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これ までゲス トの方 のお話 を聞 きなが ら、みなさんの
反応 を見て きた 「
私に とって仕事 とは一 ソフィア ンが語

力 ・知力 ・好奇心 ・冷静 さ ,常 識を磨 いて ください。

る」 も3年 目にな ります。来年か らは少 し衣替 えをいた

を学 ぶ場 であると考えています。 ただ、その中で基 本的

しまして、国際公務員や国連などで働 く人たちを招 いて

にみると、やは り普段 の学習の なかでい ろい ろと経験 を

の授業になると聞いてお ります。

積み重ねることだと思 い ます。社会には見える落 とし穴、

学 ぶ ことを学 ぶ」、何 を学ぶか
私 は大学の 4年 間は 「

大学生 の就職活動が年 々早 まってい ます。現在すでに

見えない落 とし穴が無数にあ ります。 とくに情報化社会

就職活動 を終 え、就職が内定 してい る3年 生 もい るよ う

では実体験 に乏 しく、情報による疑似環境 に取 り囲まれ
てい ます。わかったつ もりで、実 はわかってい ない.白

です.私 は、短大が 4大 化 したとき、4大 は短大化すると
明言 しましたが、現実にそのようになって きてい ます。
1年生授業 の 中 で ジャー ナ リス トになるための資 質、

分が どれほど分かっていたつ もりで、分か っていないか

素質を どうや って磨 くか といった話 をすることがあ りま

そ うい う意味で、「
学習 =習 フことを学 ブ」 ではない
「
学問 =問 フことを学 ブ」姿勢 をこの4年 間で しっか り身

を知ることも大切です。

すが、それはまた ご く普通 に皆 さんにあてはまる ことで
す.ま ず、 ジャーナリス トに限 らず、情報 アンテナを磨

につ けることが、将来の皆 さんの 人生を決めると言 って

ぐとい うことが大手です。講義の進 行の 中で木島さんが

も過言ではあ りませんぅ

講義 される方の こ とを事前 に調 べ て授業 に出るよ うに

い ま、学内共同研究 F第二次 上 智大学卒業生 の生活

と、何度 も話 されていたよ うに、情報 を持たないで聞 く

と意識』 とい う卒業生調査を行 ってい ます。 まもな く結

の と、持 ってか ら聞 くのでは、情報摂取量、解釈度が大

果が でます。大学 で学んだことが現在の社会生活 の 中で

きく違って きます。 これはご く基本的なセ ンスの問題 で
すが、大変重要 です。 レポー トやアサ イ ンメン トの書 き

影響 してい るかの項 目で興味深 いの は、語学や専門教育
の影響度が高 いのはわか りますが、教師 との コ ミユニ ケ
ー ションとい う回答が中位に位置 してい る ことです。必

方や柿切時間を守るとい うことも日頃の積み重ねです。
埋造 された情報が流 され問題になってい ます。 また、消

ず しも学問 とい うか たちではな くとも、一番身近にいる
教員 との コ ミュニ ケー ションか ら学ぶ もの もた くさんあ

費期限切れの商品を使用 した加工食品の使用など、考え

る、 とい うことではないで しょうか。

また、モ ラル も間われます。最近、テ レビ放送 の中で

られないこ とが起 きてい ます。 もし、皆 さんが就職 して

年齢 のせいか、最近私 の人生 に影 響 を与えた人の話 を

このような現場に出会わ した らどうしますか。社会に出

してほ しい と頼 まれることがあ ります。今回の寄付講座

るとこうしたことが 日常的に問われます。

で もあなたたちのこれか らの人生に大 きく影響 をあたえ

い まや社会的な価値観は揺れ動 いてい ます。 これまで

た人 もい らっしゃるのではないか と思います。

の常識では適用 しないこ ともあ ります。学 ぶプ ロセスの

今回 の講座 を受けたみなさんが社会に出て、その後、

中では失敗 を して学 ぶ とい うこと も多 々ある と思 い ま

この場所 で、 また、あなたがだれか の人生に影響 を与え

す。その失敗 を恐れる ことな くい ろんなことを学ぶ こと

る人になるか もしれ ません。そ うい うことが あって もい
いと思 い ませんか― じ

がで きる年代です。そ の 中で情報 ア ンテナを磨 き、体
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