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 03 教育内容・方法等 

 

  01） 学士課程の教育内容・方法等  

 

（１）教育課程等 

（学部・学科等の教育課程） 

ⅠＡ群 学部・学科等の教育課程と各学部・学科等の理念・目的並びに学校教育法第 52 条、

大学設置基準第19条との関連 

ⅠＡ群 学部・学科等の理念・目的や教育目標との対応関係における、学士課程としてのカリ

キュラムの体系性 

ⅠＡ群 教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 

ⅠＢ群 「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等

の理念・目的、学問の体系性並びに学校教育法第 52条との適合性 

ⅠＢ群 一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊

かな人間性を涵養」するための配慮の適切性 

ⅠＢ群 外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の

進展に適切に対応するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

ⅠＢ群 教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的

授業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

ⅠＢ群 基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況 

ⅠＣ群 グローバル化時代に対応させた教育、倫理性を培う教育、コミュニケーション能力等

のスキルを涵養するための教育を実践している場合における、そうした教育の教養教育

上の位置づけ 

ⅠＣ群 起業家的能力を涵養するための教育を実践している場合における、そうした教育の教

育課程上の位置づけ 

ⅠＣ群 学生の心身の健康の保持・増進のための教育的配慮の状況 

（インターンシップ、ボランティア） 

ⅠＣ群 インターン・シップを導入している学部・学科等における、そうしたシステムの実施

の適切性 

ⅠＣ群 ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における、そうしたシステムの実

施の適切性 

【理念・目的】 

 早稲田大学は、真理の探究と学理の応用に努め、学芸を教授し、その普及を図り、有能な人

材を育成することを目的として、創設された。本学の教旨である「学問の独立」「学問の活用」

「模範国民の造就」は、本学の建学以来不変の精神として生き続けている。 

 本学では、2000 年に「21 世紀の教育研究グランドデザイン」を策定し、21 世紀の新しい教

育研究の方針を明らかにするとともに、その実施計画に基づき、数々の取り組みを実現させて

きている。特に学部教育では、グランドデザイン策定を機に大胆な見直しを進め、徹底的に「教

育のオープン化」を図り、改めて本学の強みである「総合力」「多様性」「伝統」を最大限に生

かした教育を推進している。具体的には、日常の授業の充実を重視し、新しい教養教育の構築、
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少人数授業の拡大と学生主体の教育の実現、学部の専門教育とそれを補完する全学共通教育体

制の連携などを目標に、全学部が不断の努力を重ねている。 

本学は、2004 年度に国際教養学部を新設し、現在 11 の学部がある。それぞれの学部が、そ

の教育目標や専門分野の特長に従い、専門教育や教養教育、外国語科目の指定科目や卒業所要

単位数などのカリキュラム、また履修年次や年間上限単位数など詳細な履修条件を定めている。

また、履修方法については、入学時・科目登録時など折に触れ、ガイダンスや登録相談会など

を通し、学生に十分理解できるよう説明を行っている。さらに、全学部生対象の共通教育とし

て、教養教育を推進するオープン教育センターや、情報教育を提供するメディアネットワーク

センターを中心に、全学の組織から提供される「オープン科目」があり、学生の関心に応じた

多様な学習を可能としている。 

 

＜全学共通教育＞ 

 

【理念・目的】 

本学における学部教育は、伝統的に、各学部が入学から卒業まで独立した教育課程をもち育

成する体制をとってきた。そのため、学生が教育場面において他学部の学生と相互に交流する

機会が極めて少ない状況にあった。また、教員・学生双方とも専門教育を重視する一方で、教

養教育に対する関心が薄れる傾向にあった。 

しかし、21世紀の複雑な社会課題を解決するためには、多様な知識と広い視野をもち、多く

の人々と相互協力しながら、物事を推進していく力が最も必要とされる。そこで本学では、教

育環境における多様性・総合性を積極的に推進し、新たな教養教育を実施する組織として、2000

年 12月に「オープン教育センター」を開設した。 

その結果、学生は、学部における学問体系に根ざした専門教育と、学部の枠を超えた共通教

育の２つの教育プログラムで学習することができるようになった。専門教育では、人類が脈々

と蓄積伝承してきた叡智を学問体系に基づき構築されたカリキュラムによって学び、高度な研

究力と深い学識を身につけることができる。また、全学部共通科目であるオープン科目では、

幅広い知識や学際的アプローチによる多様な価値観と広い視野を身につけることができる。 

しかしながら、教養教育と呼ぶべき教育は、専門的学問と強い関連性をもって展開されるこ

とが望ましいものもあれば、広く学部学生全員が高等教育の基礎として共通にもつべき学修も

あり、現時点で、その形態やあり方を二分するべきものでもない。また、その内容も時代によ

って変化しうる柔軟なものでもある。したがって、本学では教養教育を固定的に定義したり、

その設置や運営を固定的な組織で実施したりするのではなく、その内容や運営上の便宜も含め、

学部で設置するものと共通教育組織で設置するもの、科目によっては両方で設置するものなど

それぞれのカリキュラムの中で必要に応じ運営を行っている。 

共通教育のカリキュラムは、全学の教学検討組織である教務担当教務主任会において審議さ

れている。各学部は、これら共通教育で履修した単位を卒業に必要な単位として 20～60 単位

認定し、学生の学習意欲と関心によって、多様な教育機会を提供することにより、学部教育課

程の充実を図っている。 

【実態】 

オープン科目は 1997 年度 17 科目から開始したが、年々増加し、特に 2001 年度のオープン
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教育センター設置を機に、科目数・履修者数とも急増するようになった。2005年度は、オープ

ン教育センターのほか、学部・大学院・研究教育センターなどの16機関および52協定大学か

ら約2,200科目クラスが提供され、延べ約５万4,000人（大学院生約460人を含む）が履修し

ている。従来も、他学部聴講制度により他学部の科目を履修することは可能であったが、「オ

ープン科目」制度により、他学部科目の履修者数が飛躍的に増大した。 

また、オープン科目の範囲は、本学がもつ、政治・経済・法律・文学・教育・経営・理工学・

人間科学・スポーツ・外国語・情報などの専門分野から、平和・環境・地域研究・ジャーナリ

ズム・国際関係などの学際的なテーマまで網羅し、あらゆる分野の学習が可能な広がりをもっ

ている。 

 

（高等教育の基礎力を涵養するための教育） 

全学部対象に実施している「テーマカレッジ」制度は、2001年度からオープン教育センター

で開始した。この制度は、学際的テーマのもと複数学部からなる３～20人の教員がひとつの教

育集団をつくり、そのテーマ学習のための演習科目を展開するものである。演習は一クラス20

人定員で、徹底的な少人数教育を実現している。テーマカレッジ数は2001年度は16であった

が、2005 年度には 29 カレッジとなり、提供する演習科目は 296 科目、延べ 4,554 人の学生が

履修している。 

この教育の目的は、大きく３つある。一つは、設置当初から、１年生を中心とした初級学年

の学生を優先登録させ、その中で、課題の設定・調査・発表・討論という大学教育に必要な基

礎的学習方法を修得させることである。二つめは、ひとつのクラス内にほぼ全学部の学生が集

まり少人数で徹底的な討論を行うことにより、コミュニケーション能力や広い視野の涵養、ま

たその多様な価値観をもつ集団の中でも自論を展開できる独立心とディベート力などを修得

することである。三つめは、自立的学習の達成である。テーマカレッジはすべて選択科目であ

るため、自らテーマや学習内容に関心と意欲のある学生が集まる。学生と教員が一体となり、

テーマカレッジごとの特徴を生かした特別講演会やシンポジウム、またテーマカレッジ全体の

合同合宿や海外研修旅行、上級生の自主ゼミなど、年々新しい教育活動が積み重ねられている。 

 

（国際化等の進展に適切に対応するための外国語能力の育成） 

「議論のできる英語力」の養成を目指し、学生定員４人にチューター１人という超少人数の

全学共通英語科目「Tutorial English」を、2002 年度からオープン教育センターで開講した。

2002年度は2,500人受講可能としたが、希望者が殺到したため、その後毎年のように授業用ブ

ースやチューターの増員を図り、2005年度は延べ１万155人の学生が登録している。そのうち、

政経、法、社会科学、人間科学、スポーツ、国際教養の６学部がこの Tutorial English を英

語の必修科目として導入している(2005年度現在)。 

教育内容は、本学の言語学教育の専門教員および英語教育担当教員が教育監修し、徹底的に

「話す」環境をつくっている。４人のグループは、本学が学外専門家と共同開発したオンライ

ンテストによりレベル分けを行っている。毎回の授業では１回の授業ごとの学習目標（can-do 

list）を明示して、各人の到達度や課題などがチェックされる。授業後には個別に学生へフィ

ードバック行われるなど、一人ひとりの学生にきめ細かな指導を行っている。また授業終了後

に到達度を測定することで、学生への動機づけとするともに、教育効果の測定ともなっている。
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2003 年度に TOEIC-IP テストを実施し比較検討した結果、履修者の 80％が平均 60 点、最高は

200点までTOEICのスコアがアップした。 

 英語以外の外国語においても、各学部における言語教育に加え、オープン教育センターで 

20言語に及ぶ特色ある言語科目を提供し、多様な地域への関心と人材育成を図っている。さら

に、2005 年度からは、全学共通の少人数教育プログラム「チュートリアル中国語」「コミュニ

カティブ（朝鮮語、イタリア語、スペイン語、ドイツ語、フランス語）」を開講した。 

 

（グローバル化時代に対応するための教育） 

国際的な視野で物事を見、語る力を育成するために、わが国の政治・経済のリーダーを招聘

して日本の政治・外交を考える「大隈塾」、被爆体験者や国内外の平和活動家などを特別ゲス

トに迎えながら国際的な平和活動のあり方などを学ぶ「広島・長崎連携講座：21世紀世界の戦

争と平和」などの科目が多数設置されている。 

また、あらゆる地域の人々とオープンな態度で交流する適応力と行動力を育成するために、

現地実習が授業に組み込まれた科目も多く設置している。例えば、「中国を知る」では北京大

学を基点として、教員や学生、中国の現地企業家や農山村の住民、日本企業駐在員など多様な

人々と交流をしながら、現実の中国の社会文化の理解を目指す。 

なお、次ページのインターンシップボランティアのカリキュラムとして、海外で実施する授

業やインターン実習などがある。これらのカリキュラムは、国際的視野と実践的知識の習得に

結びついている。 

 

（起業家的能力を涵養するための科目） 

 本学では、世界に通じる優秀な起業家を早稲田の杜から一人でも多く輩出して日本経済の活

性化に貢献していくことが責務と考えている。そのため、2001年７月に「起業家を志す学生・

教職員および学外早稲田大学関係者のベンチャー企業の立ち上げ、育成を支援する」ことを目

的として、インキュベーション推進室を設置した。 

2005年度から、インキュベーション推進室とオープン教育センターとが連携し「ベンチャー

起業家養成基礎講座」を開設した。この授業では最終授業でビジネスプランコンテストを行い、

優勝者は大学施設への入居とともにマネージャーのアドバイスを受け、実際の起業を目指す権

利が与えられるなど、学習と大学のインキュベーション機能を有機的に連携させる試みを行っ

ている。 

 一方、起業家マインドは、自ら社会課題を見つけ自ら解決策を具現化し、21世紀に生きる学

生にとって必要な基礎的能力のひとつと考えられる。オープン教育センターでは、2001年度の

設置当初より積極的にこのような能力を養成する科目を設置してきた。実際の起業家にビジネ

ス課題を学ぶ「ベンチャー企業の創出」「ハイテクベンチャー講座」、自分で社会課題を発見

し、その具現策を専門家のアドバイスを受けながら提案する「自分のプロジェクトを経営する」

「コーディネーターという役割を実践する」、さらに具体的に指定された地域（墨田区）で、

地元の中小企業のオーナーや行政担当者などとともにプロジェクト案を策定していく「地域を

経営する」などが設置されている。これらの授業を通じ、経済施策や後継者問題など複雑な社

会課題の背景を学び、さらに提案にまとめるというプロセスを通じて、コミュニケーション力、

説得力、リーダーシップ力など、多様な能力を養成することができる。 
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（心身の健康の保持・増進のための科目） 

 本学では、学生の体力増進と人間形成を目標に、1949年から体育局により保健体育科目を全

学生対象の正課科目として実施してきた。体育局は、保健体育科目の実施と大学スポーツを担

う体育各部活動の助成・監督の両方を担ってきた。2003年度に組織改変を行い、従来体育局が

担っていた役割を分割し、保健体育科目はオープン教育センターが担い、体育各部活動を中心

とした競技スポーツの育成・支援を担う組織として新たに「競技スポーツセンター」が設置さ

れた。 

 本学における保健体育科目は、一般の総合大学としては極めて多数の科目と履修者数をもつ。

2005年度は218科目クラスを開講し、延べ約6,500人の学生が履修している。科目は、スポー

ツ理論とスポーツ実習がある。理論では、スポーツと健康、スポーツ文化など、生涯を通じて

関心の高い日常的な領域について知識・理解を深めることを目的としている。実習は、さまざ

まなスポーツ種目を１年間専門的に学習することにより、各種目のスポーツ技能を向上させ、

スポーツ活動を習慣的に日常生活の中に取り入れ、体力の向上、健康の保持・増進、スポーツ

全般への意識向上を図ることなどを目的としている。 

 また、保健体育科目群以外でも、心理学・保健衛生学・精神医学の側面から青年期に特有の

問題を学ぶ科目も設置している。総合健康教育センターと連携した「こころとからだの健康」

は、精神科医や保健士なども加わり学生の身近な話題を取り上げるなど工夫をしている。 

 

（インターンシップ、ボランティア） 

平山郁夫記念ボランティアセンターは、2003年度からオープン教育センターと連携し理論と

実践の融合による正規のボランティア関連科目を実施してきた（2005 年度 12 科目）。その特

長は、そのほとんどが実習を伴い、理論と実習の融合を図っている点である。学習テーマは、

農業・林業・環境問題・人権・教育・国際協力など幅広い。実習地域も国内の農山村から海外

の紛争地域まで、世界各地に広がっている。そのほか、単位認定ではないボランティア・プロ

ジェクトには、世界各地で、延べ6,500人の学生らが参加している。 

インターンシップは、2001年度のオープン教育センター設置と同時に、全学共通プログラム

を開始した。本学の特長は、当初より教育の一環として位置づけ、事前事後授業と実習を組み

合わせ単位を授与している点である。また、大学が関与し開発する分野を絞り、本学の人材育

成目標に合わせ行政・国際・ベンチャー・マスコミの４分野を重点的に展開している。 

なお、2005年度からは、キャリアセンター内にインターンシップオフィスを設け、情報提供、

サポート体制を一本化し、一層の強化を図った。これにより、４分野以外の機関も含め、多様

なインターンシップを教育プログラムの枠組みに組み込むことが可能となった。 

 

【長所】 

「オープン科目」の長所は、２つの大きな「教育の多様化」である。 

ひとつは、学生の多様化に対する適切な対応である。オープン科目では、本学のあらゆる学

部の学生に加えて、他大学生、高校生、留学生など多様な背景をもつ人々と共に学ぶ仕組みが
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構築されている。同じ教室で多様な背景をもつ人々が共に学ぶことで、学生は相互に多様な見

方や価値観の存在を知り、広い視野を身につけることができる。 

もうひとつは、教育内容の多様化である。オープン科目は、本学の学部・大学院・研究所・

協定大学等の提供科目により構成されている。本学の教育資源の多様性と規模の大きさが、学

生の多様な学習への関心を喚起し能力を高めている。また、時代的テーマを敏感に反映させた

り、新しい教育方法をいち早く導入させたりと、教員の教育方法改善の取り組みが容易となっ

た。 

しかしながら、何よりも「オープン科目」の展開により、学生が教養教育に対する関心を高

め、大学教育を積極的に活用するようになったことは高く評価されている。「教育のオープン

化」が日常的となった今、学生自身が学部や大学といった組織の枠にとらわれず、自らのテー

マを追究しようとする行動力や活気をもたらしている。 

【問題点】【改善の方法】 

オープン化への流れは、この２～３年で一気に加速した感がある。特に、学生の反応は早く、

大学側の予想をはるかに超えるスピードで履修者数が急伸した。そのため、希望する科目が登

録できない学生数も急増した。今後、学生の高い学習意欲に応えるために、一層オープン科目

の質量を充実させるとともに、より希望の高い科目などに対しては、書類や面接による選考や

前提学習を義務づけるなど、学習意思の明確化を学生に問うような登録方法を拡大することを

検討している。 

また、共通教育の充実は専門教育との関係があってこそ、より効果が高まるものであるが、

その境界線が徐々に不明確となってきている。また、本学の特徴として、各学部にも十分な教

養科目を配置しているため、学部にもつ教養教育と共通教育における教養教育との明確な切り

分けはされていない。現在、学部教育における教養教育と共通教育との連携について、全学で

再検討を行っているが、今後は学部の専門性をより明確化し、その一方で専門によらず大学生

が共通に身につけるべき知識は全学共通科目として設置していく方針である。 

 

（カリキュラムにおける高・大の接続） 

ⅠＡ群 学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況 

【理念・目的】 

本学による導入教育は２種類ある。ひとつは推薦入学等で早期に入学が決定した学生を対象

に実施するプログラムである（以下、入学前プログラムとする)。このプログラムは、高等教

育に入る前の不安を除去し、大学の教育にスムーズに適応させることを主たる目的としており、

各学部独自のプログラムに加え、全学部共通プログラムも展開している。 

もうひとつは、大学の教育に関心と意欲がある高校生を対象に、大学の科目履修を認める制

度である（以下、高校生プログラムとする)。これは、大学の授業内容や雰囲気を体験しても

らうことで、大学教育に対する動機づけを高めると同時に、進学する分野を考えるうえでの参

考としてもらうことを目的としている。 

【実態】【長所】 

入学前プログラムは、2002年入学者から、全学部共通プログラムとして、数学Ⅰ・Ⅱ、統計、

情報、英語、文章表現の５プログラムを提供している。2005 年は 1,444 人が受講した。また、

別途帰国学生対象のプログラムも提供している。このプログラムは、入学までの期間に学生に
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学習習慣を維持させるとともに、不安を解消する役割も果たしている。また大学側にとっては、

入学後の学習に必要な基礎力を上昇させておくことができる。 

高校生プログラムは、2002 年度から開始し、11 協定校の高校２年生・３年生に対し、オー

プン科目の中から約100科目を開放している。その教育内容は特に高校生用に作られたもので

はなく、現在実施している大学教育をそのまま開放しており、書類・面接の選考を経て、最終

的に年間 80 人程度を受け入れている。この制度により、意欲ある高校生が大学の教育に触れ

ることで、より一層学習への動機を高めたり、大学のキャンパスや授業を体験することで進学

後のイメージを形成したりする機会となっている。なお、この協定校方式は 2005 年度までで

あり、2006年度からは広く一般の高校生も参加できるよう開放型プログラムとすることを決定

している。 

 

【問題点】【改善の方法】 

全学共通の入学前プログラムおよび高校生プログラムは、2002年度から４年間の実施を経て、

2005年度に見直しを行った。 

その結果、入学前プログラムは、大学教育への関心を高めることを目的として始まった。そ

のため、講座内容は大学の学習レベルと同様のものとなるよう作られてきたが、年々、学生の

基礎力を向上させるための補完学習を求める声が増えてきた。そこで、2006年度から入学前プ

ログラムは、時代に応じて調整しながら、補完教育的な内容へ徐々に変更することとした。 

高校生プログラムの問題点として、実際の履修希望者が付属高校の生徒に偏る傾向が挙げら

れる。その理由として、高校生が大学生と一緒に科目を履修するには、高校での学習や受験勉

強との両立などの負担が大きい点や大学生集団に慣れるための特別なサポートや配慮が必要

となる点が考えられる。そこで、2006年度からは、学部と連携し高校生にも適切と思われる科

目を選別して提供すると同時に、協定高校方式を廃止し広く一般高校からも応募可能とし、TA

などのサポート体制にも配慮することとした。 

 

（カリキュラムと国家試験） 

ⅠＣ群 国家試験につながりのあるカリキュラムを持つ学部・学科における、受験率・合格者

数・合格率 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 さまざまな分野でのスペシャリストとして活躍する人材を育成するために、本学では、多様

な資格取得のための機会を提供し、支援している。 

現在、人文・社会科学系の学部では、教職課程、社会教育主事、社会福祉主事、認定心理士、

博物館学芸員、図書館司書、学校図書館司書教諭の資格取得が可能である。これらの資格取得

に必要な情報提供および科目の設置などは、教育学部が全学部生を対象に実施している。資格

課程の詳細は教育学部の章に記載する。 

 理工学部で取得可能な資格には、学科等の専門により、電気主任技術者や建築士、土木施行

管理技師、電気通信主任技術者などの資格取得が可能である。詳細は理工学部の章に記載する。 

 また、司法試験、公認会計士、国家公務員I種試験に関しては、学部カリキュラムとは別に

一般公開講座「法職課程教室」「公務員試験講座」「公認会計士講座」などの運営を支援してい

る。なお、2004 年度の各種試験合格者数は、司法試験が 226 人（全国１位）、公認会計士 153
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人（全国２位）、国家公務員I種125人（全国３位）であった。 

 

（履修科目の区分） 

ⅠＢ群 カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性 

【理念・目的】 

本学では、1991年の大学設置基準大綱化以降、各学部が専門分野の特性などを踏まえ、新た

に科目区分や必修・選択の量的配分などを決めている。現在、多くの学部が卒業必要単位数を

124 としているが、政治経済学部 126 単位、理工学部 136 単位となっている。また、自由に選

択できる教養的な科目区分として平均 20～40 単位程度が与えられている。この区分の単位の

中に、全学共通科目であるオープン科目の単位を含む学部が多い。 

【実態】【長所】 

以前は、各学部のカリキュラムは固定的で、学生の変化に対応できず硬直化していた時期も

みられた。「21 世紀教育研究のグランドデザイン」策定を機に大学全体で学部教育の見直しが

図られ、各学部においてもカリキュラム改革が実施された。その後も必修・選択の配分や単位

数の見直しなどが行われている。 

各学部の多くが必修科目として外国語・専門科目を指定しているが、必修でも一定の科目群

の中から選択する必修選択形式をとるなど、全体として学生の多様な学習目的に従った履修を

可能とする自由度の高いカリキュラムとなっているところが多い。各学部が、専門性や学生の

希望を踏まえ柔軟にカリキュラムを設定することにより、学部の独自性が打ち出され、また時

代に応じた変化に対応することができる。 

【問題点】【改善の方法】 

学生の選択の自由度が広がるほど、十分な学習計画と履修指導が必要となる。専門分野の特

質や将来の方向などを明確に理解している学生にとっては、選択幅の拡大は有効な手段であり

充実した学生生活を保証するものであるが、なかには、個人の主観に偏った学修となっていた

り、まとまりのないものとなったりする場合もある。 

改善のためには、大学４年間を総合的にみた学部の履修モデルや将来の目標別による学修方

法を十分理解できるような、ガイダンス方法の工夫と充実が必要である。各学部とも、学修の

目的と意義を十分理解できるよう丁寧な履修相談を工夫検討している。特に新入生に対して、

2006年度からは各学部のガイダンスの充実を目指し、全学的な内容の調整を図っている。 

 

（授業形態と単位の関係） 

ⅠＡ群 各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計

算方法の妥当性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本学では、大学設置基準第 21 条の単位数の計算基準に従い、講義および演習科目について

は 15 時間から 30 時間の授業をもって１単位とし、実験・実習および実技については 30 時間

から 45 時間の授業をもって１単位とするよう単位を設定している。実態としては、基本パタ

ーンとして、講義の場合は１週２時間 15 週の授業で２単位と計算している。また、実験実習

などの科目は、１週２時間 30 週の授業で２単位としている。学科目配当は各学部で行ってお

り、設置科目の授業形態や予習復習などの授業時間外に必要な学修の量なども考慮し、適切な



Ⅱ－03－ 9

単位数を決定している。 

15週の授業回数の確保は厳密に運営しており、大学教育の最低限の保証を図っている。毎年

大学暦設定時には、授業日数を確認し、休日等により授業日数が著しく少なくならないよう日

数の確保を図っている。また、休講をした場合は必ず補講をすることを原則とし、共通時間に

設定できない場合は、同等の学習が補償されるよう課題の指示などを行っている。 

【問題点】【改善の方法】 

問題点として、祝日の多い月曜などの授業時間数の確保が困難な場合があり、毎年のように

大学暦を決定する際に調整を図っている。また、外国語・演習・実習は通年２単位の授業とな

っているものが多いが、最近では、外国語・実験・実習であっても講義同等の課外学習を要求

されることが多く、学生の実質的な学習量と授与される単位数に差が生じてきている。 

改善方法として、授業形態ではなく、実質的な学習時間によって単位数を計算することが望

ましい。 

 

（単位互換、単位認定等） 

ⅠＢ群 国内外の大学等と単位互換を行っている大学にあっては、実施している単位互換方法

の適切性 

ⅠＢ群 大学以外の教育施設等での学修や入学前の既修得単位を単位認定している大学・学部

等にあっては、実施している単位認定方法の適切性 

ⅠＢ群 卒業所要総単位中、自大学・学部・学科等による認定単位数の割合 

ⅠＣ群 海外の大学との学生交流協定の締結状況とそのカリキュラム上の位置づけ 

【理念・目的】 

本学では、単位互換制度を「教育のオープン化」のひとつととらえ、積極的に活用している。

国内外の多様な地域、多様な特長をもつ多くの機関と提携することで、どのような専門や関心

をもつ学生でも、豊富な提携先から適切な環境や学習方法を選択することができるよう十分な

体制を整備している。その結果、個々の大学が閉じた中で大学教育を展開するだけでなく、大

学間が相互に補完し合い、また刺激し合うことで日本の高等教育界全体を向上せしめるものと

考えている。 

本学では、どのような環境や集団においても、適応力と協調性、自律した行動力を発揮する

人材を養成するために、国内外問わず、一定期間学外で学習する機会を積極的に提供している。

とりわけ国際教養学部では、２年次に全員が海外に１年間留学することをカリキュラムとして

位置づけている。 

【実態】 

入学前あるいは入学後に学生が国内・国外問わず本学以外で履修した単位は、各学部が、合

わせて 60 単位を超えない範囲で卒業必要単位として認定している。一方、これら協定に基づ

き受け入れる他大学の履修生は、本学では一般の科目等履修生とは別に「交流学生」「特別聴

講学生」として規定し、履修の便宜を図っている。 

国内大学等との間では、同志社大学との国内留学協定（1997 年）を締結し、毎年 10 人前後

を交換しているが、2005年度は18人を派遣、17人を受け入れている。発足以来９年間で、派

遣119人、受け入れ129人となった。また、科目ごとの単位互換協定は、２グループ（f-Campus

＜学習院大学・学習院女子大学・日本女子・立教大学＞ 2002 年、京都地域大学・短大）およ
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び４大学（武蔵野美術大学・東京女子医科大学・東京家政大学 2000 年、九州大学 2005 年）

と締結している。また、11高校とも協定を締結し（2002年）、高校生を特別聴講学生として受

け入れた。2005年度の単位互換制度の利用状況は、延べ792人が他大学の科目を履修し、1,080

人が本学の科目を履修している。 

 海外の大学との協定では 2005 年５月現在で、412 件（75 カ国 492 機関）の学生交流協定を

締結している。海外留学によって履修した単位は、所属学部で教務担当主任の面接などを通し、

留学先での学習時間、学習内容等を十分確認したうえで、卒業必要単位として認定することが

可能である。 

 入学前の学習成果の認定については、人間科学部、国際教養学部では、TOEFL、TOEICなどで

一定の得点を取得した者には、英語科目の履修が免除されている。入学前の単位については、

各学部が本人の修学状況やその学習内容などを鑑み単位認定を行っている。本学で実施してい

る高校生への授業開放プログラムで履修した単位も、各学部の基準に従い入学前単位として認

定されている。 

【長所】 

本学が積極的に国内外の大学と協定を締結することで、多様な地域、多様な学習が可能とな

る。本学にはない学部の芸術系科目や医学系科目、栄養や生活科学などの科目は、他大学の連

携により充実した教育が提供されている。 

学外で学修してきた学生は、知識面のみならず、自立心が養われるなど、内面的にも大きな

成長がみられる。また反対に他大学等からの学生を受け入れることによりキャンパス内におい

ても他者への配慮や協調性などを学ぶ機会になっている。 

【問題点】【改善の方法】 

単位互換制度は、学生自身が所属大学の学習と合わせて学習の組み立てを行うことができれ

ば極めて有効な教育効果を得られる。しかし、学生の意識が不十分であると、学習が単発で散

漫なものとなる危険性がある。特に、国内の単位互換科目履修者の中には、他大学の教育内容

に関する情報が十分でないためか、最初の数回で放棄してしまうなど、やや安易な登録が多く

なりがちである。 

今まで学習機会をもたせるところに主眼を置いてきたが、今後は、その教育効果をきちんと

検証することで、各プログラムの適切性を吟味していく必要がある。そのうえでさらに、各学

部における学外での学修の位置づけを明確にし、学生に明示していく。 

 

（開設授業科目における専・兼比率等） 

ⅠＢ群 全授業科目中、専任教員が担当する授業科目とその割合 

ⅠＢ群 兼任教員等の教育課程への関与の状況 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本学では、各学部の教育の根幹となるべき専門必修科目の演習は、専任教員が中心に担当し、

学生の育成に努めている。一方、学習の幅を広げるための多様なテーマや教育方法をとる科目

や実践的知識が必要な外国語や保健体育科目などは兼任教員が多く担当している。 

全学共通教育では、兼任の多い外国語科目や保健体育科目は、専任教員による検討委員会を

設置するなどして、カリキュラムや教育方法の妥当性について検討を行っている。このように

専任と兼任教員が役割分担を行うことにより、カリキュラムに応じて人的資源の有効活用を図
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っている。 

専任・兼任教員の割合は、各学部の章で記載する。 

 

なお、オープン教育センターの実態は、下記のとおり。 

 

科目区分 専任教員数 兼任教員数 専任の割合

講義科目 444 142 75.8％

テーマカレッジ 496 190 72.3％

英語（Tutorial English以外） 34         56 

※チューターは除く 

37.7％

外国語（ｺﾐｭﾆｶﾃｨﾌﾞ・ﾁｭｰﾄﾘｱﾙ中国語除く） ７ 77 8.3％

保健体育 244 202 54.7％

合計 1,225 667 64.7％

 

【問題点】【改善の方法】 

 単に専任・兼任の割合だけを論ずるのではなく、カリキュラムや個々の科目の目的を精査し、

専任教員と兼任教員の役割分担を行うことが必要である。また、専任教員がカリキュラム全体

に責任をもつとともに、兼任教員に、その科目の課程全体における位置づけや目的をきちんと

説明する機会をもつことが必要である。 

 

（社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮） 

ⅠＣ群 社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課程編成上、教育指導上の配慮 

【理念・目的】 

本学は、建学以来、いつでも誰でもその学習意欲をもつ者には積極的に門戸を開くことを理

念としてきた。以前から、社会人学生、外国人留学生、帰国学生については、大学内に教育の

多様化を取り入れる取り組みとして、それぞれ別枠で入試を組み、積極的に受け入れてきてい

る。また学部によっては、外国人留学生の負担を軽減するために、現地での日本学生支援機構

が実施する「日本留学試験」の活用を認めている。外国人留学生や帰国学生については、2005

年１月に改組された「留学センター（旧：国際教育センター）」が、入試を含む学業・生活面

でのサポートを行っている。 

また、入学後の学修がスムーズに実施できるよう、特別な教育の配慮も行っている。社会人

学生に対しては個別の履修相談、外国人留学生に対する日本語能力に応じた日本語研究教育セ

ンターでの日本語授業の履修、日本文化学修のためのフィールドトリップなどを別途組んでい

る。帰国学生には、入学前に予備教育課程として、国語や数学などの基礎的科目の学習を提供

している。また、入学前の経歴などにより、指定外国語科目や上級レベルからの履修などを考

慮している。 

【実態】【長所】 

異なる生活経験をもつ人々が共に学ぶ経験は、相互に知識や視野を広げることができる。 

外国人留学生は、2004年５月現在、1,769人が在籍している。その数は、東京大学に次いで
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全国２番目となっている。出身国別では、学士課程在籍者は中国・韓国国籍の学生が９割以上

を占め、１年間などの短期留学生は協定校の多いアメリカ合衆国からの学生が多い。外国人留

学生は、学士課程入学者だけではなく、学期単位や１年間などの短期留学生、ダブルディグリ

ー課程在籍学生など、留学形態が多様化している。留学センターでは、「留学生ハンドブック

（日・英）」を作成し、授業の履修方法から学生生活に至るまで種々の問題に関する情報を提

供している。また、日本文化理解のための課外活動として、2004 年度には歌舞伎や相撲見学、

地方農村でのホームステイなど 19 プログラムを実施した。また、留学生が安心して教育を受

けることができるよう、「外国人留学生医療費補助」や私費留学生を対象にゼミ合宿などの参

加費を補助する「学生・旅行参加費補助金」などの経費補助も整備されている。 

帰国学生に対する入試合格者は、2005年度247人であった。国際教養学部は、帰国学生・外

国人学生とも学部独自に学生の受け入れを行っている。 

社会人学生に対する特別入試は政治経済学部、第二文学部で実施している。 

【問題点】 

 学部運営において、外国人学生・帰国学生・社会人学生の割合が全体の学生の１割に満たな

い中で、個別の対応や配慮が別途必要であり、どこまで対応できるかが課題となる。 

外国人留学生は、日本の学習スタイルに加え、言語・風習などの違いから生じるトラブルを

相談する体制が不十分である。同国人同士での情報に依存したり、問題を抱え込んでしまった

りするケースがみられる。 

帰国学生は、滞在国や滞在期間、学習機関が日本人用であったか現地校であったかなどによ

りその背景が異なるが、以前に比較すると入学前からきちんと日本文化の理解を深めてきてお

り、表面上は大きな文化適応の問題や摩擦などが生じることは少なくなった。その一方で、内

面上における不安や不適応などの課題が見えにくくなっており、十分な配慮が必要である。 

社会人学生は、仕事と学習の両立のため、通学可能な時間割の配慮や学習時間の不足などへ

の対応が必要となる。また、情報機器の活用や外国語学習などにおいてスキルの差が大きく、

個別の指導や配慮を必要とする場合もある。 

【改善の方法】 

外国人留学生は、留学センターに言語別の相談が可能な体制をとっている。また、ホームペ

ージの多言語対応や英語版の学生生活情報誌の発行も行っている。また、帰国学生は、より彼

らの教育経験が大学教育に反映されるよう、個別の履修指導などを充実させていく。 

社会人学生については、６時限目以降の時間と土曜などの学修だけでも卒業が可能となるよ

うにカリキュラムを配慮している学部として、第二文学部・社会科学部がある。そのような学

生に配慮し、18時以降に６時限目以降が設定されるよう時間割を設定している。また、個々の

学生の事情にも、科目担当教員のみならず学部全体として対応を図っている。 

 

（生涯学習への対応） 

ⅠＢ群 生涯学習への対応とそのための措置の適切性、妥当性 

（正課外教育） 

ⅠＣ群 正課外教育の充実度 

【理念・目的】 

本学は、大学のもつ知的資産を社会に開放していくことの必要とその意義について、建学の
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当初からこれを意識し、先駆的に取り組んできた。建学当時「早稲田講義録」を作成し、広く

学習意欲のある人々に応えるという社会的役割を果たしたが、本学では、大学全体を生涯学習

機関と位置づけ、学部・大学院で編入学・学士入学・社会人入試など、多様な学生の受け入れ

を図っている。最終的には、学習したいと思ったときに学習できるような柔軟な学習が可能な

体制の整備を目指している。 

現在、一般の人々を対象に生涯教育を実施している機関として「エクステンションセンター」

を設置している。本学のユニークな点は、「オープンカレッジ」という制度である。エクステ

ンション独自の単位という概念を導入し、一定の「単位」修得者には修了証書を授与している。 

その他、理工学部「小中学生のための科学実験教室ユニラブ」、教育総合研究所「教育現場

にいかす IT 講座」、アジア太平洋研究センター「ビジネススクール」、ファイナンス研究セン

ター「キッズマーケット」「ファイナンス講座」など、活発な取り組みが行われている。 

【実態】【長所】 

2005年度エクステンションセンターの講座数は、西早稲田・八丁堀の２キャンパス合わせて

1,357 講座、受講者数は延べ２万 6,018 人、会員数は延べ２万 9,791 人に及び、同種の講座の

中では日本最大規模といってよい。大学の社会的責務として、地域や社会への貢献を果たすこ

とができていると考えられる。 

【問題点】【改善の方法】 

問題点として、学習者の高学歴化に伴い学習内容も高度化し、大学における教育内容とオー

バーラップしてくる分野も現れてきている。特に、設置当初より、大学教員が積極的に参加し

ていることもあり、プログラム内容のレベルが高いことで定評がある。 

他の大学では、外国語講座など一定の条件を満たす講座については、その大学の単位として

認定している例もあるが、本学では、本学学生がエクステンションセンター講座を履修しても、

大学の単位とすることはできない。今後、本学においても検討が必要である。 

 

（２）教育方法等 

（教育効果の測定） 

ⅠＢ群 教育上の効果を測定するための方法の適切性 

ⅠＢ群 教育効果や目標達成度及びそれらの測定方法に対する教員間の合意の確立状況 

ⅠＢ群 教育効果を測定するシステム全体の機能的有効性を検証する仕組みの導入状況 

ⅠＢ群 卒業生の進路状況 

ⅠＣ群 教育効果の測定方法を開発する仕組みの導入状況 

ⅠＣ群 教育効果の測定方法の有効性を検証する仕組みの導入状況 

ⅠＣ群 教育効果の測定結果を基礎に、教育改善を行う仕組みの導入状況 

ⅠＣ群 国際的、国内的に注目され評価されるような人材の輩出状況 

（厳格な成績評価の仕組み） 

ⅠＡ群 履修科目登録の上限設定とその運用の適切性 

ⅠＡ群 成績評価法、成績評価基準の適切性 

ⅠＢ群 厳格な成績評価を行う仕組みの導入状況 

ⅠＢ群 各年次及び卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 

ⅠＣ群 学生の学習意欲を刺激する仕組みの導入状況 
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（教育改善への組織的な取り組み） 

ⅠＡ群 学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための措置とその有効性 

ⅠＡ群 シラバスの作成と活用状況 

ⅠＡ群 学生による授業評価の活用状況 

ⅠＢ群 ＦＤ活動に対する組織的取り組み状況の適切性 

ⅠＣ群 ＦＤの継続的実施を図る方途の適切性 

ⅠＣ群 学生満足度調査の導入状況 

ⅠＣ群 教育評価の成果を教育改善に直結させるシステムの確立状況とその運用の適切性 

【理念・目的】 

本学では、大学としての社会的責任として、教育・研究における質の保証を図ることが極め

て重要な責務であると考えている。大学の活動は広く社会に開かれているべきであり、常に多

方面から検証し改善する体制の整備を目指している。そのため、積極的に評価機関による大学

評価を受けるのみならず、日頃より、本学の教育研究の方針、教育課程の内容・水準、大学組

織運営の状況に至るさまざまな情報を、ホームページや冊子等で広く一般に公開している。 

なかでも日々の授業における質の維持・向上は、個々の教員が自発的に取り組めば済む課題

ではなく、大学が行うべき重要な課題としてとらえ、実践―検証─改善の努力が連環するシス

テムづくりに努めている。具体的には、厳密な学習時間を前提とした単位設定、授業時間数の

確保、年間履修単位数の制限などによりきちんとした学習成果を求めるための枠組みを作り、

学生にはシラバスなどにより授業内容や評価方法を明示し、事前説明を行う。また、授業内容

の検証方法のひとつとして、「学生による授業評価」の推進に取り組んでいる。また、それら

の検証結果を踏まえ、教員が指導方法や授業内容の改善に取り組むことができるよう、教務部、

ITセンター、各学部などでFDの研修等を実施している。 

本学は、2001年に「学生サービスに関する理事会の基本的な考え方」を公表した。この中で

の「学生サービス」とは、①カリキュラム、授業等、直接的な教育関連サービス、②学生生活

を支援するための諸サービス、を包含する広く大学が提供するサービス全般を指す。特に、①

授業重視、②自活自修（＝自主的に活動し、自主的に修得する）、③学生の声＝「学生の声」

が学生サービスの源泉であるという基本認識をもつ、という３点を意識し、学生主体の教育体

制の構築を強力に推進している。 

【実態】 

大学全体としての教育・研究内容の検証については、全学的・総合的に自己点検および自己

評価を行い、併せて第三者による評価を実施するために、「大学点検・評価委員会」を 1999

年 11 月に設置した。この委員会は、点検・評価項目および方法の設定ならびに変更、自己点

検および自己評価の実施、第三者評価実行委員会の設置と評価の実施、点検・評価報告書の作

成、点検・評価結果の公表を職務とし、原則として４年ごとに自己点検・評価を実施する。大

学点検・評価委員会において決定した自己点検・評価項目および方法等に基づき、第三者評価

も含め、2002年１月に第１回大学点検・評価を終了した。この「自己点検・評価報告書―総括

集―」および「第三者評価報告書」は、本学ホームページで一般に公開されている。 

個々の授業内容や履修条件、成績評価基準は、各学部がそれぞれの教育目標や専門分野の特

長に従い定めている。それらの情報は、各学部が年度初めに作成する学部要項や講義要項（シ

ラバス）およびガイダンス等により、学生に周知されている。全学共通科目については、オー
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プン教育センター、メディアネットワークセンターがそれぞれ講義要項（シラバス）やガイダ

ンス等により、学生への周知を図っている。 

また、本学の教育内容は広くウェブで公開している。全科目の講義概要も、在学生はもちろ

ん、一般でも閲覧が可能である。2005 年度からは、マサチューセッツ工科大学（MIT、米）が

推奨し、世界的に推進されている Open Course Ware の日本におけるコンソーシアム（本学、

東京大学、京都大学、慶応大学等７大学）のメンバーとして、積極的に全世界に向けて科目の

教育用コンテンツを公開する試みを始めた。 

授業改善のために学生の声を聞く取り組みは、伝統的に個々の教員によって行われてきてい

た。2001年度からは、大学全体として学生の授業に対する意識の把握や授業形態別などの比較

検討をするために、大学統一項目による「学生による授業評価」を開始した。評価項目や実施

方法などについては、全学教学機関である教務主任会で審議し決定している。 

2001年度当初は、講義科目・演習科目・外国語科目の３授業形態別に分けたマークカード形

式で実施したが、2004年度からウェブ方式となった。現在は、全学共通設問７項目に加え、学

部共通設問、教員設問が個別に設定でき、学生の自由記述欄も用意されている。集計結果は教

員にフィードバックされ、教員の判断で学生への公開が簡単にできる仕組みとなっている。ま

た教員から履修者に対して、授業評価結果に対するコメントを公開する機能ももち、単に授業

評価を行うだけでなく、教員と学生の双方向コミュニケーションを図るツールとして活用する

ことができる。 

2003年度は、希望担当教員によりマークカードを教室で配布回収する方式で実施したが、全

学で 3,627 科目が実施、回答学生数は延べ 13 万 5,462 人であった。2004 年度は初めてウェブ

方式をとったこともあり、学年末に１度のみ実施した。実施科目は全学で5,392件、実施科目

率 42％、回答学生数４万 7,025 人、回答率は 22％であった。なお、全体集計結果は、ウェブ

上で公開している。 

学生満足度調査としては、学生生活課による「学生生活調査」が「授業への興味」「授業の

満足度」などを調査している。本調査は 20 年以上にわたり年１回継続的に実施されてきてお

り、調査結果は毎回「学生生活調査報告書」としてまとめられ、学生・教職員に配布されると

同時に、2001年度以降の結果はウェブ上でも公開している。また、全学共通教育を実施運営す

るオープン教育センターでも、設置から４年を経た 2004 年３月に、プログラム全体の教育効

果に関する学生アンケート調査を行った。同センターでは、2005年度に外国語プログラムに対

する学生アンケート調査も実施しており、これらの調査結果を踏まえ、今後重点を置くべき科

目群や授業形態などを検討していく予定である。 

FD のひとつとして、毎年、教務部が新任教員に対するオリエンテーションを開催しており、

その中で、本学の教育研究の特長、学生気質、授業方法の事例紹介などを行っている。またIT

センターでは、個々の研究室への出前支援も含め、教員の IT スキルや教材作成に関するサポ

ートを行っている。 

これらの日常教育の結果、多くの卒業生が国内外で社会のリーダーとして活躍している。 

在学中から、国際的国内的に注目されうる人材も多く、その分野もスポーツから学術に至るま

で多岐にわたっている。 

 2005年３月卒業生の進路状況は、次の表のとおりである。（回収率89％） 
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■進路状況 

  就職  進学  留学  他大学等 その他 合計(進路報告者) 

政経  809 91 9     11 270 1,190 

 法  543 151 2      4 402 1,102 

一文 592 125 19     41 373 1,150 

二文 154 43 8     22 290 517 

教育 582 176 13     20 211 1,002 

商 722 37 8     15 206 988 

理工 382 1,128 9      6 128 1,653 

社学 493 35 8     16 250 802 

人科 305 70 7     16 129 527 

合計 4,582 1,856 83    151 2,259    8,931 

＊「その他」は、自営、一時的な仕事についた者、資格試験準備、進路未記入者等の合計 

 

【長所】 

ここ数年間で、これまでの教員主体の教育体制から学生主体の教育へと積極的にシフトする

ことにより、学生の参加意識が高まってきている。学生がより教育内容に関心をもつことで、

授業から将来のキャリアまで学生の自主独立の学習態度にも影響を与えることができる。 

【問題点】 

本学においてはまだ、個々の教育活動に対する教育評価の必要性が、全学的に十分認識され

ているとはいいがたい。また多様な教育評価を教育改善へ結びつける試みも、教員個人の意識

に依存しており、組織的な取り組みの検討が不十分である。「学生による授業評価」の実施の

可否および学生への結果公開も、教員任意となっている学部が多い。また学生参加率はウェブ

化により減少したため、教員・学生両面の参加率を上げるための方法の検討が必要である。 

また、教育のオープン化の拡大に伴い、各学部の授業に多数の他学部生が登録し、その成績

を所属学部の卒業必要単位として認める機会が急激に増加した。そのため、学生間に不利益が

生じないよう、教育内容や成績評価方法等について全学的な調整が必要となるケースが増えて

きている。 

【改善の方法】 

まず、学生による授業評価の全科目実施と学生への結果公開を目指す。現在のウェブによる

授業評価と公開シラバスの両システムを連携させ、学生の科目登録時の一情報として参考でき

るようリンクする。さらに評価結果などから、授業改善を目指す教員に対し十分なサポート体

制や研究相談グループを整備する総合的な体制整備を進めていく。 

また、学生の多様な関心と能力を大学教育や運営面に生かしていく仕組みを導入し、大学側

が学生の意識や行動を理解するとともに、学生側にも学習に対する強い自覚と高い意識を求め

ていくことで、より効果的な教育体制を構築していく。 

 

（履修指導） 

ⅠＡ群 学生に対する履修指導の適切性 

ⅠＢ群 オフィスアワーの制度化の状況 
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ⅠＢ群 留年者に対する教育上の配慮措置の適切性 

ⅠＣ群 学習支援（アカデミック・ガイダンス）を恒常的に行うアドバイザー制度の導入状況 

ⅠＣ群 科目等履修生、聴講生等に対する教育指導上の配慮の適切性 

【理念・目的】 

本学では、ユニバーサル時代にある大学教育として、大学全体あるいは個々の教育の目的や

成果が学生に理解できなければ教育効果を高めることはできないという認識にたち、個々の学

生に対応している。履修指導は、単に登録を完了させるためのものではなく、年間を通じて、

４年間の大学生活および卒業までを見通した総合的な学習指導が望まれる。そのひとつの方法

として、オフィスアワーや個別担任制が各学部で実施されている。 

【実態】【長所】 

各学部がその専門を踏まえて十分な履修指導を行うことにより、将来の進路に向かって、偏

りや無駄のない学習計画を立てることができる。そのため、各学部では入学時・科目登録時な

ど折に触れガイダンスや登録相談会などを通し、学生に教育方針や履修方法などの説明を行っ

ている。国際教養学部、社会科学部はオフィスアワーを制度化しており、学生に登録時の冊子

などで明示している。第二文学部ではチューター、国際教養学部ではアカデミックアドバイザ

ーとなる教員を置き、履修相談に随時対応している。 

外国人留学生、協定大学からの科目等履修生など、履修方法の理解が不十分であると思われ

る学生には、学部の指導に加え、別途関係箇所によるガイダンスや冊子などによる情報提供を

行っている。高校生には、必要に応じてTAを雇用するなど教育指導上の配慮を行っている。 

成績不振者などは、問題を放置しておくと留年や退学などに結びつく危険性も増すため、本

学においても時機に応じた状況把握ときめ細かな指導に努めている。各学部が一定の条件によ

り本人と面接を行ったり、保護者に通知を行ったりなどして、問題を長期化することなく対応

する努力を行っている。 

【問題点】【改善の方法】 

問題点として、学生の選択の自由度が広がるほど、十分な学習計画と履修指導が必要となる。

しかし、本学では、授業開始前までに科目登録を完了させる体制をとっているため、学生にと

って科目登録は、短期間に怠りなく手続きを終了させなければならないという極めて緊張の高

い手続きとなっている。特に新入生にとっては、新しい環境に慣れることと、大学の学修制度

を理解することを同時に行わなければならず、精神的な負荷は高いと思われる。そのため、個々

の学生の履修目的や４年間を通しての学修計画を十分に理解させるための方法や機会を集中

的に実施することが必要である。 

改善方法として、特に新入生を中心として履修相談の機会を多数用意したい。また、情報提

供方法も複数用意し、対面相談に加えホームページ上による履修情報を提供したり、相談内容

によっては、先輩学生による履修アドバイスや登録サポートなども検討していきたい。 

 

（授業形態と授業方法の関係） 

ⅠＢ群 授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 

ⅠＢ群 マルチメディアを活用した教育の導入状況とその運用の適切性 

ⅠＢ群 「遠隔授業」による授業科目を単位認定している大学・学部等における、そうした制

度措置の運用の適切性 
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【理念・目的】 

従来の大学教育においては、教育の効果が十分得られない理由を、受け手である学生に任せ

る傾向があった。特にその傾向は教養教育において強く、大教室での、「チョーク＆ボード」

の授業を大人数の学生が一斉に受けるという授業が長年にわたり実施されてきた。しかし、学

生気質も生活環境も変化し、初等中等教育における教育方法、さらには大学卒業後に出会うビ

ジネス環境も著しく変化している中で、大学における教育方法も工夫改善していく必要がある

と考え、特にマルチメディアを活用した教育などを積極的に導入している。 

これらの教育は、大学全体の情報化推進計画の中で、メディアネットワークセンター・遠隔

教育センター・ITセンターの３組織に加え、関連企業などが、全体として連携しつつ多様な授

業形態に対応している。 

【実態】 

2004年度では、オンデマンド授業システムを活用した授業を306科目で実施、延べ１万7,197

人の学生が受講した。利用する科目は、文学から社会科学、自然科学まで多様な分野に及んで

おり、特に文学部で積極的にマルチメディアを授業に導入している点は特徴的である。オンデ

マンド授業には、必ず 30 人に１人のメンターと呼ばれる大学院生を配置し、進捗具合を確認

したり、学生の質問に答えたりなど、学生の学習活動をサポートしている。現実にオンデマン

ド授業履修者へのアンケートによると、大教室での学習よりも個々の発言や質問回数が増える

傾向がみられ、個々にサポートされている実感も強く、オンデマンド方式の授業に80％の学生

が満足を示している。 

ビデオ会議システムなどを利用した海外大学との遠隔共同ゼミは、延べ 33 科目で実施し、

早稲田側延べ1,129人、海外側延べ1,175人が参加した。また、オンデマンド授業とビデオ会

議によるライブセッションを組み合わせた５大学（高麗大学、シンガポール国立大学、タマサ

ート大学、復旦大学、早稲田大学）共同授業「アジアの共生」も実施した。それ以外にも、授

業の一部にオンデマンドや遠隔講義、BBS（ウェブ上掲示板）を利用しているものも含めると、

その数は２～３倍に及んでいる。 

 さらに、シラバスシステム、授業評価システムを構築し、教育活動を支援したほか、研究者

データベースシステムを構築し、提供することにより、研究活動や研究成果の情報を研究者自

身が学内外に効果的に発信できるよう、情報化を基盤面から推進した。 

【長所】 

マルチメディア教育を活用することにより、教員にとっては教育手法の多様化を図ることが

でき、学生にとっては時間や金銭的負担などの節約などを図ることができる。オンデマンドに

よる授業は、いつでもどこでも自分のペースで学習できる点で、社会人やスポーツ選手、短期

留学やインターンシップ中の学生、疾病等により集団学習が困難な学生など、多様な学習環境

に置かれている学生にも学習機会を提供できる。ビデオ会議システムによる授業は、外国語の

学習を中心に、日本に居ながら物理的な制限を超えて、海外の教育者や学生と議論し合う経験

をもつことができる。また、本学におけるオンデマンドや遠隔の授業では、BBS やメール機能

などを通じ質問や議論の機会を必ず設けることとしているため、学生個別の対応が可能である。 

学生は、社会に出るとたちまち実践として IT を駆使したビジネス環境に置かれることが予

想される。大学において多様な授業形態を通して、学生は自然に情報環境やスキルを修得する

ことができる。 
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【問題点】【改善の方法】 

授業形態の多様化は、その教育の目的とツールの特性を生かした活用方法を創出することで、

初めて有効に機能するものである。しかしながら、まだ教員に十分理解されているとは言いが

たく、工夫活用している教員群と活用していない教員群との差が著しい。学生もまた多様な形

態の授業を履修したことのない学生群は、卒業するまで新しい教育方法の授業を選択しないな

ど、科目履修傾向に大きな差がみられる。 

改善方法として、マルチメディアを利用した教育方法の利点が十分理解できるよう情報の提

供が必要である。教員への FD の機会を多くするなどして、教員にその授業のイメージをもっ

てもらうことが重要である。そのうえで、各学部の必修科目などで積極的に取り入れれば、多

くの学生の抵抗感を減じ理解を深める機会となる。学生にとっても多様な授業形態の授業を履

修することにより、バランスのよい学習成果を挙げることにつながる。 

 

（３年卒業の特例） 

ⅠＣ群 ４年未満で卒業を認めている大学・学部等における、そうした制度措置の運用の適切性 

【理念・目的】 

本学では、商学部において、９月入学生が3.5年で卒業することが可能となっている。 

詳細は、商学部の章で記載する。 

 

（３）国内外における教育研究交流 

ⅠＢ群 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

ⅠＢ群 国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性 

ⅠＣ群 外国人教員の受け入れ体制の整備状況 

ⅠＣ群 教育研究及びその成果の外部発信の状況とその適切性 

【理念・目的】 

本学は、「21世紀の教育研究グランドデザイン」において、21世紀において、アジア太平

洋に基盤を置く中核的大学を目指し、学内の研究力強化はもとより、アジア地域を中心に各国

の代表的な大学とさまざまな共同関係の構築を進めている。 

本学の国際化は、大きく次の４点を重点に、具体的施策を図っている。 

１）「アジア太平洋地域における知の共創」に則り、独自の戦略構想の下に海外拠点等の充  

実を図りながら、国際的リーダーシップを発揮する大学づくりを目指す。 

２）多数の交流協定や留学生（派遣・受け入れとも）等の豊富な実績をさらに強化し、国際

的な人的ネットワークを生かして、さまざまなレベルにおける有機的な連携関係を構築する。 

３）学内の多様で質の高い研究成果を海外に向けて積極的かつ効果的に発信し、国際社会へ

の貢献を果たす。 

４）研究推進部や国際部等の関連箇所が協働した本部体制を構築し、外部の専門的人材等も

活用しながら、全学的な国際研究推進の基盤整備を進める。 

なお、この本学の方針および具体的実践計画は、文部科学省「平成17年度大学国際戦略本

部強化事業」に採択された。 

【実態】 
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海外の大学との学術交流協定や留学プログラムが多様化する中で、本学学生の海外一流大学

への留学の機会を増やすとともに、優秀な留学生の受け入れ、外国大学との連携強化のため、

留学期間を在学年数に算入できるようにし、留学しても所定の修業年限で卒業できるようにし

ている。 

 2004 年度新設の国際教養学部では原則として、１年間の海外教育が必修になること、また、

全学的な派遣留学生が増加することを見込み、1,000 人を超える学生を留学に派遣できるプロ

グラムを開発した。具体的には、テーマに基づいた学習をするTSA（Thematic Studies Abroad）、

正規課程の科目を履修するISA（Individualized Studies Abroad）という新しい構想による留

学プログラムを新規に約 65 校との間で構築し、将来的な派遣留学生の大幅増にも堪えうるだ

けの派遣枠を整備した。 
 海外との交流協定数は、2005年５月現在で412協定、492大学・機関、75カ国となっている。

2004年度は、教育面で年間1,769人の受け入れ・506人の派遣、研究面で2,471人の教員を88

カ国に派遣し、32カ国 150人の研究者を受け入れた。さらに、外国人研究員、客員教員など海

外からの教員受け入れ体制を整備し、国際的水準による研究が本学キャンパスにおいても、日

常的に展開される環境づくりに努力している。 

また海外拠点を整備し、海外常駐者派遣等により体制強化を図っている。本学の海外拠点は、

現在、北京、シンガポール事務所以外に、早稲田―オリンパス・バイオサイエンス研究所（シ

ンガポール）、早稲田大学系属早稲田渋谷シンガポール校、早稲田エデュケーション（タイ）、

ヨーロッパセンター（ドイツ・ボン）、早稲田オレゴンオフィス（アメリカ・ポートランド）

がある。2005年度から、北京、シンガポール、オレゴンに新たに常駐者を置き、活動を開始し

た。 
2003年 12月の「早稲田大学・北京大学共同教育研究機構」発足を受けて、2004年８月に北

京に北京大学との共同事業の核となる「早稲田大学・北京大学共同教育研究機構」事務所を開

設した。また、2004年８月に上海の復旦大学内に事務所を開設した。これらを拠点に、2005

年度から、北京大学、復旦大学との間で「ダブルディグリー制度」をスタートさせた。これは、

本学に在学しながら相手大学に留学し、卒業時に両大学から学位が与えられる制度である。ま

た、早稲田大学とナンヤン工科大学との間でも、2006年度よりMBA/MOT（経営学修士）のダブ

ルディグリープログラムを現地にて開始する。 

 

（４）通信制大学等 

ⅠＡ群 通信制の大学・学部における、実施している教育の内容、方法、単位認定、学位授与

の適切性とそのための条件整備の適切性 

【理念・目的】 

 本学では、人間科学部に通信課程を設置している。詳細は、人間科学部の章に記載する。 

 


