先
生、教職員、そういうコミュニティーがあるということ
で、そういうコミュニティーを利用するとか、それから
ソーシャルネットワーキングサービスを使うことで、自
分でコミュニティーを作ってはいかがでしょうか。そう
いう能力を身につけるということはこれからの時代、必
要だと思います。人間は一人では生きていけないと思う
ので、例えばそういうコミュニティーを作って自分の力
を上げていくという能力も、特にこれからの時代に必要
になってくると思います。
臼山　ありがとうございます。さらに数学類の篠田汐里
さんからの質問です。「ご講演いただき、ありがとうご
ざいました。私は今アレルギー食品に関する企業への就
職を考えています。でも鮮明なビジョンはなく、漠然と
しています。このような曖昧な感じでも経験を積むこと
で人間力は高められるのでしょうか」。
當作　はい、できます。私はそもそも日本の大学入試に
反対なのですが、18歳で自分の人生の将来がもうほぼ決
まってしまうということは、若い人にとってはものすご
いプレッシャーだと思うのです。個人的な例ですが、う
ちの家内は 30代の半ばぐらいまで自分のやりたいこと
がはっきり分からなくて、もうそのころ結婚していて、
私はいい夫だったのかどうか分かりませんが、妻がやり
たいことが全て、コロコロ変わるのですよ。それで大学
院に行きたいとか別なことを学びたいとかいうのを全部
応援していたのですが、遅咲きの人もいれば早咲きの人
もいる。だから今例えばそういうアレルギー関係に興味
があっても途中で興味が変わることがあっても全然いい
と思うのです。そういういろいろな人間がいるからこの
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世界は面白いのであって、興味が変わったらすぐ新しい
ことを学んで次に移れるようにしておく、あるいは新し
いものを学んでいるうちにそっちのほうに興味がいくと
いうことがあると思うのですね。
　私なんかもそうなのですが、何かやっているうちに興
味が変わって今の仕事になるというようなことがあると
思います。だからもう最初から決めてしまうというそう
いう生き方もあれば、そうではなくてだんだん変わって
いくという、生き方というのはいろいろあると思います。
ただ、やはり苦労はするかもしれませんが、明日は大変
かもしれないけど明後日になったら良くなるよというそ
ういう楽観主義の気持ちで頑張っていけば何とか未来は
開かれるというふうに思います。人間はいろいろですか
ら、もう最初から自分は将来はパティシエになりたいと
か言っていて、もう 5歳ぐらいから私は将来パティシ
エになるって決めて一生懸命頑張って製菓学校、製菓学
校というのはお菓子を作る学校ですけど、そこに行って
パティシエになる女の子もいれば、そういう人生もある
し、パティシエになるって言っていてアレルギーの研究
で世界一になる人もいたって全然私は構わないと思うの
です。だから今自分がはっきりしないけれどこれからい
ろんなことをやっていく中で自分の生きる道を見つけて
いくという、それで僕はいいと思います。
臼山　ありがとうございます。今の篠田さんですが、起
業も考えているようですね。
當作　頑張ってくださいね。
臼山　目標を目指して、本当に頑張ってもらいたいで 
すね。
當作　アレルギーで困っている人はたくさんいますから。
やっぱりジェネレーション Zというのは社会変革とか
社会のためになることをやろうという、そういう起業家
精神に富んでいるのですね。とてもいいことですね。こ
れから仕事に困らない一番いい方法は起業家精神で自分
で自分の仕事をつくるということで、ぜひ起業していた
だきたいというふうに思います。それから具体的に言う
ならば、大学にいる間にぜひ学んでいただきたいことは、
一つは統計学。統計学をぜひ勉強してもらいたい。それ
から 2番目はコンピューターのプログラミング。プロ
グラミングランゲージは何でもいいからプログラミング、
コーディングを勉強しておいてもらいたい。それからも
う一つはインベストメントの勉強。
臼山　投資ですね。
當作　この三つは、必ずしておいていただきたい。今日
私が言ったことで一番大切なことで、この三つをやって

いると将来絶対私に感謝すると思います。この三つを
やっておくと将来、絶対役に立つと思います。
臼山　ありがとうございます。学生さんの質問が一段落
つきました。櫻井先生、お待たせいたしました。質問を
よろしくお願いします。
櫻 井　當作先生、どうもご無沙汰しております。
ACTFL８で 2年ほど前にお会いしましていろいろ議論さ
せていただきまして、その当時も 2015 年くらいでしょ
うか、ダボス会議９で教育の変革が現れているという話
を伺いまして、それを今日たぶん具現化して新入生に贈
られたのかなというふうに思っておりました。質問なの
ですが、UCSD１０の中で、割と今のところ日本の大学は
専門性を固めるというところから時にそこから離れてい
かないと視野が広がっていかないというような話もあっ
たかと思います。UCSDは学生の視野を広げるためにど
のようなカリキュラムの工夫をしているのか、もし例が
ありましたらご紹介いただきたいと思います。もう一つ
はGo Abroad、人間力を高めるきっかけとして留学経
験が非常に重要だという話がありましたが、UCSDの学
生さんはGo Abroad を活用して海外に出ることが多い
のでしょうか。以上、二点、ご質問させていただきたい
と思います。
當作　はい。恐らくこういう人間教育に関しては、アメ
リ カ で も 大 学 が 一 番 遅 れ て い る と 思 い ま す。
Kindergarten から 12 年生までの小中高というのはも
う完全にそういうような教育になっているのですけれど
も、大学に来るとそれが止まってしまう。筑波大学もそ
うだと思いますけれども、UCSDのような研究大学に来
ると、先生たちというのは研究が一番で教育というのは
二の次になる。ただ今回、ある意味で私はパンデミック
があってとても良かったと思うのは、先ほどパンデミッ
クで大学はもう役に立たないということで辞めていく学
生が多かったという話をしましたが、それで大学で教え
ているわれわれも大学の意義というのは何なのか、大学

８　 The American Council on the Teaching of Foreign 
Languages（全米外国語教育協会）の略称。小学校から
企業までの全ての外国語教育について、その改良や普及を
目的とする組織。

９　 スイス・ジュネーブに本拠を置く非営利財団、世界経済フォー
ラムが毎年 1月にスイス東部の保養地ダボスで開催する年次
総会。世界を代表する政治家や実業家が一堂に会し、世界
経済や環境問題など幅広いテーマで討議する。

１０　 University of California, San Diego（カリフォルニア大
学サンディエゴ校）の略称。アメリカ合衆国カリフォルニア
州サンディエゴ市郊外のラホヤに位置する州立の研究型大
学（男女共学総合大学）。
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の役割は何なのかというのを考えるようになって、研究
だけではいけないと、研究を通して人間を育てていかな
くてはならないというように変わった先生がUCSDで
も多いです。
　もともとUCSDというのはいわゆる大学院中心の研
究型大学なのですが、教育の面で世間からいろいろ批判
を浴びてて、ノーベル賞取った人が 15人いるからいい
大学とは言えないというようなことをよくいわれます。
その 1年生、2年生のときに、日本の小中高でやってい
る総合科目のようなものを必ず大学の 1、2年で取るよ
うにしています。例えば、ローマ、ギリシア時代のこと
を勉強するとか、そういうようなことを通して人間を育
てるというようなことをやっているのですね。ですから、
だんだん今回のパンデミックで大学というのも変わって
きた。くり返しになりますが、大学の意義というのは知
識のソースではなく、われわれが研究して新しいものを
創り出し続ける点にあります。
　もう一つは、そういう大学は新しい人間をつくり出す、
そういう場所であって、それが大学の意義であるという
考えです。その意味で私はパンデミックがあってとても
良かったと思うのです。先生たちが、今までよりも人間
的になってきました。例えば成績をつけるということで
今まではABCDでテストをやって、カーブを描いてこ
こからここまでがABってやっていたのですが、イン
ターネットでテストをやるのは難しい。だから今までの
Reliability のあるテストができない。そうしたらどう
やったら人間を評価したらいいかということを先生が考
えることによって、もっと人間というものを、うちの大
学の先生でも考えるようになったというのはすごく大き
い進步だと思います。とにかく研究して論文の数を増や
すことしか考えなかった人間が学生のためにどうしたら
いいかというのを考えるようになった。これはパンデ
ミックの、コロナウイルスの一つの功績だと僕は思い 
ます。
櫻井　少なからずそのような動きがあって、教育の原点
に返ったということですね。筑波大学でも教育変革は議
論されています。この 4月に創設された総合学域群の
ような大学で専門性を超えて幅広い視野を涵養する教育
は、非常に大切だと思います。
當 作　 だ か らDiscipline と い う の が な く て、No 
Discipline と い うか、クロスDiscipline 以 上 にNo 
Discipline、No Normal の 時 代 な の だ か ら、No 
Discipline でもいいんじゃないかという、そういう考え
がやっぱり大学で最近出てきましたね。これはとっても

いいことだと思います。つまり、さっき言ったように
Multipotentialite を育てなくてはいけないわけですから。
だから、そういうようなことを考えて教育をする方向に
筑波大学が進んでいるというのは、とてもいいことだと
思うのです。海外留学ということですが、カリフォルニ
ア大学には Education Abroad Programという留学を
支援するプログラムがあって、学生には留学を積極的に
すすめています。
櫻井　ありがとうございます。学生さんからまたたくさ
ん質問が来ているようですので、私はまたメールでごあ
いさつさせていただきたいと思います。
當作　はい。どうも、ありがとうございました。
臼山　當作先生、15時になってしまったのですけれども、
よろしいでしょうか。櫻井先生の質問があってご議論が
盛り上がっている最中に、新たに三つほど質問がきてお
ります。まず学生さんの質問で、人文学類 2年の浅野
裕司さんからです。私のロシア語の授業を受けている学
生さんです。「今回の講演とは少し関係のない質問です。
すみません。先生は日本語教育を研究されているとのこ
とでしたが、アメリカの学生の間では日本語はどの程度
人気があるのでしょうか」
當作　最近は日本語よりも韓国語のほうが人気が出てき
ています。これはK-POP がはやっているってこともあ
りますね。でも日本語教育は歴史が長いですから、まだ
まだ絶対数では韓国語学習者よりもずっと多い状況です。
アメリカではやはりスペイン語を勉強する学生が一番多
くて、そのあとがフランス語です。第三位ぐらいにドイ
ツ語と日本語が並ぶというそういう感じで、日本語はい
まだに学習者数は多いです。
　それは、一つはやっぱり J-POP がはやったというこ
ともありますが、日本の経済力がだんだん下がり、いわ
ゆる国力が下がってきて世界の中でも日本の力というの
がどんどん下がってきているので、日本語の次に今追い
かけているのは中国語です。やはり中国の国力が大きく
なってきたので中国語を勉強する学生があとからどんど
ん追いかけてきているというところだと思います。学生
は中国語を勉強しても日本語を勉強しても別にどちらで
もいいと思うのです。どうしてかと言うと、アメリカ人
の学生が、日本語を勉強しても、あるいは中国語勉強し
てもクラスが終わった学生はそれを恐らく 90％使わな
いと思うのです。使う学生なんて 10％もいないと思い
ます。でも日本語とか中国語とかのように英語と大きく
違う言語を勉強することによって視野が広まる、違う考
え方ができる。
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　つまり日本人はこういうふうに考える、こういうこと
を考える人たちもいるんだとか、アメリカの文化と日本
の文化はこうも違って、受容性が高まる、他人を受け入
れる力が高まるとかそういうようなことというのが日本
語を勉強することでそうした力が高まると思うのです。
だから日本語を勉強した学生は、アメリカ人の中でも非
常に礼儀正しくなるということがあります。本当に。う
そじゃなくて。それで親御さんの中にも自分の子どもに
日本語を勉強してもらいたい、そうなると礼儀正しくな
るからという親御さんが、冗談じゃなくたくさんいるの
です。日本語を使わなくてもいいという。だからそうい
う意味で外国語を勉強する意義、だから浅野さんはロシ
ア語を今勉強されているようですが、もしかしたら将来
ロシア語は使わないかもしれないけどもロシア語を勉強
している意義というのは、いろいろあると思うのです。
よろしいですか。
臼山　ありがとうございました。それから医学学位プロ
グラムの三好真司さんですね。「Learn、Unlearn、
Relearn のうちUnlearn を選択するための基準、考え
方はどのようなものなのでしょうか」という質問です。
當作　例えば、あることをもう完全にAI とかロボット
とかが行い、人間がする必要がなくなったら、そのスキ
ルをUnlearn してもいいのではないかと思うのですね。
だからその状況を見極めて、これはもう必要じゃないス
キルであるというんだったらUnlearn してもいいので
はないかと思います。Unlearn されては困るのは、例え
ば学生の中で最近モバイルデバイスばっかり使っていて、
コンピューターを使わない学生がいるのですね。それで
タイピングのスキルを忘れている学生がいるのですよ。
僕は、これはUnlearn してはいけないものだと思うの
ですね。これからやはりどんなことがあってもタイピン
グの力は必要だと思います。そうしたらその学生に言わ
れました。最近僕はボイスタイピングをやっているから、
と。やはり状況を見極めてUnlearn する、もう必要は
ないスキルとか、やっぱり人間のキャパシティーには限
度がありますから、新しいことを覚えるためにはときに
古いことを忘れる必要もあります。それは状況によって
環境によってUnlearn することを決める必要があって、
それを決める能力もこれから生きるためには必要だと思
います。
臼山　ありがとうございました。あと二つなのですが、
職員の方が質問されています。今日は SD研修を兼ねて
おり、職員の研修でもあります。国際局グローバル・コ
モンズの井口蘭さんですね。「大学院で得られる専門知

識・スキルの価値は、学部での学びの価値と区別して、
どのような違いがあるとお考えでしょうか」とのこと 
です。
當作　私も今大学院で大学院生に教えているわけですが、
私も研究者として研究していて、研究している範囲とい
うのは非常に狭い範囲で、それを深く掘り下げることに
よっていろんなことが探求されるわけです。それによっ
て分かってくることとか、それが応用されることによっ
て新しい部分が開発されていくという、そういういわゆ
る重箱の隅をつつくようなことにも意義はあると思うの
ですね。それが広く浅くやることよりももっと意義があ
る、そこが大学院のすべきことではないかと思うのです
ね。私は、目の手術をしたのですが、私の手術をしてく
ださったのはうちの大学の医学部の先生で、網膜の専門
家なのですよ。網膜の研究ばっかりやっているのですよ。
この人は世界的に有名な人なのですが、その網膜の研究
をやることによって私の手術もうまくいったのだと思い
ます。そのような専門というか Specialization という
ことがやはり一つ大学院の研究のいいところじゃないか
と思うのですね。大学院の中にいるかぎり、そういう
Specialization をやっているかぎり恐らく生きていける
のではないかと私は思いますけれども、それがさっき
言ったMultipotentialite の Undergraduate の学部の学
生をつくるのとはまた別の意義があるようには思います。
だから大学の研究というのは絶対、僕はやめてはいけな
いと思うのですよ。重箱の隅をつつく、全然現実の社会
で役に立っていないようなことが実は本当は役に立って
いたりするのですよね。だからそういう見えない部分で
いろいろあるので、そういう研究はやめてはいけないと
いうふうに思います。
臼山　ありがとうございました。それから「先生のよう
に異文化でかつ高等教育機関、ハイレベルな職場環境で
働いておられる中で、意識していらっしゃる重要な人間
力は何でしょうか。そして一流の人材に共通する人間力
というのはあると思われますか」というご質問です。
當作　いい質問です。OECDの研究で、2030 年に学校
教育で子どもたちに与えるべき一番重要な能力は何かと
いうと共感なのです。ともに感じる。英語で言うと
Empathy なのですよ。今のご質問に答えるならば、私
はアメリカで生活していて、アメリカの大学、高等機関
という教育機関でとても厳しい社会に生きていますが、
そこで生き延びていくためにやっぱり一番重要なことを
一つだけ挙げろっていったら、この Empathy、共感、
人の気持ちになりきる。これは Sympathy と違って同
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情ではないのですね。Empathy、人の気持ちになりきれ
るという、それがやっぱり異文化の中で生きてほかの人
とうまくやっていくという能力としては、人間力として
は恐らく一番大切なことではないかというふうに、一つ
だけ挙げろと言ったら私は完全にこの共感力というのを
挙げます。また、私の知る限り、どの分野でも素晴らし
いリーダーはみんな素晴らしい共感力を持っていると思
います。
臼山　ありがとうございました。質問ではありませんが、
日本外国語教育推進機構の理事長である山崎吉朗先生か
らコメントが入っています。「毎回変わる新しい情報の
収集力に感心いたします。JACTFL でもよろしくお願い
いたします。ありがとうございました」ということです。
當作　そうですか。山崎先生、わざわざ、どうもありが
とうございます。
臼山　そのほか、よろしいでしょうか。
當作　もしまた学生の皆さん、あるいは職員の方でもい
いですけれども、質問があるようでしたら私のほうに E
メールくだされば。
臼山　ありがとうございます。司会者の特権ということ
で、最後に一言だけ感想を述べさせてください。最も印

象に残ったのは、今はすでに破壊的創造の時代に入って
おり、この時代にはこれまで培ってきた伝統や技術を継
承し発展させていくものと、一度完全にリセットしてゼ
ロから新しいものを創っていくものの２つがあり、特に
後者の社会的なニーズが顕著に高まっているということ
でした。この未曾有の変化に対応していくために、當作
先生は、必要不可欠なのは何歳になっても学び続け、新
しい知識とスキルを獲得する意欲を持つこと、そして学
んだことを活かし、自らが変わるのを恐れないことの重
要性を指摘されました。さらに、新しい時代と社会に相
応しい、新しい人間を育て輩出していく場所が大学であ
り、大学の存在意義もまさにそこにあるということを改
めて教えていただきました。新入生の皆さんが大学生活
を充実した４年間にしていくための最良のメッセージが
満載されたご講演だったと思います。
　當作先生、これからの日本と世界の未来を創っていく
新入生たちへのエール、大変にありがとうございました。
以上をもちまして、本日の新入生に贈る特別公開講演会
を終了させていただきます。長時間にわたってご視聴く
ださり、誠にありがとうございました。
當作　どうも、ありがとうございました。

本公演は、NipCAプロジェクト主催 2021 年度 筑波大学 オンラインによる 第一回 新入生に贈る特別講演会として2021 年 7月
12日（月）に開催された。

イメージ、写真等で著作権があるものの著作権はそれぞれの著作権所有者に帰属します。
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