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 10 学生生活 

 

＜はじめに＞ 

本学建学の理念のひとつである「模範国民の造就」は、「地球市民の育成」と読み替えられ

ている。しかし「地球市民」を言うは易いが、実現はなかなか困難である。本学の学生たちが

在学中に、真のリーダーシップに目覚め、独立した人格をもって国際的な舞台で自由闊達に活

躍するための助走を終え、卒業後の大いなる飛躍が可能になるよう学生生活面から支援する。 

 

  01）全学の取り組み 

 

（学生への経済的支援） 

ⅠＡ群 奨学金その他学生への経済的支援を図るための措置の有効性、適切性 

ⅡＡ群 奨学金その他学生への経済的支援を図るための措置の有効性、適切性 

 

１．学部学生への経済的支援 

【理念・目的】 

 本学は経済的理由による学生の学業断念があってはならないと考え、奨学金による支援を中

心として、数々の施策やサービスの提供を行っている。 

 

＜奨学金＞ 

【実態】【長所】 

本学の奨学金制度は、本学が主体的に原資調達や運営等を行う学内奨学金と、外部からの委

託に基づく学外奨学金から成り立つ。前者を代表するのが、育英（褒章）的な大隈記念奨学金、

大隈記念特別奨学金と、奨学（経済支援）的な小野梓記念奨学金であり、後者には、国の奨学

事業である日本学生支援機構奨学金（旧日本育英会奨学金）をはじめとして、企業や個人など

が母体となって設立した公益法人等による民間団体奨学金、さらに自治体による地方公共団体

奨学金がある。2004年度においては学部全体（１～４年）の奨学金受給者数は１万1,269人で

あり、これは奨学金を希望する学生の約 90％に上っている。また、奨学金受給者の約 22％が

２種類以上の奨学金を受給していることからも、本学の奨学金制度は充実しているといえる。 

 なお、学内奨学金の運営にあたっては、奨学金ごとの規程・施行細則または運用要綱等を定

めるとともに、奨学生の選定にあたっては、規程（施行細則）等で定められている委員会等に

おいて選定している。 

また、学内奨学金の拡充については、これまで経済支援を中心とした数々の取り組みを積極

的に行ってきたが、最近では、経済支援にとどまらず、努力している優秀な学生のための育英

的奨学金制度の充実に向けた改革にも取り組んでいる。さらに、日本人学生のみでなく外国人

留学生に対する奨学金の拡充にも努めている。 

 

（１）経済支援の奨学金制度について 

①日本学生支援機構奨学金 

 高等教育機関に学ぶ学生に対して、総合的な学生支援を行う日本学生支援機構が 2004 年度

発足した。これまで日本育英会によって担われてきた奨学事業が前記機構において中心的業務
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となることから、本学では日本学生支援機構に対して積極的に推薦枠の維持・拡大に努めてき

た。また、本奨学金は基本的に標準修業年限内は継続受給できることから、積極的な広報活動

を通し、家計困窮学生については可能な限り応募するよう指導している。その結果、学部奨学

金受給者の約89％が本奨学金を受給している。 

②学内奨学金 

ｲ.小野梓記念奨学金 

以前は、経済支援を目的とした奨学金は貸与のみであったが、1986年に本奨学金は給付奨学

金として発足した。発足当初は奨学生数も少なかったが、2004年度においては学部学生773人

に対して給付を行った。授業料を考慮しているため給付額は所属する学部により異なり、年額

30～36万円である。なお、各種学生生活実態調査から通学形態により生活費等の支出に明確な

格差が判明しているため、2005年度からは自宅外通学者に対する支援を厚くすることとした。 

 

ﾛ.校友会給付一般奨学金、早稲田カード奨学金、早大生協給付奨学金、教職員給付奨学金 

 標記奨学金は、地方色豊かな大学といわれている本学の伝統・校風を強化するために、重点

的に地方出身学生に対して経済支援を行う目的で発足したものである。 

 校友会給付一般奨学金は、本学校友会（卒業生の会）の寄付からなる奨学金で、学部１年生

を各都道府県から２人ないし３人を選定しており、採用されると原則として卒業（標準修業年

限内）まで継続して受給することができる。（2004年度奨学生総数354人） 

 早稲田カード奨学金は、校友向けクレジットカードである早稲田カードからの手数料収入 

からなる奨学金で、単年度給付ではあるが、各都道府県から２人ないし３人を選定している。 

（2004年度採用者数141人） 

早大生協給付奨学金は、早大生活協同組合の寄付からなる奨学金で、2004 年度は全国から

11人を選定した。 

 教職員給付奨学金は、本学教職員の寄付からなる奨学金で、2004 年度は全国から 26 人を選

定した。 

 

ﾊ. 指定寄付に基づく奨学金 

本学には、教職員をはじめとして校友、父母、篤志家等の寄付からなる奨学金が 2004 年度

には32種類設置されている（対象は学部学生、大学院学生、外国人留学生）。これら奨学金の

設置趣旨や奨学金額、奨学生数等はそれぞれ異なっているものの、そのほとんどは給付奨学金

であり、設置趣旨に適う学生に対しての経済支援を主に行っている。 

 

③家計急変者に対する奨学金 

主たる家計支持者の失職・死亡等により家計が急変し、経済的な理由から修学継続が困難と

なった学生に対しては、日本学生支援機構奨学金（緊急採用）のほか、本学独自の制度として

校友会からの寄付による「校友会給付緊急奨学金」を設けており、2004年度は学部学生７人を

選定した。 

 

④入学希望者に対する奨学金 

 本学に入学を希望しながら、入学時納入金を用意できない者に対し、「入学時ローン制度」

を設けている。この制度は本学が保証することにより、入学予定者本人が無担保かつ低利で指
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定金融機関から入学時納入金全額の融資を受けられる制度である。さらに、一定の家計収入基

準内の者に対しては、在学期間中の借り入れに伴う利子を「利子補給奨学金」として本学が給

付している。2004年度は805人の学生に対して利子補給奨学金を給付した。 

⑤その他経済的支援制度 

 奨学金制度の他に、民間の教育ローンよりも低利の「早稲田大学学費ローン」を設けている。

このローンは、本学が「埼玉りそな銀行」「りそな銀行」「みずほ銀行」「三井住友銀行」「UFJ

銀行」および「（株）オリエントコーポレーション」と提携して開発したもので、奨学金の収

入基準を超える学生、在学期間延長となった学生に対しても経済的支援を行っている。2004年

度に新たに30人の学生（大学院学生を含む）がこれを利用している。 

 

（２）育英（褒章）的な奨学金制度について 

 以下に挙げる奨学金を、本学独自の奨学金制度として設置している。 

ｲ．大隈記念奨学金 

 本学創立者の大隈重信を記念し、建学の精神を顕揚して、人材の育成に資することを目的と

する奨学金で、人物・学業とも優秀な学生に対して給付する。2004 年度は 84 人を選定した。

なお、2004年度の奨学金額は年額40万円であったが、2005年度より年間授業料の70％相当額

に改定することとした。 

 

ﾛ．大隈記念特別奨学金 

 2004年度に新設された奨学金であり、在学中は他学生の模範となり、卒業後は各分野で社会

に大いに貢献し、本学の誇りとなりうる人材の入学を促し育成することを目的としている。こ

の奨学金は入学試験時成績優秀者に対して年間授業料相当額を原則４年間、継続支給するもの

であり56人を選定した。 

 

ﾊ．安部磯雄記念校友会奨学金 

 この奨学金は、本学校友会からの寄付によるものであり、高校時代にスポーツの分野におい

て顕著な成績を挙げた学生が、より高い目標をもって活動に励めるよう支援することを目的と

して給付する奨学金で、2004年度は18人を選定した。 

 

（３）外国人留学生に対する奨学金制度について 

 以下に挙げる奨学金を、本学独自の奨学金制度として設置している。 

ｲ．小野梓記念外国人留学生奨学金  

 私費外国人留学生の経済支援を目的とした奨学金であり、2004 年度は 40 人の学生に対して

給付した。 

 

ﾛ．私費外国人留学生奨学金 

 私費外国人留学生の新入生を対象として、授業料等を援助するための奨学金であり、2004年

度は40人の学生に対して給付した。 

 

ﾊ．私費外国人授業料減免制度（奨学金） 

 この制度は、2004年度までは、私費外国人留学生に対する授業料減免措置として実施してき
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たが、2005年度からは奨学金制度として位置づけ、規約等の変更を行った。 

なお、2004年度は、187人の学生に対し、学業成績により授業料の50～20％の減免を行った。 

ﾆ．交換留学生に対する奨学金 

 本学には、本学との交換協定により受け入れた留学生に対して、「交換留学奨学金」「協定校

奨学金」制度があり、2004 年度は 32 人の学生（大学院学生を含む）に対して奨学金を交付し

た。 

 

２．大学院生への経済的支援 

【理念・目的】 

 本学は人物・学業成績が優秀でありながら、経済的理由により修学が困難な学生に対しては、

研究に専念し、高度な専門性を身につけた教育者、研究者として社会に貢献し、活躍する人物

となるよう奨学金を中心とした支援を行っている。 

 

＜奨学金＞ 

【実態】【長所】 

本学の奨学金制度の概要は、学部学生と同様であるが、2004年度における奨学金受給者数は

3,411人であり、これは奨学金を希望する学生の約90％に上る。また、奨学金受給者の約32％

が２種類以上の奨学金を受給していることからも、本学の奨学金制度は充実しているといえる。 

 

（１）経済支援の奨学金制度について 

①日本学生支援機構奨学金 

 学部学生同様、積極的な広報活動を通し家計困窮学生については可能な限り応募するするよ

う指導している。その結果、奨学金受給者の約69％が本奨学金を受給している。 

 

②学内奨学金 

学部学生と同様に「小野梓記念奨学金」を設けており、修士課程、専門職学位課程の学生を

対象に給付している。2004 年度においては 249 人の学生に対して給付した。なお、2005 年度

より、独立研究科に所属する学生に対しての奨学金額および奨学生数の改定を行うこととした。 

 

③家計急変者に対する奨学金 

学部学生と同様、主たる家計支持者の失職・死亡等により家計が急変し、経済的な理由から

修学継続が困難となった学生に対しては、日本学生支援機構奨学金（緊急採用）のほか、学内

奨学金として「校友会給付緊急奨学金」を設けており、2004年度は３人に給付した。 

 

④入学希望者に対する奨学金 

 学部学生同様「入学時ローン制度」および「利子補給奨学金」を設けており、2004 年度は

120人の学生に対して利子補給奨学金を給付した。 

 

⑤その他経済的支援制度 

 奨学金制度のほかに、民間の教育ローンよりも低利の「早稲田大学学費ローン」を設けてい

る。 
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（２）育英（褒章）的な奨学金制度について 

 以下に挙げる奨学金を、本学独自の奨学金制度として設置している。 

 

ｲ．大隈記念奨学金 

学部学生と同様、人物・学業とも優秀な学生に対して給付する奨学金であり、2004 年度は

67人を選定した。 

 

ﾛ．博士後期課程奨学金 

 博士後期課程に在学する学生を対象とした奨学金で、高度の研究能力と豊かな学識を有する

研究者を養成する目的で設置されたものであり、一定の所得基準内である学生に対して給付し

ている。2004年度は654人に給付した。 

 

ﾊ．博士後期課程特別奨学金 

 この奨学金は、研究能力が特に優れた学生の博士後期課程への進学を促すことを目的として

設置されたものであり、2004年度は32人に給付した。 

 

（３）外国人留学生に対する奨学金制度について 

 以下に挙げる奨学金を、本学独自の奨学金制度として設置している。 

 

ｲ．小野梓記念外国人留学生奨学金  

私費外国人留学生の経済支援を目的とした奨学金であり、2004 年度は 72 人の学生に対して

給付した。なお、2005年度より独立研究科に所属する学生に対しての奨学金額および奨学生数

の改定を行うこととした。 

 

ﾛ．私費外国人留学生奨学金 

 私費外国人留学生の新入生を対象として、授業料等を援助するための奨学金であり、2004年

度は65人の学生に対して給付した。 

 

ﾊ．私費外国人授業料減免制度（奨学金） 

 学部学生と同様、大学院学生に対しても実施している。 

2004年度については、373人の学生に対し学業成績により１人当たり授業料の50～20％の減

免を行った。 

 

ﾆ．交換留学生に対する奨学金 

 学部学生同様、大学院交換留学生に対しても奨学金を給付している。 

 

ⅠＣ群 各種奨学金へのアクセスを容易にするような学生への情報提供の状況とその適切性 

ⅡＣ群 各種奨学金へのアクセスを可能にさせるための方途の適切性 

【実態】【長所】 

本学では、前記したように各種の豊富な奨学金制度を設けている。これら奨学金の情報を周
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知するために、在学生には掲示をはじめとして各学部、大学院、留学センターおよび学生部発

行の出版物（「学部要項」「大学院要項」「留学生ハンドブック」「COMPASS学生の手帳」「Challenge

奨学金情報」など）を配布している。また、受験生および入試合格者に対しては、大学発行お

よび学生部発行の出版物（「大学案内」「入学時ローン等制度案内」「Challenge奨学金情報」な

ど）を配付し広報に努めている。 

なお、奨学課のホームページにおいては、外国人留学生向けに英文による案内を掲載すると

ともに、最新の奨学金情報を掲載するようメンテナンスに努め、申請書類の一部については、

直接ダウンロードできるようにしている。このように、学生や受験生等が自宅にいながらも本

学奨学金情報にアクセスできるよう可能な限りの手立てを講じている。 

 

（生活相談等） 

ⅠＡ群 学生の心身の健康保持・増進及び安全・衛生への配慮の適切性 

ⅠＢ群 生活相談担当部署の活動上の有効性 

ⅡＡ群 学生の心身の健康保持・増進及び安全・衛生への配慮の適切性 

【理念・目的】 

 医療部門と診療部門の統合機構である総合健康教育センターは、その理念を、1925年の学生

健康相談所開設以来、「患者を治療するよりも、患者を発生させない」という予防医学の原則

に置いている。センターの機能は、①保健・医療部門、②学生相談部門、③教育部門、の３部

門からなっており、①は保健管理室、診療室、検査室から構成され、②は心療相談、法律相談

を含む学生生活よろず相談、③は広義における健康・保健・衛生面での教育・啓発・広報活動

である。なお、これら３部門と独立してハラスメント防止委員会の事務局が置かれている。 

本センターは、学生・生徒、教職員が健康な状態で日常生活を過ごすことができるように、

また、５万5,000人を超える学生には生涯を通じて心身の健康を自己管理できる能力を身につ

けられるよう、以下のような医療・診療部門体制を敷き、その健康の維持と増進に寄与するこ

とを目的としている。 

【実態】 

＜組織、機能、医療職配置＞ 

組織的には、西早稲田キャンパス（25-２号館）を本部として、大久保キャンパス、戸山キ

ャンパス、所沢キャンパス、上石神井高等学院ならびに本庄高等学院キャンパスに５つの分室

を置き、学内の学生・生徒、教職員の心身両面での健康管理を担当している。専門相談の実態

は次ページのとおりである。 

【長所】 

センターでは、センター内部の医療・診療組織との連携強化のみならず、学部、大学院、保

護者、医療機関などとも連絡を密にしながら、学生がより健康な状態で大学生活を送れるよう

指導・支援している。また、各分室は、キャンパスの特殊性を生かした相談を行うことで、学

生にとってより身近な相談機関となっている。 

【問題点】 

西早稲田の建物は、そのスペース上の制約から、学生が気楽に立ち寄り、相談できるような

雰囲気やスペースを欠いているため、よろず相談所として改善の余地が残されている。また、

６階の学生相談室の相談スペースが狭隘なことも検討課題である。 
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  キャンパス 月 火 水 木 金 土 

 よろず相談 
西早稲田･ 

戸山･石神井 
  ○ ○ ○ ○   

健康相談 ･ 診断書発行 大久保 ○ ○ ○ ○ ○   

  所沢    ○  ○   

精神保健相談 ○ ○ ○ ○ ○   

腎相談 ○           

女性健康相談           ○ 
西早稲田 

    ○       
栄養相談 

所沢      ○     

特殊健康診断 大久保 年２回開催         

内科・心療内科相談 ○   ○   ○   

スポーツ障害相談 
所沢 

○     ○     

 

＜医療・健康保健指導、生活相談等＞ 

１．学生の生活相談からみた場合の日常の健康相談は、センター５階の保健管理室で行ってい

る。担当者は、保健師であるが、必要に応じて３階の診療部門、６階の相談室、あるいは５

階の栄養士と連絡をとって、早期の健康回復を図っている。(開室：９時～17時） 

２．学生定期健康診断：定期健康診断は、学校教育法第 12 条、学校保健法第２章第４～11 条

に基づき、毎年４月および９月に実施している。本学では、大学院生も含めて毎年３万人

を超える受診者に問診を行っており、その後の学生生活の健康管理・指導の貴重な基盤と

なっている。 

３．６階の学生相談室には、専任職員１人、常勤インテーカー２人、心理専門相談員（非常勤）

13人、法律専門相談員（非常勤）２人を配置し、必要に応じて５階の精神科医師と連絡を取

り合って、メンタル面での悩み・問題の解決にあたっている。来所者の82％は、不安感・抑

うつ・対人関係・性格の相談であり、直近では、年間約1,000人、来所回数約5,000回（３

割が来所履歴者）である。 

  近年は、学生部との連携の下、学生担当教務主任を対象にした、メンタル問題の学生対応

レクチャー「総健センター全学協議会」を年２回開催し、学内各箇所との連絡・協力体制、

分室との連携網の強化に力点を置いている。また「センター危機管理委員会」を設置し、各

箇所におけるメンタル面での困難なケースには、専門家の助言のもと、所長、副所長、常勤

医師、常勤インテーカー、事務長の結束の下、個人情報保護の原則を順守し、メンタル問題

の迅速な対応・解決を図っている。 

４．センターの教育事業の一環として、「こころとからだの健康講座」前期・後期２クラス（オ

ープン教育科目）を設置し、①健康問題の早期発見、②心身の悩みを解決する糸口、③自己

のライフスタイルを省みるチャンスの提供をして、好評を得ている。 

また、学内広報誌『早稲田ウィークリー』に毎月１回「総健センターたより」を掲載し、

学生への健康アドバイスを行い、センターを学生たちにとって身近な存在としている。 

 

【改善の方法】 
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「もっと早くセンターの存在を知っていれば」という学生の声を聞くことがある。学生定期

健康診断の場やインターネットのホームページ等を活用して、センターの存在と機能をさらに

PRし、生徒・学生・院生、教職員の健康管理に、心身両面でさらに充実した対応を整備するこ

とが望まれる。併せて、専任の医療・事務スタッフの充実が課題である。 

 

ⅠＡ群 ハラスメント防止のための措置の適切性 

ⅠＣ群 セクシュアル・ハラスメント防止への対応 

ⅡＡ群 ハラスメント防止のための措置の適切性 

【理念・目的】 

 本学は、1999年４月以来、セクシュアル・ハラスメントの防止と被害の救済に、大学を挙げ

て取り組んできた。そこで目指された理念は、本学の建学の精神に立って、すべての教職員お

よび学生等が個人として尊重され、快適な教育研究環境および労働環境の下で就労または就学

できることであった。 

 本学は、６年にわたるこうしたセクシュアル・ハラスメントの防止・救済活動の成果を踏ま

え、2005年４月、セクシュアル・ハラスメントだけではなく、アカデミック・ハラスメントや

パワー・ハラスメントを含めたより広汎なハラスメント防止のために、「ハラスメント防止委

員会」を設置した。制度的には、従来の「セクシュアル・ハラスメント防止委員会」と「人権

教育委員会」を統合したものである。 

【実態】【長所】 

 「ハラスメント防止委員会」は、６年間の「セクシュアル・ハラスメント委員会」の実績と

同時にその限界を踏まえて設置された。実績としては、専門知識をもった相談スタッフによる

一元的な相談体制や、教員と職員が一体となった研修・調査・広報体制であり、それは他の大

学にみない大きな成果を挙げた。しかし他方、限界としては、防止・救済対象がセクシュアル・

ハラスメントに限定されていたことである。したがって、「ハラスメント防止委員会」制度は、

セクシュアル・ハラスメント委員会の発展的展開である。 

 親委員会である「ハラスメント防止委員会」のもとに、相談窓口、苦情処理小委員会、部門

委員会（教育研修部門委員会、調査広報部門委員会）が設けられている。 

 （１）ハラスメント防止委員会 

  ハラスメント防止委員会規程第３条によって設置された独立の全学委員会であり、本学の

「ハラスメント防止に関する基本ポリシー」を実施するために、①苦情処理にかかわる権

限、②処分勧告にかかわる権限、③教育研修や調査広報にかかわる権限が与えられている。

同委員会は、総長の指名する理事と教職員、教務部長、学生部長、人事部長、総合健康教

育センター所長から構成されている。 

 （２）相談窓口 

  セクシュアル・ハラスメント防止委員会時代と同様、2005年４月以降も、ハラスメントに

関する相談や苦情の受け付けは、ハラスメント防止委員会室に一本化されている。防止委

員会室には、専門知識をもつインテーカー（心理専門相談員）が常駐し、相談者のプライ

バシーを守りながら、相談と苦情の受け付けを行っている。セクシュアル・ハラスメント

防止委員会からハラスメント防止委員会に代わるにあたって、インテーカーを１人増員し、

現在は３人体制で万全を期している。本学のハラスメント防止体制が他大学のそれに比べ

て効率的に機能しているのはこうした相談窓口体制の一本化と人的整備にある。 



Ⅱ－10－ 9

 （３）苦情処理小委員会 

  ハラスメントに関する苦情申し立てが受理されると、調整を行うために苦情処理小委員会

が編成される。苦情処理小委員会は、調整委員によって構成される。調整委員は、ハラス

メント防止に関する知識と経験を有する専任教職員のうちから委員会の推薦に基づき大

学が委嘱する。現在、22人が調整委員に委嘱されているが、調整作業に関する外部からの

圧力を排除するために、調整委員の氏名は非公開である。 

 （４）部門委員会 

  教育研修部門委員会と調査広報部門委員会の２つの部門委員会が置かれ、日常活動を通じ

てハラスメントの防止にあたっている。部門委員会の委員は、本学の専任教職員のうちか

ら委員長が指名し、大学が委嘱した者である。 

 

１．相談と苦情処理 

 2005 年４月から 2006 年１月末までに受け付けた相談件数は累積 131 件であった。これは、

昨年の同時期までの累積相談件数が 74 件であったのと比較するとかなり増加している。内訳

は、セクシュアル・ハラスメントが41件、アカデミック・ハラスメントが32件、パワー・ハ

ラスメントが19件、その他のハラスメントが７件、その他32件であった。 

また、同時期に苦情処理手続きが開始された件数は 13 件で、この点では昨年に比べ微増で

ある。そのうち６件が終了している。苦情処理件数に関しては、件数だけとってみると相談件

数ほどの増大はみられないが、ひとつひとつの案件の内容は重大化・複雑化している。 

 

２．情報の公開 

 ハラスメント防止委員は、1999年度以来、毎年活動報告書を作成し、情報公開を行っている。 

 

３．広報活動 

 調査広報部門委員会は、さまざまな媒体を使って広報活動を行っている。①ホームページの

作成・更新、②ポスターの作成、③３種のパンフレット（基礎編、教職員編、基礎編英語版）

の作成、④学部要項、学内広報誌等への寄稿などである。 

 

４．調査活動 

 調査広報部門委員会は、大学におけるハラスメントの実態を探り、有効な防止対策のあり方

を模索するために、大規模な調査活動を行っている。2001年度には、大学院生を対象としたセ

クシュアル・ハラスメントに関するアンケート調査を実施し、その結果は、「セクシュアル・

ハラスメント実態調査報告書』として、2003 年に公表されている。また、2005 年度には、職

員を対象としたハラスメントに関するアンケート調査を実施した。 

 

５．研修活動 

 教育研修部門委員会は、ハラスメント防止のために、さまざまな研修活動を展開している。

教員研修としては、①全箇所の教授会・大学院研究科委員会等に直接赴いて研修、②新任教員

研修がある。職員研修としては、①管理職研修、②派遣会社研修、③新入職員研修などがある。

学生・院生に対しては、パンフレットの配布や教育実習の際の対応の徹底を行っている。 

 その他として、講演会やフォーラムシアターの開催などの行事を通じてハラスメント防止の
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ための啓発活動を行っている。 

 

ⅠＣ群 学生生活に関する満足度アンケートの実施と活用の状況 

＜学生生活調査＞ 

【理念・目的】【実態】  

本学は、学生の意識や生活実態を知るとともに、これを大学の学生生活支援にかかわる施策

立案に反映させることを目的に、1957年度以来、定期的に学生生活調査を実施している（当初

は隔年で秋に実施していたが、2001年度以降は毎年春に実施している）。 

方法として、全学部生、全大学院生から無作為抽出をした１万人を対象に大学独自のシステ

ム（Waseda-net portal）を利用して行っており、過去３年間の有効回答率の平均は約 32.4％

となっている。教員・授業・勉強・研究、将来設計(キャリアプラン)と準備、学生生活の不安

と悩み、課外活動、経済状況、大学への思い等、多岐にわたる設問項目は、①毎年調査する項

目、②隔年で調査する項目、③新たなニーズを探るためのテンポラリーな項目で構成される。

調査分析委員（統計学や社会学等を専門とする教員）による詳細な分析結果を掲載した「調査

報告書」を秋に発行し、教職員や学生に配布すると同時にウェブサイトでも広く一般に公開し

ている。報告書作成にあたっては、実際に手に取って読まれ、活用されることを目指した編集

面での工夫を行っている。 

【長所】 

長所として、経年変化も含めた調査結果の詳細かつ緻密な分析から大学が抱える課題が浮き

彫りにされることにより、時代の変遷とともに変容する学生のニーズを把握し、それにマッチ

した学生生活支援策を立案・実行できる点が挙げられる。具体的に 2004 年度は、キャリアプ

ランを描くうえで、インターンシップへの関心が高まりつつあるという調査結果を受け、イン

ターンシップに関する情報と機会の提供を行う専門窓口として、インターンシップ・オフィス

をキャリアセンター内に設置することが立案され、実現に至った。 

【問題点】 

問題点としては、上記のような効果があるにしても、調査結果が大学全体の施策として活用

される機会が必ずしも十分ではなかったことが挙げられる。さらに、特に学生の指導にあたる

現場の教員に、この調査結果が十分に受けとめられてきていなかったことがある。 

【改善の方法】 

改善方法として、今後は調査報告書から読み取ることのできる課題に対する問題提起を理事

会や関係箇所に対して明確かつ積極的に行うことによって、調査結果の大学施策への反映、時

代と学生のニーズを踏まえた大学改革の実現を目指していく。 

 

（就職指導） 

ⅠＡ群 学生の進路選択に関わる指導の適切性 

ⅠＢ群 就職担当部署の活動上の有効性 

ⅠＣ群 就職指導を行う専門のキャリアアドバイザーの配置状況 

ⅠＣ群 学生への就職ガイダンスの実施状況とその適切性 

ⅠＣ群 就職活動の早期化に対する対応 

＜学生の進路選択にかかわる考え方＞ 

【理念・目的】 
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 学生の進路・就職支援（キャリア支援）は、キャリアセンターが中心的に行っている。キャ

リアセンターは、従来の就職支援に加えて、低学年時からの問題意識・目的意識の醸成を図り、

常に自らの判断で未来を切り拓き、主体的に人生を形成（キャリア形成）することができるよ

うに支援している。就職・進学は、人生の通過点であり、学生にとって悔いのない人生を送る

ための後押しをする組織がキャリアセンターである。 

  

＜本学におけるキャリア支援の基本的な考え方＞ 

【理念・目的】 

 本学におけるキャリア支援の意義とは「進路を中心とした人生」をとらえることである。キ

ャリアセンターでは、学生が自己の資質や能力を用いて主体的にキャリア形成していくことを

支援の基本としている。キャリア支援の骨子として「３つの柱」、その段階として「５つのス

テップ」をそれぞれ設定している。 

３つの柱： 

①キャリア教育―目的意識･問題意識を醸成し、進路選択のモチベーションを高める。 

②経験―実際の体験を通じて、自らの目標や資質や能力を検証する。 

③キャリア形成―興味・能力・価値観を認識し、具体的な目標設定をする。 

５つのステップ：  

①これまでの人生を振り返り、キャリア、ライフプラン構築への意識を高める。 

②自己分析し、自分の価値観を明確にする。 

③実際の経験を通して、自分の興味・能力を検討する。 

④具体的な目標を設定し、それに向けて情報収集する。 

⑤就職活動・進学準備等、その目標を実現するために行動する。 

 

＜就職課からキャリアセンターへの改組＞ 

【理念・目的】【実態】 

 2002年 10月、従来の「就職課」を発展させ、キャリアセンターを発足させた。 

その目的は、 

（１）低学年からのキャリア支援の強化 

（２）受験生、附属高校、および卒業生に対するキャリア支援の強化 

（３）学内外の他箇所との連携の強化と機動性の高い組織としての再編成 

（４）複雑な社会構造からくる学生への不安の解消 

 キャリアセンターは、学生の入学前から卒業後までを支援の対象とするようになった。その

ため年間のイベントや講座数を、2002 年度から 2004 年度にかけて約 100 から約 500 講座へ増

加した。また、個別相談も2003年度から2004年度にかけて約4,000人から約4,500人へ増加

した。キャリアセンターの利用者も2003年度から2004年度にかけて３万人から３万7,500人

へ増加した。また、情報媒体として2003年から刊行してきた『キャリアガイドブック』（２万

7,000部）、タイムリーな情報を提供する『キャリアレター』（年６回、４万部）、および「メー

ルマガジン』（随時）の配信は、学生の進路選択に、大きな効果を挙げている。就職率が４年

ぶりに３％上昇したのも景気動向のみによるものではないと考えられる。「大学通信」の調査

によれば、キャリアセンターに改組した大学の中で、就職率が最も上昇したのは本学であると

のことである。 
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＜進路支援＞ 

【実態】 

 キャリアセンターでは、キャリア選択、キャリア形成は学生自身の責任・裁量で行うもので

あるとの認識に立っている。大学時代は、社会人になるために自ら探求していく力を育むこと

が重要であり、それが将来の選択肢である「就職」「進学」につながるものと考えられる。2004

年度進路支援プログラムは、表①のとおりである。 

 

表① 2004年度進路支援プログラム 

区分 内容 
講座･

コマ数

 

参加者数

 

内容説明 

ｷｬﾘｱｶﾞｲﾀﾞﾝｽ ３講座 170人 
学生生活におけるキャリアの考え方を紹

介 

公務員・教員ｷｯｸｵﾌ

ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 

35府省

庁 
1,100人 低学年用に公務員・教員の業務を説明 

ｷｬﾘｱ講座 ５講座 200人 
自己分析の必要性とキャリア形成の重要

性を紹介 

ｷｬﾘｱ講演会 ５講座 310人 
各界で活躍している OB・OG が働くことの

意義を語る講演会 

ｷｬﾘｱﾌﾟﾗﾝﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ 19講座 700人 自己分析ワークショップ 

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟｶﾞｲﾀﾞﾝｽ １講座 700人 インターンシップについての概要説明 

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ（授業） 16コマ 250人 
インターンシップ実習に伴う事前・事後授

業 

ｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟﾐﾆｾﾐﾅｰ ６回 70人 
インターンシップ経験者を含めたインタ

ーンシップ概要説明 

進
路
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム 

ｷｬﾘｱｾﾐﾅｰ 

ﾏﾅｰｾﾐﾅｰ 

ﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟｾﾐﾅｰ 

３講座 300人 インターンシップ履修のための講座 

 人材育成学 １講座 136人 人材育成に必要な「自分づくり」を行う 

計 3,936人  

  

キャリアセンターでは、各学部への出張キャリアガイダンスも行っている。 

 一方、2004年度にはインターンシップ・オフィスを新設し、単位認定型と非単位認定型のイ

ンターンシップを一元化して取り扱うこととした。非単位認定型のインターンシップは 93 企

業・団体があり、参加者数は約200人であった。これ以外に、各学部が設置しているインター

ンシップも含めれば、約900人が実習を受けたことになる。 

 

＜就職支援＞ 

【実態】 

企業について情報収集し、自分を客観的に見つめ、積極的に行動できる学生の育成を目標と

する。ただし、企業としての名声ばかりではなく、生産性、収益性、成長性、資本効率性等の
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業績にも目を向けるように指導している。 

 ３年生に対する就職支援は、10月から開始する。具体的な進路を学生が主体的に選択できる

ような支援を行っていく。10月～12月には、100の就職支援講座を設定している。これらを①

就活導入編、②就活基本編、③業界分析編、④業界現状把握編の４系統に分け、学生に理解し

やすいように設定した。その講座はマスプロ的な意味をもつが、現在の学生に対しては少人数

あるいは個別の支援も必要と考えている。そのため、就活ミニセミナーおよび個別模擬面接会

を新たに300講座設定した。 

 表②は、2004年度就職支援プログラムであるが、今年度はさらに「知られざる実力派企業セ

ミナー」を「学内企業説明会」に変更し、150社ほどの優良企業を学生に紹介する予定である。

また、「個別模擬面接会」も300人に増やす予定である。 

 

表② 2004年度就職支援プログラム 

区分 内容 
講座･ 

コマ数 

 

参加者数

 

内容説明 

就職ｶﾞｲﾀﾞﾝｽ 15講座 4,500人 就職の基礎編ガイダンス 

就職講座 ６講座 3,000人 適職の見つけ方、企業の見方を説明 

業界研究講座 42講座 18,000人 業界分析・各企業研究のための講座 

学内企業説明会 16企業 1,000人 業績の良い企業の説明会 

就活ﾐﾆｾﾐﾅｰ 172回 1,400人 
活動時期・活動内容に合わせたテーマで

30分のガイダンスを実施 

府省庁業務説明

会 
19府省庁 500人 ４年生を中心とした業務説明会 

知られざる実力

派企業ｾﾐﾅｰ 
18企業 150人 

無名ではあるが、業績の良い企業の説明

会 

個人模擬面接会 154回 160人 
協力企業人事担当者による模擬面接の

実施 

就
職
支
援 

ﾋﾞｼﾞﾈｽﾏﾅｰｾﾐﾅｰ ２講座 370人 面接時に必要なマナーのセミナー 

相
談 

学生相談   4,500人 
キャリアセンター専任職員、CDA、学生

キャリアアドバイザーによる個別相談 

 
 

計   33,580人   

 

 上記プログラム以外に重要であると考えているのが個別相談である。個別相談の内容は千差

万別であり、１人に対して約30～40分をかけている。 

個別相談に対するニーズは年々増えている。キャリアセンタースタッフだけではなく、内定

を得た４年生の学生キャリアアドバイザー（30人）と厚生労働省資格認定を得た専門のキャリ

アアドバイザー（30人）からも協力を得て、個別相談にあたってもらった。特に、学生キャリ

アアドバイザーは１年先輩の学生なので相談しやすいとの理由からか、非常に好評であった。 

 今後、十分に考えておかなければならないのは、自分の進路が見つけられない、すなわち自

分を理解していない学生への対策である。また、個別面談の内容も多岐にわたり、時期によっ
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ては相談の内容が異なる。そのため、アドバイザーには、キャリアカウンセリング能力の一層

の向上が求められる。 

 

＜就職活動の早期化に対する対応＞ 

【長所】 

 就職活動の早期化は、学生本人のみならず教育環境にも悪影響を与えている。2002年５月に

実施した学内各学部の調査によれば、各学部において「教育の空洞化」が生じているとの結果

が出た。ただちに日本私立大学連盟就職委員会に「４年生の８・９月に就職活動を行うべきで

ある」と提案をし、「倫理憲章の趣旨実現を目指す共同宣言」に結びつくこととなった。 

 ４年生になる以前から企業が内定を出すとならば、学生は授業よりも就職活動に傾注せざる

をえない。一方、内定を得た学生は、卒業までの残りの期間が長いのでこの会社で良いのかと

不安をもつかあるいは安心して遊んでしまう危険性がある。また、内定を得られない学生は、

長期的な就職活動をせざるをえないため、授業に出られない。３年生後期～４年生前期の１年

間のすべてを就職活動に充てるのではなく、充実した学生生活を過ごすことが重要である。 

 

＜キャリアアドバイザー＞ 

【長所】 

 本学のキャリア支援は、「なりたい自分」になるための支援を行うことである。しかし、そ

れができないという相談が非常に多い。「なりたい自分」をもっている学生は、たとえキャリ

アセンターに相談に来なくとも自分自身で就職活動ができる。 

 本学の学生に対し、キャリアの概念（生き方のロジック）を習得してもらうためには、キャ

リアセンターのスタッフがキャリアカウンセリングの知識を得なければならない。 

 現在、スタッフの中で３人が、厚生労働省認定資格 CDA（キャリア・ディベロップメント・

アドバイザー）を取得し、６人が短期研修（キャリアカウンセリング能力向上セミナー・日本

マンパワー）の内容を習得するなど、キャリアカウンセラーとしての資質向上に取り組んでい

る。 

 また、前述の学生キャリアアドバイザーは、今年度 65 人に増え、10 月～３月まで後輩の支

援をする予定である。彼らの存在によって３年生もキャリアセンターを利用しやすくなったよ

うである。何よりも個別相談自体をリラックスして受けられるようになった。学生キャリアア

ドバイザー以外に CDA の認定資格を持った 15 人の社会人アドバイザーには、今年度も引き続

き個別相談を担当してもらうことになっている。 

 

【問題点】 

 進路・就職支援は、キャリアセンターを含めて全学で行うべきものである。そのためには、

学生・学部にキャリアセンターの活動内容の「周知」および「連携体制の確立」が重要である。 

 ①学生との連携 

  学生による自主的な進路・就職支援イベントの開催が必要だと考える。学生自身にとって

自主的に自分で何かを切り開くという行動は、進路・就職にもつながるものであり、その支

援もキャリアセンターの役割であり、学生たちとの連携を深める必要がある。 

 ②卒業生との連携 

  現在、学生は OB・OG 訪問をし、卒業生との連携を個人レベルで行っているが、それでは
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不十分である。キャリアセンターと校友会との組織的な連携体制を強化する必要がある。 

 ③学部との連携 

  現在、全学の約半数以上の学部との連携を図れるようになったが、これを全学部に広げて

いく必要がある。特に、低学年のキャリアガイダンスは必要と考えているので、その重要性

を訴えていくつもりである。 

 

ⅡＡ群 学生の進路選択に関わる指導の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

＜大学院学生の最近の就職状況と就職支援の必要性＞ 

  本学の大学院進学率は、20％を超える。そのほとんどの大学院学生は、かつてのように、

研究職を望むわけではなく、企業への就職を希望する状況である。特に、理工系は、かつて

と違い自由応募の就職活動を行う学生が多くなった。そのため、学部・大学院を問わず、進

路・就職支援をしなければならない。 

  特に、2001年４月から５つの専門職（独立）研究科が開設され、就職活動の基本を支援す

るガイダンスの依頼が多くなった。今までは学部中心で考えていた就職ガイダンスも大学院

学生をも含めて考えなければならなくなった。また、外国人学生が多くなり、さまざまな対

応が必要になってきた。 

 

＜キャリアアドバイザー＞ 

  かつては、新卒採用の対応だけで済んでいたが、専門職研究科には社会人もいるので転職

のアドバイスをする必要がある。転職の支援を行うには、転職先の企業へスムーズに採用で

きるようなキャリアカウンセリングができなければならない。今後、より一層の知識を習得

し、資質を向上させる必要がある。また、大学院学生に対する支援も教員の協力は欠かせな

い。 

 

（課外活動） 

ⅠＡ群 学生の課外活動に対して大学として組織的に行っている指導、支援の有効性 

【理念･目的】 

課外活動は人格形成に有用であるとの認識から、本学は課外活動を奨励しているが、学生の

自主性を重んじるゆえに、それは側面からの支援・指導である。ただし、本学に在籍する学生

のほとんどが何らかの形で課外活動を行っており、本学が行う支援・指導は、その対象と方法

においておのずと範囲が限られる。学生の実態や傾向を見据え、温かい目できめ細かい支援・

指導を行うことにより、その有効性を高めようと努力している。 

【実態】【長所】 

＜支援・指導の対象＞ 

 本学は学生の自主性を重んじ、何らかの形で申請のあったサークルあるいは個人の課外活動

を支援・指導の対象としている。 

１．サークル 

戦後の混乱を収拾し課外活動に対する支援指導の有効性を高めるため、本学は、1951年５月

24日に「学生の会に関する規程」を制定し、従来この規程に基づいて課外活動に対応してきた。

すなわち、学術の研究、芸能の修練、宗教的情操の育成、趣味の涵養等により、大学における
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学生生活の充実向上を図る目的をもって活動する団体を、分野ごとにひとつ選定し、これを公

認団体の「学生の会」として支援してきた。しかし、時代の変化とともにサークルの活動内容

が大きく変化してきたので、現在は、「コミュニケーション型のキャンパスづくり」の理念の

下、公認・非公認を問わず、サークルあるいは個人の課外活動に対する指導の徹底化および支

援の充実を目指している。 

 

（１）サークルの分類 

サークルは、伝統的に届け出形態により分類される。すなわち、「学生の会」151 団体、「地

方学生の会」27 団体、「同好会」394 団体、「学部・研究科公認団体」111 団体、全体で 726 団

体が大学に届け出ている。これに無届け団体を加えれば、本学には約3,000ものサークルが存

在すると思われる。第一ステップとして無届け団体から「同好会」へ、第二ステップとして「同

好会」から「学生の会」へ一定の手続きを経て昇格するという流れが基本となる。 

なお、「地方学生の会」は出身地を同じくする学生によって組織・運営される団体で、大学

への届け出のみで成立が認められる。また、「学部・研究科公認団体」は、各学部・研究科の

教授会で認められれば成立する団体であり、その成立要件は「同好会」とほぼ同様である。 

 

（２）サークルの役職と責任体制 

 課外活動は学生の自主性を重んじるゆえに構成員である学生の責任は重く、また責任の所在

を明らかにしておく必要がある。 

各団体はすべて、責任者となる会長を１人置くことを要件としており、専任の教職員が会の

責任者としての役割を果たしている。サークル会長の資格要件として、「学生の会の会長は、

学術系の場合本大学の専任教員でなければならない。具体的には、教授、助教授、専任講師の

みとする」としている。また、会長の兼任については、「学生の会」は１つ、「同好会」は５つ、

「地方学生の会」は１つ、「学部・研究科公認団体」は１つ、合計５つまでに限定している。 

サークル幹事長の学生は、年度初めに大学から配付される関連書類のうち、提出すべき必要

書類（サークル継続願、会計報告書・課外活動補助金申請書、各種施設利用願、課外活動届な

ど）の記載内容を確認したうえで、会長である教職員の承認を得なければならない。会長には、

サークルの年間活動を把握してもらい、時期になっても幹事長から連絡がない場合には、会長

からも連絡をとるよう依頼し、幹事長に対しては、年間を通じて定期的に会長へ活動報告を行

うよう指導を徹底している。これにより、対内的にも対外的にもある程度責任の所在が明確と

なり、サークル活動に対する指導責任も果たしやすくなっている。 

すべてのサークルが大学や学部等から継続的に便宜供与を受けるためには、年度ごとに継続

願登録書類を期日内に提出する必要があり、怠った場合は認められない。これにより、学生た

ちは提出期日を守ることの重要さと責任の重さを学ぶ。さらにまた、サークルの伝統の重さや、

先輩たちが積み重ねてきた歴史を実感する。これにより、大学はサークル活動を通じてかなり

の教育的効果を及ぼすことが可能となり、同時に各団体の活動内容を的確に把握することがで

きるため、問題や事件・事故があった場合に迅速に対応できるとともに、その対処も適切に行

うことが可能である。 
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２．個人 

 ボランティア活動を除く個人の課外活動に対して、本学においては大学としての組織的な指

導は行っていない。本学の名においてボランティア活動を行うには、「早稲田大学平山郁夫記

念ボランティアセンター」に登録する必要があるが、これについては別箇所で扱う。 

 

＜支援・指導の内容＞ 

 本学は、サークル単位で「便宜供与」「課外活動補助金」「顕彰制度」を主たる内容とした課

外活動の支援・指導を行っている。 

１．便宜供与 

大学に届け出をしているサークルに対し、大学としてさまざまな便宜供与を行っている。 

（１）施設貸与 

 公序良俗に反するおそれのある場合、使用願記載事項が事実に反する場合、入場料その他の

料金を徴収する場合を除いて、以下の大学施設を貸与している。 

①教室 

例年、前期は５月から７月上旬まで、後期は10月から12月下旬まで、キャンパス内の共通

教室の貸し出しを行っている。教室使用日の１カ月前から３カ月前までを申し込み受付期間と

し、先着順に受け付ける。ただし周囲の授業に支障がある場合は、使用を認めない。 

②大隈講堂 

大講堂1,400人、小講堂400人の規模に応じたイベントや活動を行うことを条件とし、前期・

後期１回ずつ、準備から片付けまで含めて１日限りとして貸している。また、展示等を開催で

きる２階ギャラリースペースの貸与期間は、最長１週間である。いずれも、抽選会を実施し、

抽選順位に応じて希望する日時を選べるようにしている。 

③学生会館 

学生会館施設の貸し出しについては、学生会館規程・同施行細則を設け、利用許可の取り消

しも含めて、厳密に運用している。これにより、学生にルール順守の重要性を学ばせるととも

に、昨今の学生に欠落している道義的責任の自覚を促している。 

イ. 部室：「学生の会」および一部の「同好会」「地方学生の会」「学部・研究科公認団体」

に対しては、固定部室の貸与を行っている。また２年、５年、10年以上連続してサークルの年

度登録を行い（継続願の提出）、活動があったことを証明する書類（学内での活動を事後に報

告する活動報告書や、学外で行う活動を事前に届け出る課外活動届）を年度内に提出している

サークルに対しては、曜日別に複数の団体で共同利用できる曜日指定部室を貸与している。 

ロ. 共同施設：学生会館の各種共同利用施設（多目的ホール、音楽練習室、演劇練習室、

会議室、アトリウム、ギャラリー、録音調整室など）は利用希望が多いので、公平性を期すた

め、きめ細かな予約システムを設けて貸与している。 

ハ. メールボックス、ロッカー、看板作成場所、看板・資材置き場：全届け出サークルに

対しては、大学からの連絡用のためにメールボックスを割り当てている。また、学生会館内で

の活動を行いやすくするために、希望するサークルにはロッカー室や倉庫、A３サイズのロッ

カーの貸し出しを行っている。さらに、新入生勧誘の時期や「早稲田祭」（学園祭）の時期な

どに、学生が積極的にイベントを行えるようにするため、看板作成場所の貸与や看板・資材置

き場の貸与を行っている。 
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（２）広報およびホームページ開設支援 

サークルが掲示による広報活動を欲する場合には、大きさ、掲示期間、掲示場所等の順守を

約させたうえで、構内の掲示板にビラを貼ることを許可し、立て看板の掲出を許している。ま

た申請に応じて、学生部発行の広報誌『早稲田ウィークリー』にて課外活動を広報している。 

ホームページを開設できる環境（NEOPHILIA）を提供し、サーバー適正利用に関する講習会

受講を前提として、サークル独自のホームページ開設を認めている。講習会については、サー

クル所管箇所の中心である学生生活課と、MNC（メディアネットワークセンター）が共同で、

前期・後期各６回開催している。 

（３）新入生勧誘時期の机・椅子貸し出し 

サークルの新入生勧誘時期（毎年４月１日から１週間程度）には、屋外でサークルの説明が

できるように、机・椅子の貸し出しを行っている。毎年３月上旬に抽選会を行い、抽選順位に

応じて希望する場所を選べるようにしている。 

（４）新生「早稲田祭」等 

 2002年から復活した新生「早稲田祭」は、公開性、公正性および会計の明朗性をモットーと

して全学生主催の行事として、15万人もの来場者を迎えるまでになっている。学園祭が真の意

味で全早稲田のものであることを見極めたうえで、大学の一部施設の使用を認めている。 

 

【問題点】【改善の方法】 

施設貸与や新歓時期の机・椅子の貸し出しの抽選会において、多くの学生が集まって時間が

かかり、学生サービスが低下した。そこで、抽選会は、現在学内のポータルサイトを利用して、

待ち時間の解消を図るようシステムの変更を実施している。 

また、現在サークルが使用している固定部室や曜日指定部室および会議室等には、2001年の

学生会館開館以来、専用のカードキーを使用させている。しかしカードキーには、いくつかの

欠点があるため、これまでの専用カードキーでの入退室から、学生証での入退室ができるよう

にシステムを変更した。これによって、専用カードキーを持たずに済み、常に携帯している学

生証で入室可能となり、これまで多発していた紛失の問題は解消される。また、フロッピーデ

ィスクをカウンター窓口で受け渡しする方法から、登録を学内のポータルサイトを利用して登

録する方法に変更することにより、学生が事務所に出向く手間を省くことができ、学生サービ

スの向上につながることになる。 

なお、軽微な規則違反があったサークルに対し、処分に替えて掲示物清掃を課すことがある

が、この対応は一定の教育的効果を上げている。 

 

２．課外活動補助金 

学生の活発な課外活動を助成・支援する目的で課外活動補助金制度を設置している。補助金

対象となる活動は、講演会、演劇（演奏）公演、スポーツ大会、遠征等、各サークルの設立趣

旨に合致した企画・活動等のイベント等であり、金額別のコースを設け一定の基準に従って補

助金を交付している。企画内容は、文化・芸術活動、スポーツ、ボランティア等社会的活動等、

ジャンルを問わない。大学に届け出されたサークルであれば、「学生の会」「地方学生の会」「同

好会」「学部公認」等サークルを問わず、応募することができる。また、学生個人あるいは無

届けのサークルが本補助金の趣旨に沿った活動を行おうとする場合にも申請をすることがで

きる。 
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かつて補助金制度は問題があったので 2002 年度に制度を見直し、現行制度に改めた。これ

により、活動規模にある程度応じた形で、補助金交付が可能となっている。 

現行制度を本格的に実施した2003年度は申請件数は264件であったが、2004年度は312件、

そして 2005 年度は前期のみでも 317 件と毎年申請件数が増加している。これは、補助金制度

が学生に年々浸透している表れであろう。 

【問題点】【改善の方法】 

現在の課外活動補助金制度は、学生が領収証の取り扱いに慣れていないこと等、学生にとっ

て一見複雑な制度となっている。しかしながら、この制度は大学からの交付金を厳正かつ適正

に使用する義務があることを学生に教えるうえで、非常に有効である。各サークルの会計担当

者に対して、補助金申請について個別に時間をかけて指導するとともに、ホームページやポー

タルサイトを活用して、ｗ申請要項をわかりやすく逐次改訂し、学生ができるだけ申請しやす

いように努めている。 

 

３．顕彰制度 

 正課授業は主に学業成績により、体育各部の業績は記録等により評価されるが、課外活動の

成果は表立っては表れにくい。そのため「学生文化賞」を設置し、課外活動の成果を適切に評

価し顕彰することにより、若い息吹や才能を伸ばし促進することとした。毎年、個性的な応募

が20件ほどあり、その中で10人前後が表彰されている。 

人格形成に有用であるゆえに、課外活動の支援・指導も広い意味で教育の一環である。本学

の課外活動は、その活発さと成果において全国に例を見ないほど充実している。学生の自主性

を損ねない範囲で、課外活動に対し、大学として組織的に有効な支援・指導を今後も行ってい

く。 

 

ⅠＣ群 学生の課外活動の国内外における水準状況と学生満足度 

【理念･目的】 

 本学は、課外活動を学生の主体性や人間性の向上につながる重要な経験と位置づけ、学生に

対し課外活動への参加を奨励し、適宜、便宜供与（部室ほか、活動場所の提供）、経済的支援

（課外活動補助金の支給）を行っている。 

【実態】 

本学では課外活動が盛んである。体育各部では、国内の大会で上位の成績を収めるケースが

増えてきており、さらに最近では世界大会でも活躍している団体もある。また、学生の会にお

いても、その実力が高い水準と認められている団体も多数ある。さらに最近は、届け出団体以

外に、グループや個人レベルで行った活動が国内外で高い評価を受けることもあり、これらを

奨励するために先述した「学生文化賞」という褒賞を設けている。さらに、学生部発行の広報

紙『早稲田ウィークリー』において、顕著な活動をした学生や団体を随時紹介していることも

学生にとって大きな励みとなっている。本年度の学生生活調査によれば、学部学生の約85％が

大学入学後、何らかの課外活動に参加した経験があるとしている。 

【長所】 

本学学生による課外活動が全体的に高い水準にあることに加え、各団体が活動に対するより

高い成果・評価を求めてしのぎを削り、努力することにより、学生はより高いレベルの達成感、

満足感を味わい、その結果として学生生活への充実感を得る。学生生活調査によれば、課外活
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動に参加している学生の88％が学生生活が充実していると実感していることがわかる。現時点

で課外活動に参加していない学生の充実感は 77％と、参加している学生に比べて 11 ポイント

低い。 

【問題点】 

課外活動参加率が入学当初の 82％から学年が上がるごとに下がり、４年時には 53％まで低

下するとともに、充実感も低下している。活動を途中で辞めた理由として（比率の高いものか

ら）、①活動のあり方への疑問や人間関係などの精神的要因、②学業や資格試験勉強との両立

などの物理的（時間的）要因、③アルバイトとの両立や金銭負担などの経済的要因が挙げられ

る。質の高い活動を求めるあまり、時間的負担や金銭的負担が過重になりつつある可能性が考

えられる。 

【改善の方法】 

学生が課外活動等の集団行動を通して、多様な考えを受け入れながら円滑な人間関係を築く

ためにコミュニケーション能力を養えるよう支援する（10月に「コミュニケーション」をテー

マに取り上げた学園誌を発行）。また、学生としてふさわしい課外活動のあり方についてのガ

イドラインを定め、活動を支援する教職員への注意喚起を行っていきたい。 

 

ⅠＣ群 資格取得を目的とする課外授業の開設状況とその有効性 

【実態】【長所】 

 生涯学習機関としても設置されている早稲田大学エクステンションセンターでは、資格取得

講座も開設されている。同センターは、本学の教育・研究を広く社会に開放することを目的と

した、大学として日本で最大の生涯学習機関である。社会人の利用だけではなく、学生の利用

も多い。それは、受講の対価が廉価であること、および講座数が1,400以上もあり、選択しや

すいとの理由からであろう。 

 

2004年度講座名 受講者数 

英語（TOEIC対策） 954

英語（TOEIC対策以外） 3,485

第二外国語（ドイツ語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、ロシ

ア語、朝鮮語、中国語、タイ語） 1,187

公務員講座 183

司法試験講座  633

公認会計士講座 471

中小企業診断士講座 63

行政書士講座 72

宅地建物取引主任講座 65

社会保険労務士講座 110

                  計 7,223

 


