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Innovation for the Rotary club ロータリーに新風を

金沢百万石

２０ 1 １年９月のロータリーレートは, １ドル＝ 78 円

ガバナーからの手紙 世界の大学考 〈オックスフォード大学〉
オックスフォード大学の教育は、日米の大学のような講義形式の教育ではない。チュートリ

アルと呼ばれる個別指導中心の教育である。（日本のゼミ形式の教育にやや近い） オック

スフォードのチュートリアルは、週に一回一時間学生２～３人に一人の教員がついて行われる。

そこでは、毎週何冊もの文献の講義が求められ、教員から課せられた課題に答えるレポートを

毎回執筆し提出する。文献の要約ではなく課題に

応じた分析と、自分の考えを述べるレポートでな

ければならない。そのレポートを基に毎回教員と

の間で議論が行われる。

こうした学習を毎週繰り返し、これを通じて分析

力や批判的思考力、まさに「自分で考える力」を

育てる教育である。オックスフォード大学のあるカレッジの学生向け

のハンドブックには、学期中、学生は一日８時間以上の学習が期待さ

れるとある。

たくさんの講義に出ない分、学生は毎週のチュートリアルの為に、多

くの文献を読み、レポートを書くことに多くの時間を費やす。個別指

導の他に講義も開かれるが、それは学習を補助するためのものにすぎ

ない。

成績評値は、卒業学生の最終学期に行われる卒業試験（１科目３時間

程度の論述試験で、学生は７～８科目受験）でほぼ決まる。

このようなチュートリアルは、カレッジ制によって支えられている。

「学寮」と訳されるカレッジは、専門分野を超えて教員と学生とが学

びと生活を共有する学問共同体である。

全ての学生は、いずれかのカレッジに所属し、そこに住み自身の専攻

に応じてカレッジ所属の教員を中心に個別指導を受ける。オックスフ

ォードの教授達はチュートリアルの意義に関連して、大学教育の使命

を次のように誘っている。「高等教育とは」批判的な思考をリベラル

な教育を通じて発達させることである。どのような科目を通じてであ

れ個人のコミュニケーションと批判能力（統合、分析、表現）を発達

させることである」さすがオックスフォード大学、教育方針の独自性にほとほと感心させられる。
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2011 ～ 2012
(役員） 会長：西村邦雄 ｴﾚｸﾄ：北山吉明 副会長：野城 勲 幹事：魏 賢任 副幹事：宮永満祐美

前会長 藤間勘菊一 会計：竹田敬一郎 SAA：若狭 豊

（理事）クラブ管理運営委員長：村田祐一 副：上杉輝子（親睦：上杉輝子 プログラム：杵屋喜三以満

SAA：若狭豊 ニコニコ：土田初子 友好・ｸﾗﾌﾞ細則：藤間勘菊 奉仕プロジェクト委員長：多田利明

副：後出博敏（職業：申 東奎 社会：若狭豊 国際：藤間勘菊 ﾗｵｽ IT ｾﾝﾀｰﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ：炭谷亮一）
会員組織委員長：金沂秀 副：相良光貞 （会員増強修練：二木秀樹）

ロータリー財団委員長：木場紀子 副：江守道子（ロータリー財団・米山：吉田昭生 年次寄付：西村邦雄）

広報委員会委員長：永原源八郎 副：谷伊津子（広報：東海林也令子 ロータリー情報：大沼俊昭

会報：石丸幹夫) 常任理事： 石丸幹夫 ★太字：理事役員

長期姉妹クラブ担当 南光州：金 石丸 申 岩倉 江守巧 村田 東京世田谷中央：炭谷 岩倉 石丸 木村幸生 藤間

京都北東：炭谷 杵屋 水野 高崎： 石丸 村田祐一 藤間 宮永

例会場 ホテル日航金沢 5F 〒 920-0853 金沢市本町 2-15-1 T076-234-11111 例会日時 木曜日 19：00
事務室 ライブ 1 ビル 2F 〒 920-0852 金沢市此花町 3-2 T262-2211 F262-2241 (事務局) 相川晶代

E-mail khrc@quartz.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ URL http://www17.ocn.ne.jp/~hrc/
事務局執務時間 月火水金 10：00 ～ 16：00 木 15：00 ～ 20：30 休憩時間 12：00 ～ 13：00 休日 土日祝日
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点 鐘

国歌 『 君が代 』
ロータリーソング

『 奉仕の理想 』
四つのテスト

西村邦雄会長： いよいよ地区大

会がまじかに迫ってきました。地

区大会打合せのため今月は卓話はありません。打合せのご討議よろしくお願いいたします。皆様に頑張っていただ

くために、食事の内容が良くなっています。食事を楽しみになるだけご参加のほどよろしくお願い致します。

ゲスト紹介

ビジターの紹介 リチャード Ｍ コスタンゾ様 米国 ヴァージニア 7600 地区 GoodchandRC 職業：教授

※一言お願いします。

今月の誕生者の紹介 ６日 藤間 勘菊 会員 ２１日 林 克吉 会員

Richard.MCostanzo 様
挨拶：クラブの皆様 私の

ためにいろいろ気遣ってい

ただきありがとうございま

す。金沢にはこれまで 3 回

まいりましたが、ロータリ

ークラブははじめてです。

クラブバナーを持ってまい

りました。今日は大変ハッ

ピーです。

紹介： 米国バージニア

7600 地区 Goodchand RC
例会は Richmonnd Country

Club（1290 Patterson Abenue Manakin-Avot,Va23103）例会日金曜日 am7:30
職業 Common Wealth University 教授（Biophysics) 本日 邦楽ホールで行われていた「日本味と匂い学会の特

別講演」に出席

ニコニコ BOX
¥14,000- 本年度 200,000 残高 ¥3,471,510-

西村会長 地区大会に向けて頑張りましょう 魏幹事 皆様 こんばんは。地区大会の月になりました。成功を祈って

おります。皆さん、どうぞ宜しくお願いします。 岩倉会員 もうすぐ地区大会よろしくお願いします。 石丸会員

リチャード・Ｍコスタンゾ先生、米国からようこそ。 炭谷ガバナー ガバナー訪問もあと２０クラブとなりました。頑張りま

す。 藤間会員 ２９人の皆様と例会 うれしいです。 宮永会員 本日は、よろしくお願いします。あと一ヶ月です。

幹事委員会報告

魏賢任幹事：

例会は食事後 地区大会の打ち合わせをし

ますので、よろしく

講話の時間 「地区大会打ち合わせ」 一部抄録
司会 宮永満祐美 大会総務

★大会の流れを理解 ★役割分担の確認 ★グループ毎の打ち合わせ

★ 10/29,30 重要メンバーは 8:00 集合 他は 8:30 12:30 受付開始 井口千夏さん司会 12:40
準備 13:00 開始、指導者育成セミナー 岩倉舟伊智さん司会 姫軍さん講演は板橋敏雄米山奨学会理事長が紹介、

６２３回 例会

ホテル日航 5F
2011 10.6（木）19:00

出席率 28/38 73.68%

8 月修正出席率 81.08％

クラブ例会予定 2011-2012 年度

10/6 地区大会打合せ

10/13 地区大会打合せ

10/20 地区大会打合せ

10/26(水）地区大会打合せ
11/3 休会 （法定休日）

11/10 坂野光俊様（星陵大学学長）

11/17 黒川伸一様（地区Ｒ財団副委員長）

11/24 六反田英一(アールイーエー社長）
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★地区大会本会議１ 10/29 点鐘 国家斉唱 ロータリーソング RI 会長代理 紹介

南光州（李承采ＲＩ会長代理）光州ハナルム（李承采夫人 鄭恵蘭）（登壇している）光

州中央（宋三洪夫妻）日本他地区ガバナー 5 人紹介 中尾エレクトと湯浅ノミニー紹介

世田谷中央（関博子ガバナー補佐） 地区ガバナー補佐と地区役員起立のみ、 他地

区ＲＣ紹介

RI 会長代理挨拶 15:20 金沢市長挨拶 GSE報告 表彰（10/29 はグループ）表彰物
品はガバナー事務所より各 RCへ直送 閉会

★地区大会本会議 2 10/30 オープニングセレモニー 担当 北山 点鐘の前に大会

宣言 万国旗を並べる 3710 地区の他の人 南光州 塩尻（羽咋 RC 姉妹） 京都北

東 東京世田谷中央 高崎 19 名の順番に紹介★ 13:00 西村会長 谷本知事は専用入り

口から ガバナー挨拶 RI会長代理現況報告
★栗木氏 am11:00小松着（北山迎え） 弁当の用意 映像はパソコンで

★土井氏の映像の件の返事はまだ

★地区米山 ローターアクト インターアクトを舞台裏に待機（土井氏講演中に誘導）その前はホール客席 3F 両
そでにいる 3Fから舞台に直接行く通路あり 確認！

★新入会員の紹介激励

★ RI会長代理の所感 記念品贈呈

★ガバナーノミニー紹介

★次期開催 ホストクラブ紹介 鍵 伝承

★ホテル日航へ懇親会案内誘導 横断歩道に 4名 エスカレーターの上下に各 1名（ホテルから）

★主要メンバーは 8:00 集合（ホテル日航 2F） 8:30 打ち合わせ スタッフルーム（am8:00 に開く）に荷物を置く
9:00 全員集合
★栗木グッズ販売係 土田 武藤家族ら

★ 16:00休憩 藤間 杵屋 相川など

★大懇親会のみ出席の人もいる ホームカミングの李氏の席を確保（席は前川氏の近くへ学生とまとめる）

現在 1192名 2部屋用意（4F 3F 狭い 3Fは金沢 8RC）
★ 10/30はゲスト多し ご案内の件

★カメラマン 記録の件 これから

点 鐘
会員消息

連休に登山してきました。奥飛騨の福地温泉の裏山にあた
る福地山です。
写真を添付いたします。焼岳、槍ヶ岳、穂高連山です。
お天気に恵まれてとても良い山行でした。

村田祐一


