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  02）箇所での取り組み 

 

（生活相談等） 

 

＜法学部＞ 

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 

ⅠＡ群 ハラスメント防止のための措置の適切性 

【実態】【長所】 

 生活相談については、学生生活 110 番を設置し、随時、事務所において、相談を受け付け、

面談希望の学生に対しては、適宜、教務主任・副主任による面談を実施している。近年、多い

精神的な問題を抱える学生に対する対応には、特に注意し、それぞれの症状に応じたきめの細

かい対応をし、総合健康教育センターなどと連携を図っている。 

 成績不良者については、留年の危険性のある学生に対して、その旨を通知し、希望に応じて、

相談を実施している。また、１年生の前期課程において、出席状況を調査し、問題のある学生

について、その旨を通知し、希望に応じて、相談を実施している。 

 

＜第一文学部＞ 

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  

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 クラス担任と学生担当教務主任が、学生の相談にあたる態勢である。学生担当教務主任は、

さまざまな事案を含み年間 300～400 人の学生と面談を行っている。入学時ガイダンスや学内

の掲示によって、何か問題を抱える学生は、学生担当教務主任と面談するように広報している。

学担が窓口となって、総健センター学生相談室に学生を行かせる場合も多い。学生相談室のカ

ウンセラーや医師とも連絡を密にとって、問題を抱える学生のケアにあたっている。 

 しかし非常な困難に直面しながら、自らSOSを発することもできない学生もいる。そのため、

数年前から１年生の長期欠席者を対象に、学生担当教務主任が連絡を取り、必要に応じて援助

するシステムを整えた。また年に一度、ペアレンツデーに際して、父母保証人との面談を行い、

問題の発掘に努めている。 

 

ⅠＢ群 生活相談担当部署の活動上の有効性 

【実態】【問題点】 

 １年生は基礎演習担当教員がクラス担任となっており、学生の身近な相談役として機能して

いる。1年前期に複数回欠席した学生には、クラス担任ないし学生担当教務主任が連絡をとり、

原因の把握に努めている。２～４年生のクラス担任に関しては、有効に機能していない部分が

ある。全体に２年生以上の学生へのケアに改善の余地がある。学生担当教務主任は学生の面談

や問題発生時に常に対応できる体制をとっている。 

 

ⅠＣ群 不登校の学生への対応状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 特に１年生については、クラス担任を通して出席状況を調査し、教務が長期欠席学生にては、

教務から連絡を取って、必要なサポートを与えている。２年生以上については、学生担当教務
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主任と当該学生が所属する専修との間で連携し、把握できる範囲では対応しているが、今後こ

うした学生の増加に伴いシステム化が必要かもしれない。 

 なお、学生の成績を保証人に送付し、学生の登校状況を保証人に把握してもらう制度を開始

したが、個人情報保護法施行によって、学生が成績送付を拒否できることとなった。 

 

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 

【実態】【長所】 

 卒業決定者にアンケートを実施している。満足度についても記入できるようになっている。

教務ではその結果を、カリキュラム設計その他の施策の参考にしている。 

 

（課外活動） 

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】 

 学芸員資格取得のための夏季集中講座を設置している。年間を通じての授業参加が難しい学

生は、夏の１カ月で資格取得が可能で、多数の学生が参加している。 

 

 

＜第二文学部＞ 

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  

 

 ※第一文学部と同じ。 

 

＜商学部＞ 

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 

ⅠＡ群 ハラスメント防止のための措置の適切性 

ⅠＢ群 生活相談担当部署の活動上の有効性 

ⅠＣ群 生活相談、進路相談を行う専門のカウンセラーやアドバイザーなどの配置状況 

ⅠＣ群 不登校の学生への対応状況 

【実態】【長所】 

 本学部では、学生からの相談を受け付け、勉学および学生生活に関して必要な助言を与える

ために「クラス担任制度」(各クラスにつき１人)を設けている。１年生と２年生では、外国語

のクラスを基準としたクラス編成を行い、３年生と４年生では、各自が属する専門教育科目演

習(ゼミ)がクラスとなる。ただし、専門教育科目演習に所属していない学生については、学籍

番号順にクラスが編成される。クラス担任は、勉学・学生生活に限らず、留学や就職等にまで

幅広く対応する態勢をとっている。 

 また、本学部では、専任教員全員が最低限週１回、１時間程度の「オフィスアワー」を設置

している。専任教員には、オフィスアワーの時間帯に研究室に在室することが求められている。

オフィスアワーは、各教員の担当科目に関する質疑応答のほか、学生生活に関する一般的な悩

み等についても、学生が自由に研究室を訪ねて相談を行う貴重な場となっている。さらに近年

では、研究室を訪ねるという方法以外に、メールを利用したコミュニケーションも盛んに行わ

れている。 
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 ハラスメント防止について、ハラスメントの被害を受け、学生から事務所に相談が持ち込ま

れた場合、全学的なハラスメント防止委員会に報告する体制をとっている。 

 さらに、学部学生委員会は毎年４月、不登校の学生、成績不振の学生に対して面接を行い、

指導を行うとともに、随時、学部教務正副主任(学生担当)が面接を行う仕組みを構築している。 

 

＜人間科学部＞ 

ⅠＣ群 不登校の学生への対応状況  

【実態】【長所】 

不登校の学生の増加は深刻な問題として認識している。現状では、総合健康教育センター、

学生担当教務、担当の事務が連携して、不登校の学生への継続的な面談（電話面談も含む）、

助言を行っている。また、不登校になりつつある学生の早期発見にも努めており、早期段階で

面談・面接（休学、退学を含む）を行い、原因の究明、適切な措置（カウンセラー、専門医へ

の相談）を施している。 
 

＜情報生産システム研究科＞ 

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】 

本研究科は、学部をもたない独立大学院として、理工系学部のみならず文系寄りの学生も入

学しており、また、アジアをはじめとする海外諸大学との教育研究の交流拠点として設立され

た経緯から留学生の割合が毎年半数近く占めており、これらの状況を考慮した学生への生活指

導が求められる。 
【実態】【長所】【問題点】 

学生生活専門委員会は、このような学生が修士課程、もしくは博士課程における学生生活を

有意義に送れるよう学生への生活指導を主要活動としている。 
①コースの選択・変更、研究室の配属・変更に関する指導・助言の実施 
本研究科の修士課程に入学した学生は、研究中心型、標準型、受講中心型コースのいずれか

を選択し、そのコースの必要単位を取得後、配属希望先教員との相談のうえ、研究室へ配属さ

れるが、コース選択や配属先研究室に関する学生の相談に学生生活専門委員が対応している。

また、研究室配属後、原則的には学生の申し出で研究室を変更することはできないが、特別な

事情で研究室変更がやむをえない場合、学生生活専門委員が学生の申し出を聞き、現指導教員

と新たな配属を希望する研究室教員の了解を得た後、分野会議、分野主任会での了解、研究科

委員会での承認を得る手順で研究室配属先変更を行っている。 
②オフィスアワーの実施 
本研究科の学生が学生生活を送るうえで直面する諸問題に関する相談は、随時、学生生活専

門委員が行っているが、講義や学会出張などで相談に応じることができないこともあり、毎週

月曜・水曜・金曜の昼休み時間にオフィスアワーを設定し、３分野の学生生活専門委員が交代

で対応している。 

③留学生の生活指導、助言の実施 

本研究科の特長として、全学生に占める留学生の割合が毎年半数近くに達していることが挙

げられるが、留学生を対象にしたオリエンテーションにおいて、主に学生生活専門委員が中国

語、韓国語、英語によるアドバイスを行っている。 
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また、新１年生を対象に、主に日本人上級生による講義や生活全般に関するアドバイスを行

うチューター制を実施している。 
さらに、本研究科校舎において日本語講座を実施しており、留学生の日本語習得環境も整備

している。 

本研究科は、独立大学院の特殊性により、研究中心型、標準型、受講中心型のコース制を設

定し、コースごとの単位取得後、研究室に配属されるが、配属前の学生が講義の予習・復習を

するための環境が十分でなく、自習室の拡充が必要である。 

本研究科への入学により早稲田大学の学生になったのであるが、北九州キャンパスが本部よ

り遠く離れていることにより、早稲田大学の歴史ある雰囲気に接する機会が少なく、「建学の

精神」や「早稲田魂」を理解するうえでも、早稲田大学の各種催しへ参加する機会をつくるこ

とが必要である。 

【改善の方法】 

問題点で示した課題について、本部と連携しながら、拡充の方法を検討する。 
 

（就職指導） 

 

＜教育学部＞ 

ⅠＡ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】 

本学では、学生の就職指導に関しては、キャリアセンターにおいて行われている。教育学部

では原則として全学生が３・４年次に少人数の演習を履修するため、これに加えて、実際にそ

の教科を担当する教員が個々の学生の相談を受け、指導している。また、教育学部は、その性

格上、教員養成にかかわる全学科目を設置し、教員就職のための講習会や就職指導会を開催し

ている。 

例年、３月には教員採用試験受験予定者に対し、専門家を招聘して実践的な５日間の講習会

（「教職教養」「一般教養・論作文」「専門教科」別）を開催している。また、４回にわたって

現職の学校長・教諭を講師とした会を開催して、受験と教員就職のための具体的指導を行って

いる。その主なものは、①全般的説明（公立、私立）、②東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

等の公立学校教員採用試験受験者および私学適性検査受験者に対する指導、③公立学校教員採

用試験一次合格者に対する指導、④東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県等の公立学校教員採用

試験二次試験合格者に対する指導、である。 

 

ⅠＢ群 就職担当部署の活動上の有効性 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

教職課程では教員就職指導室を常設しており、公立学校や私立学校で教職経験をもつ専門ス

タッフが個別に指導を行っている。また、教員採用に関する情報が随時掲示されており、閲覧

可能な状態で集約された資料閲覧室が併設されている。在学生のみならず卒業生も利用可能で

ある。学生は教員採用に関する情報をパソコン等で調べ、自らの専門と希望に従って相談を受

ける機会を得られるようになっている。 

教員就職にあたっては、従来の４年次での教育実習のみでなく１・２年次からの自治体、教

育委員会、学校と連携した教育ボランティア経験等によって目的意識を高め、経験を蓄積しな
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がら教員就職を目指せるような教育環境の充実を図る必要がある。 

 

＜スポーツ科学学術院＞ 

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 

【実態】【長所】 

 就職指導に関しては、全学のキャリアセンターが主催するキャリア形成支援を活用している。

また、就職に関する情報については、学外諸機関と連携することによってさらに充実して入手

できるように検討中である。学術院での取り組みとしては、現時点では、学生委員会や演習担

当教員による担任の教員が中心となって、就職指導を促進するようにしている。 
 

（課外活動） 

 

＜法学部＞ 

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 

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 

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 

ⅠＣ群 学生代表と定期的に意見交換を行うシステムの確立状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 法学部には、学生団体として、学生自治会、法学部サークル協議会、卒業アルバム委員会、

および法学部公認サークルがある。前３者には、８号館１階ラウンジに専有スペースを貸与し

て、その活動を援助している。また、法学部には、学生の対話を確保するため、法学部教員学

生協議会が置かれおり、年１～２回程度、必要に応じて開催されている。また、学生諸団体と

は、希望に応じて、教務主任が面談に応じている。法学部公認サークルに対しては、全学的な

対応以外に、学生指導費からおよそ１サークル４万円を限度として、コピー代などを実費補助

している。また、法学部そのものではないが、法学会が、法学部公認サークルに対して、一定

の範囲での経常費補助、およびサークルの研究公表のための冊子の作成費用を援助している。 

 これらの学生団体に対する援助は、既得権化することにより、不正常な事態が発生しないよ

う注意している。 

 

＜教育学部＞ 

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 

【実態】【長所】【問題点】 

学生の課外活動は、教育学部の特に推奨するところである。入学者選考の段階において、す

でに相当数の学生を自己推薦の形で選抜しているのはそのひとつの表れである。また、文芸サ

ークルや運動サークルに顧問として加わり、課外活動に従事する学術院教員の数は多い。例え

ば、2005年度においては、体育各部５人、学生の会16人、地方学生の会５人、同好会延べ52

人、などである。 

必ずしも組織的にではないが、教職関連の各種指導や理系の野外演習や施設訪問など、正課

以外の広範な活動に対する指導や支援は、課外活動の一環として特筆される。 
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＜商学部＞ 

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 

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 

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】 

(１)早稲田商學同攻会学生懸賞論文 

 1925年に本学部教員および学生によって組織された早稲田商学同攻会は、その研究機関誌と

して『早稲田商學』ならびに『文化論集』を刊行している。本会は、教員による研究成果公表

のみならず、学生による自主的な研究を奨励する目的で、本学部学生を対象とした懸賞論文を

実施している。過去５年間の懸賞論文応募数と入選数は、以下のとおりである。 

 

 早稲田商學同攻会学生懸賞論文応募数および入選数 

 応募数 第一席 第二席 佳作 

2000年度 15編 該当者なし ２編 ６編 

2001年度 23編 １編 ４編 ７編 

2002年度 25編 該当者なし ４編 ９編 

2003年度 22編 該当者なし ５編 ６編 

2004年度 19編 １編 ４編 ６編 

 

(２)セメスター制の活用 

 本学部は、セメスター制を採用している。セメスター制とは半年ごとに授業が終了する二学

期制のことで、４月から始まる学期を春学期、９月から始まる学期を秋学期と呼ぶ。 

 セメスター制は、欧米の大学において幅広く採用されている制度である。この制度のもつ特

徴あるいは効果としては、数多くの科目を同時並行して学習する場合に比べて、より少数の科

目を集中的に学ぶ点が挙げられる。 

 このような学習上の効果に加えて、セメスター制には、学生各人が課外活動(クラブ、サー

クル、ボランティア等)と勉学とのバランスを図るうえでの自由度が高まるという効果も期待

される。学生が留学する場合、出発前ならびに帰国後の履修・就学計画を立てるうえでも、セ

メスター制は柔軟性が高い。 

(３)留学生を対象とした企業見学 

 本学部では、大学院商学研究科との共催で、毎年 11 月、留学生を対象に首都圏に位置する

企業や工場を見学し、留学生相互の親睦を深めると同時に、日本企業ひいては日本社会の実態

を見聞する機会を提供している。毎年、20～30人の留学生が参加している。2005年度は11月

４日に読売新聞社を見学する予定である。 

(４)演習・学生指導費の支給 

 本学部では、学生の学習活動および課外活動の充実を図るため、演習・学生指導費を活用し

ている。１年生には TOEFL・ITP 受験料として、２年生には TOEIC・IP 受験料として支給され

る。また、専門教育科目演習(ゼミ)に対しては、学生１人につき年間4,000円、総合教育科目

演習(プロゼミ)に対しては、学生１人につき年間3,000円を支給している。 

(５)取得資格・国家試験 
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 本学部の学生が取得できる教員免許は、「高校(商業)」である。 

 また、国家試験では、公認会計士、税理士等の合格者が多い。早稲田大学出身合格者のうち、

半数近くが商学部生および卒業生である。本学の学生のうち、公認会計士を志望するものを対

象に、「公認会計士講座」(学生有志のボランティアによって運営されている)が設けられてお

り、この講座に対して、学部が後援する形式をとっている。この講座は、日商簿記検定をペー

スメーカーに１級から３級までの各級を取得することを目的としている。募集人員は約100人

で、毎年４月から 11 月まで、講義や答案練習を中心に指導が行われている。講座受講生には

自習用の教室が用意され、平日13時～18時の利用が可能である。 

 

＜人間科学部＞ 

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 

【実態】【長所】 

学生の課外活動に関しては、学生担当教務（両学術院が連携）と担当事務の連携によって指

導・支援を行っている。具体的には、所沢キャンパスでのサークル活動、キャンパス祭、その

他イベントの企画、運営、評価の各フェーズにおいて、大学の活動としての適切性、妥当性に

関する指導・支援を行っている。特に、学部入学式におけるサークル説明会の実施、キャンパ

ス祭実行委員会の拡充と活動支援、各種広報メディアの作成支援を行い、課外活動をキャンパ

ス活性化の重要要因として位置づけて支援を行っている。 
 

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 

【実態】【長所】 

学生の課外活動の国内外における水準状況の詳細な評価は実施していないが、一部の芸術系、

メディア系サークルの活動成果は社会的に高い評価を得ている。また、入学式におけるサーク

ル説明会、キャンパス祭、各種イベントの企画、各種広報メディアの作成への学生の参画は、

大学としての組織的な指導・支援の成果もあり、その規模・内容ともに飛躍的に向上している。

これらの活動への参画は学生の自主性に完全に委ねており、参画した学生の満足度は極めて高

く、人間としての著しい成長を見ることができる。 
 

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】【問題点】【改善の方法】 

人間科学学術院と所沢市教育センター、所沢市内小中学校が連携し、福祉士、臨床心理士養

成のための実践的活動を行っている。これは、資格取得のための必修の活動であると同時に、

自薦現場での活動を通して、専門知識のみならず、実践的能力の養成を目的とするものである。

これら、大学と地域が連携した活動は、積極的に行われており、着実に成果を挙げている。今

後は、この連携の範囲を広げ、教員養成においても大学と地域が連携して、高い実践能力を有

した学生を育成する予定である。 
 

ⅠＣ群 学生代表と定期的に意見交換を行うシステムの確立状況  

【実態】【長所】 

人間科学学術院では、学生担当教務と担当事務の連携によって、学生の課外活動や自主的な

活動の企画、運営、評価の各フェーズにおいて、指導・支援を行っている。そのために、定期
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的に学生代表（サークルの代表者、企画の責任者、実行委員会メンバー）とミーティングを開

催し、意見交換を行っている。その中で、大学の活動としての適切性、妥当性に関して指導・

支援、意見交換を行い、企画、運営、評価のための知見やノウハウを共有し、継承可能なシス

テムの構築に努めている。 
 

＜スポーツ科学学術院＞ 

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 

【実態】【長所】 

 学生の課外活動に関してはスポーツ活動を通じたものが多いが、専門的に競技を行う体育各

部とスポーツ活動を主たる内容とするサークルとがあり、これらは大学および所沢キャンパス

内において公認することとし、各種団体の活動を促進するとともに安全、正当に行うことを推

進している。一方、スポーツ活動を行う人を支える立場、例えばトレーナーやマネジメント業

務に関する知識や技能を向上させるサークルも存在しており、これらの学生が学生のスポーツ

活動を支援する体制もとられている。 

【問題点】【改善の方法】 

 学生への経済的支援、生活相談、課外活動については、全学的な体制のもと概ね順調に行わ

れている。一方、本学術院では、学部創設３年目を迎えたばかりでまだ卒業生を送り出してい

ないこともあり、就職指導については不十分な状況にあると言える。そこで、これまでの学生

委員会とは別に、新たに学術院内にキャリアサポート委員会を設置することを検討中である。

このことにより、キャリアセンターおよび所沢総合事務センター事務職員と学術院教員とが一

体となって、就職指導を促進して完成年度の 2007 年３月に第１期の卒業生を輩出するための

出口対策を講じるつもりである。 

 

（学生の研究活動への支援） 

 

＜政治学研究科＞ 

ⅡＣ群 学生に対し、研究プロジェクトへの参加を促すための配慮の適切性 

ⅡＣ群 学生に対し、各種論文集及びその他の公的刊行物への執筆を促すための方途の適 

切性 

【実態】【長所】【問題点】 

本研究科の博士後期課程学生が研究を発表する場として、『早稲田政治公法研究』が刊行さ

れている。そこに執筆する論文の資格として、日本政治学会研究会、日本選挙学会研究会、「早

稲田政治学会」研究会、COEの研究部会などで報告し、コメントに従って書き直した論文であ

ることを挙げており、博士後期課程学生に積極的に全国規模の学会の研究会で報告し、研究プ

ロジェクトに参加することを促している。 

【改善の方法】 

本研究科は、指導教員を通じて博士後期課程学生が全国規模の学会の研究会で報告し、研究

プロジェクトに参加するよう説得し、研究科でそのようなプログラムを企画する努力をする必

要がある。 
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＜法学研究科＞ 

ⅡＣ群 学生に対し、研究プロジェクトへの参加を促すための配慮の適切性 

ⅡＣ群 学生に対し、各種論文集及びその他の公的刊行物への執筆を促すための方途の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

特に博士後期課程の学生を中心として、COE「企業法制と法創造」のRAに従事させることを

通じて、各研究プロジェクトへの参加を促している。また、研究成果を機関誌へ積極的に投稿

するよう指導している。 

 大学院学生用の紀要としては大学院の機関誌である『法研論集』と『早稲田大学法学会誌』

が用意されており、これへの投稿を促すことは指導教員に任されている。機関誌への執筆を D

論提出資格とするか否か等が、今後の検討課題である。 

 

＜商学研究科＞ 

ⅡＣ群 学生に対し、研究プロジェクトへの参加を促すための配慮の適切性 

ⅡＣ群 学生に対し、各種論文集及びその他の公的刊行物への執筆を促すための方途の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

大学院学生の研究プロジェクトへの参加については、博士後期課程の在学生が産業経営研究

所の研究補助員として研究プロジェクトに参加できることになっている。また、プロジェクト

研究所の所長または研究員となっている教員が博士後期課程または修士課程の大学院学生を

RAとして採用している例が多い。 

本研究科では、博士後期課程および修士課程の正規学生、科目等履修生および研究生が研究

成果としての論文を掲載できる『大学院商学研究科紀要』を年に２回刊行している。『大学院

商学研究科紀要』は、「『商学研究科紀要』の編集・発行に関する内規」に基づいて編集委員を

選任し、編集・発行している。学生研究発表会で研究成果を報告した大学院学生は、『大学院

商学研究科紀要』に論文を投稿することが可能である。編集委員は、大学院学生が投稿した論

文について商学研究科運営委員または商学部専任教員の中から査読委員を選定し、査読結果に

基づいて掲載の可否を決定する。『大学院商学研究科紀要』に掲載された大学院学生の論文は、

前述の博士学位申請論文提出の要件の研究論文１ポイントに相当する。過去５年間の大学院学

生の投稿者数の推移は、次ページの表のとおりである。 

なお、本研究科在学生の親睦会である商学会が年2回発行する『商経論集』も、本研究科の

大学院学生が研究成果を発表する機会を提供していることを付言しておく。『商経論集』は商

学会が編集・発行しているが、本研究科では発行の費用について支援している。論文等の掲載

を希望する大学院学生は、研究指導担当教員の指導を得て投稿することになっている。『商経

論集』に掲載された論文は、博士学位申請論文提出の要件の研究論文0.5ポイントに相当する。 

『大学院商学研究科紀要』の発行および『商経論集』の発行支援は、大学院学生、とりわけ

博士後期課程の在学生が教授・研究者の職に応募するにあたって、業績審査に必要な研究論文

を掲載できる場を提供するために適切な措置である。特に、前述の博士学位申請論文の提出要

件の研究論文ポイントの前提ともなっていることもあり、今後その重要性はより増すものと考

えられる。 
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『大学院商学研究科紀要』大学院学生論文掲載件数の推移 

年度 号数 大学院学生論文掲載件数 執筆者数 

51 20 20 2000 

52 10 10 

53 15 15 2001 

54 18 18 

55 20 20 2002 

56 ９ ９ 

57 17 17 2003 

58 11 11 

59 13 13 2004 

60 ５ ５ 

合   計 138 138 

 

＜人間科学研究科＞ 

ⅡＣ群 学生に対し、研究プロジェクトへの参加を促すための配慮の適切性  

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

大学院学生の研究活動、研究プロジェクトへの参加を促進するために、RA制度を運用してお

り、着実にその成果を挙げている。RAの採用にあたっては、研究計画、研究業績等の書類審査、

必要に応じて口頭面接を実施し、公平性、適切性に十分に配慮している。また、大学院学生の

学会発表に関しては一定の補助を実施し、研究活動を支援・促進している。しかしながら、大

学院学生の支援は十分ではなく、さらなる支援が可能となる仕組みが必要である。 
 

ⅡＣ群 学生に対し、各種論文集及びその他の公的刊行物への執筆を促すための方途の適切性  

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

大学院学生の各種論文集およびその他の公的刊行物への執筆を促進するために、投稿・掲載

にかかる費用の一部を補助する制度を運用している。しかしながら、学生単独での投稿・掲載

に対する補助には制限が多く、十分な支援が行われているとは言いがたい。投稿・掲載に対す

る支援のさらなる拡充を期待するところである。 
 

＜公共経営研究科＞ 

ⅡＣ群 学生に対し、研究プロジェクトへの参加を促すための配慮の適切性 

【実態】【長所】 

 研究プロジェクトへの学生の参加は、理論と実践の融合との理念実現に必須の条件と考えて

いる。教員は入学選考の過程において全学生の研究計画を把握しているので、各種助成による
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研究プロジェクトの実施にあたり当該学生の研究上有益と考えられる場合、研究会の開催等の

機会に参加させる等の配慮を行っている。 

 また、教員が責任者となっている学内プロジェクト研究所は関係地方自治体等との連携によ

る実践的研究プロジェクトを実施しているが、この場を同時にインターンシップ科目やケース

スタディー科目の内容として取り込むことにより、受講学生が自動的に研究に参加する仕組み

としている。 

 

ⅡＣ群 学生に対し、各種論文集及びその他の公的刊行物への執筆を促すための方途の適 

切性 

【実態】【長所】 

 本研究科が編集する市販誌『早稲田パブリック・マネジメント』は、教員のほか、その指導

の下で学生が調査・研究した結果を記事等として執筆するための場として位置づけており、学

生に貴重な機会を提供している。 

 

＜日本語教育研究科＞ 

ⅡＣ群 学生に対し、研究プロジェクトへの参加を促すための配慮の適切性 

ⅡＣ群 学生に対し、各種論文集及びその他の公的刊行物への執筆を促すための方途の適切性 

【理念・目的】 

 学生の研究活動への支援として、学会等の情報提供、研究成果発表の場の提供、学会参加費

補助等の支援を実施する。 

【実態】【長所】 

「日本語教育研究科教育研究問題連絡協議会」によって開設された、教員・学生全員参加の

メーリングリストを通じて、各種研究会、学会大会、公募等の案内を共有し、高い発表意欲の

育成に資している。  

広く参加者を募って「早稲田大学日本語教育学会」を半期ごとに開催し、萌芽的研究を含め

た積極的な研究成果の発表機会を提供しており、毎回10～20組の研究発表がある。 

教員および大学院学生の研究論文・研究成果の発表の場として、日本語教育研究科では、『早

稲田大学日本語教育研究』（年２回）、『早稲田大学日本語教育実践研究』（年２回）を刊行して

おり、投稿を奨励している。 

研究科が独自に学会参加費補助制度を設け、年２万円の補助を行っている。さらに博士後期

課程の学生には、海外で発表を行う際には、５万5,000円を上限として国際会議論文発表登録

料の一部を補助する制度や、海外で行われる国際会議、シンポジウム等において研究論文の発

表を行う場合、110,000円を上限として海外旅費の一部を補助する制度がある。  

【問題点】 

 補助制度の充実が望まれる。 

【改善の方法】 

 博士後期課程において、TAやRAをしながら在籍して論文執筆期間を延長できる制度を設け、

博士論文に関連する研究発表３回、論文発表３回の規定課題をクリアさせる。また、学会参加

費補助額２万円を実情に即して３万円にする。 
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＜情報生産システム研究科＞ 

ⅡＣ群 学生に対し、研究プロジェクトへの参加を促すための配慮の適切性 

ⅡＣ群 学生に対し、各種論文集及びその他の公的刊行物への執筆を促すための方途の適切性 

【理念・目的】 

本研究科における学生の研究活動への支援としては、研究を進めていくうえで必要な経済的

支援、研究環境の整備、および留学生に対する生活上の支援が挙げられる。 
【実態】【長所】【問題点】 

 研究活動に対する経済支援として、国際会議、シンポジウムにおける研究論文等の発表を行

う際に必要な経費（登録料、海外旅費）の一部を補助する制度がある。補助対象者は大学院博

士後期課程に在学する学生であり、年１回の補助を受けることができる。また、大学院博士後

期課程に在学する学生には、複写代補助の制度が存在する。このような制度は、現在多くの学

生により利用され、研究活動に大いに役立てられている。 
 本研究科では、大学院修士課程の学生は入学後半年以降に研究室へ配属される。そのために、

研究環境として共通設備および各研究室設備が用意されている。共通設備は未配属の学生が自

由に利用できる設備で、各研究室の設備は研究室配属後に利用できる専門的な設備である。ま

た、主に未配属の学生に対してノート型 PC および無線 LAN カードの貸し出しを行っており、

研究活動の支援を行っている。 

 本研究科は、海外からの留学生の比率が非常に高い研究科であり、このような留学生に対し

てチューター制度を設けている。この制度の目的は、留学生の生活上での不安を取り除くこと

のほかに、研究活動における日本人とのコミュニケーションが十分とれるように日本語の上達

に寄与することである。 

【改善の方法】  

改善方法としては、現在の貸し出し制度の拡充が考えられる。 

 


