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  01）第一文学部 

 

１ 大学・学部等の理念・目的および学部等の使命・目的・教育目標 

（理念・目的等） 

ⅠＡ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性 

ⅠＡ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標等の周知の方法とその有効性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

 文学部は 1890 年９月に坪内逍遙博士らによって、東京専門学校文学科として創設され

て以来、百年有余を経た。1902 年に東京専門学校が早稲田大学と改称され、当学部は大

学部文学科となり、1920 年には新大学令により、本学が正式に大学として認められると、

文学部として改組された。さらに戦後、1949 年の学制改革による新制大学発足に際して

は、新たに夜間学部として第二文学部が併せて設置された。 

 文学部全体の理念・目的は、かつて人文専修改編基本計画が論じられたときに、次のよ

うに総括されている。 

 「この世界のさまざまな地域にあって、また、それぞれに異なる時代において、人間は

これまで何を考え、何をつくってきたのか、さらに付け加えれば、今日の世界において、

何を考え、またどのように生きようとしているのか。集団的な事象としてであれ、個人的

な営為としてであれ、このことを対象化して人間的な側面から捉えながら、明らかにして

ゆくこと。文学部の諸専修の多様な領域にわたる研究・教育に共通する特徴を概括的に、

簡潔に示そうとするならば、およそこのようなものとして考えられるであろう。そこには

また、先行する世代からわれわれが継承した人間的な諸価値にたいして、批判的に検討を

加えつつ、さらにつぎの世代ヘメッセージとして送り渡すという重要な側面がある。おそ

らく、この一点が他の諸学部とは明確に異なる文学部の研究・教育の独自性でもあろう。

価値の受け渡しというこの作業はともすればなおざりにされがちであるが、それだからと

いってこのことの重要性が人間の社会においていささかも軽減するとは考えられない(む

しろ、あまりに効率本位の考え方にもとづく杜会的趨勢が将来の人間全体の運命を危うく

することがないかとわれわれは危倶する)。当然のことながら、われわれを取り巻く社会

的諸条件、時代の要請といったものを十分に考慮しつつも、われわれの学部改革はすでに

冒頭に述べたような学部としての独自性をいっそう発展的に実現するためのものでなけれ

ばならない。そして、この実現は一方においで各専門領域に固有の研究方法を十分に習得

した上で、これをさらに深化させることのできる人材を養成するとともに、他方で、人間

的諸価値を今日の社会の中に生かし得るすぐれた杜会人を育てることの可能性に緊密に結

びつくものと考えられる。(1996 年５月教授会承認)」 

 文学部（第一文学部、第二文学部）はいくたびの変遷・変革を経て今日に至っているが、

常に学問の自由と清新な気風を求めて、個性豊かな在野の学風を求めてきた。その理念と

精神は、今日も変わりなく継承されている。 

【問題点】【改善の方法】 

現下の情勢は、少子化、高齢化、情報化、国際化、福祉の問題、生涯学習への対応等

が内的外的に強調されており、大学のあり方や存在基盤が問い直される状況にある。そう

した中、これまでに講じられている具体的な方策についてさらに検討と改善に向けた考察
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が期待される。 

 

３ 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 

【理念・目的】 

第一文学部の教育理念は、過去から現在に至る世界諸地域の人類の営為を対象化して

人間的な側面からとらえながら明らかにし、先行する世代から我々が継承した人間的な諸

価値に対して、批判的に検討を加えつつ、さらに次の世代へメッセージとして送り渡すこ

とである。この理念に基づき、第一文学部は、我々を取り巻く社会的諸条件、時代の要請

といったものを十分に考慮しつつ、各専門領域に固有の研究方法を十分に習得したうえで、

これをさらに深化させることのできる人材を養成するとともに、人間的諸価値を今日の社

会の中に生かしうる優れた社会人を育てることを教育の目標とする。 

【実態】【長所】 

 実態は、第一文学部においては、４年間の修業年限のうち、１年次を基礎的な学修の段

階とし、この年次で所定の単位を修得したうえで、２年次より 19 の専修のいずれかに進

級して専門の学習を行う。こうした制度に基づき、カリキュラムの体系は、１年次におけ

る基礎教育・専門への導入教育の性格をもつ基礎科目、各専修に設置された専修専門科目、

人文科学への広い視野を育てる領域横断的科目としての広域科目に大別される。ほかに、

卒業所要総単位には含まれないが資格取得等に必要な教科を設置した自由科目群・がある。

長所は、１年次に学生が基礎教育・導入教育を通じて自己の適性や進路希望を見極めてか

ら進級できること、後期中等教育から高等教育への移行が円滑に行われ、専門課程に必要

な基礎知識や語学力を十分に蓄えることができること、また専修に進級後も、学生個々の

レベルやニーズに応じて、専門的修練と幅広い教養の習得を両立させうる多様で自由度の

高い履修プログラムを組むことが可能なことである。 

 さらに、2002 年度から従来の哲学科、文学科、史学科を廃止し、総合人文学科の下に

19 の専修が配置される一学科制に移行した。この改革の長所は、学科ごとの定員規定の

拘束を脱し、一学科の下で各専修が、学生の希望と社会のニーズに応じた専修規模やカリ

キュラムの見直しを柔軟かつ迅速に行える点にある。 

【問題点】【改善の方法】 

 問題点は、１年生の約 90％が第一希望の専修に進級できているものの、入学時点で希

望する専修への進級が百パーセント保証されているわけではないため、学生の心理的負担

が大きく、また希望の専修に進級できなかった学生の不満を受け止める必要もある。これ

については、①一学科制の下に学生のニーズを反映した専修規模の見直しをこまめに行う

こと、②現在行われている専修進級ガイダンスをより有効にきめ細かに行うこと、③



Ⅲ－03－ 4

2000 年度から進めている各専修専門科目における他専修学生履修枠の緩和を今後も見直

し、さらに副専攻制に関する検討を継続して行うことなどが考えられる。 

 

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 

【理念・目的】 

第一文学部のカリキュラムの理念は、人間に対する深い思索と多角的な視野を備え、

また日本語と外国語の高いコミュニケーション能力を備えた人材を育成すべく、専門性と

総合性のバランスを重視し、学生の多様な知的関心に応じた豊富な授業科目を提供するこ

とである。 

【実態】【長所】 

 第一文学部では卒業所要総単位 124 単位のうち、専門教育的科目は卒業論文８単位を

含めて 56 単位、一般教養的科目は 32 単位、外国語科目は 16 単位を占める。残る 20 単

位は、学生が柔軟に運用することができ、専門性を確保しつつ自由度の高い履修モデルを

作ることができる。2000 年度から 2004 年度は、基礎教育の充実、専門科目の弾力的な設

計と運用、専門科目群・との有機的連携における広域科目群・の体系的見直しなど、積極

的に改革を重ねてきた。改革の実態と長所は以下のとおりである。 

① 専門課程の全面的見直しを行い、2000 年度から専修ごとに柔軟なカリキュラム構成を
とれるように制度を変え、専門課程カリキュラムを大幅に充実させた。また専修間の

科目履修の制限を緩和し、他専修の選択専門科目をほぼ全面的に履修できるようにし

た。 

② 学生の希望状況に合わせて専修定員の変更を行うとともに、各演習定員を従来の 30
人から 25 人へと小規模化して学生と教員との密接なコンタクトを可能にした。 

③ 2000 年度より広域科目群・のカリキュラムの全面的な見直しが開始され、毎年、学生
のニーズ等を加味しながら、設置科目の改編（新設、継続、廃止）が審議されている。

また、2003 年度よりセメスター制への移行を視野に入れ、広域科目の半期化に着手し

た。これにより、専門性と総合性のバランスを重視する文学部教育を維持、発展させ

るうえで極めて重要な科目枠の体系が整備された。 

英語科目について、履修の利便性と質の向上を図り、2003 年度より全面的改編を行っ

た。文学部学生として必須の英語能力の基礎を形作る「English for General 

Communication」を１年生必修とし、２年生以降の応用レベルの選択英語科目として、

「English for Professional Purposes」と「English for Academic Purposes」の２つ

の科目群・を設置した。これにより、高校教育から大学の基礎教育、さらに専門教育へ至
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る英語能力のスキルアップが段階を追って体系化され、学生が大学教育における 

④ 英語力の基礎を確立したうえで、個々の能力と目的に応じてさらに英語力を磨いてい
ける環境が形成された。 

⑤ 国際化社会のニーズを鑑み、英語以外の必修外国語科目の拡充を行った。従来のフラ
ンス語、ドイツ語、ロシア語、中国語に加え、イタリア語、スペイン語、朝鮮語を新

設し、多様な専門分野に応じた選択肢を増やした。また、各外国語ごとに中・上級レ

ベルの科目群・の再編を行い、学習目的に応じた履修モデルを設定し、カリキュラム

の体系化を図った。 

⑥ 文学学術院の発足に伴い、従来の第一文学部カリキュラム運営委員会を廃止して、文
学学術院カリキュラム委員会を設置し、文学研究科、第一文学部、第二文学部の教養

教育の実施・運営を一元的に管理することとした。これにより、当該委員会が単年度

ごとに科目設置提案を募集し、科目単位での改廃を審議する責任体制が確立した。 

【問題点】【改善の方法】 

 学生個々の必要に応じた多様な科目の組み合わせが可能であることは、半面、科目登録

手続きを複雑化させ、履修希望者数が定員を超過する事態も生じやすい。改善の方法とし

ては、演習の場合、各専修での科目登録ガイダンスの実施、専修単位での履修モデルに応

じた演習クラスへの履修者の調整や振り分け、講義の場合はインターネットを利用したオ

ンデマンド授業の導入などを進めている。 

 

（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】 

 理念は、２年生以降の専門課程に先立って、高校までの科目教育とは異なる各学術分野

に対する基礎知識を早期に確立し、適切な進路選択ができるよう促すとともに、自ら課題

を発見し、自発的、計画的に研究を進めていく姿勢を身につけさせることである。 

【実態】【長所】 

 実態は、19 の各専修が科目管理母体となり、基礎演習と基礎講義を設置している。こ

れは、学生の関心に応じて履修の選択ができる。基礎演習は、25 人定員で専門分野に基

づいたクラスを設置し、研究発表、実習、ディベートなど学生主体の授業を行い、大学で

の専門研究の基礎スキルを習得するものである。基礎講義は、各専門分野の特徴を理解す

る入門講義として位置づけられている。また、一部の教養的性格の科目は、オープン科目

として附属校の生徒にも履修を開放している。長所は、学生が専門課程へ進級する前に、

高校までの教育とは異なる教育内容や教育方式に慣れるとともに、関心のある分野や進路 

を再確認できることである。入学志願者の第一文学部志望理由書等においても、１年生の

導入教育期間において、さまざまな学術分野の実態に触れ、進路を十分に考える環境があ

ることが挙げられている。 

【問題点】【改善の方法】 

 問題点としては、基礎演習は学生の関心に応じて自由に選ぶ形式であるため、分野に

よって履修希望者数に偏りが生じるのは避けられず、定員超過や抽選による第二希望への
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振り分けといった事態が生じやすい。基礎演習で学んだ分野と進級した専修の教育内容と

に関連性がないケースもまま見られる。改善の方法としては、2007 年度の学部改編から

は、基礎演習を専門分野ごとにクラス配分せず、各クラス共通に人文科学の基礎スキルを

学ぶ必修科目として位置づけ、基礎講義については各専門分野の特徴を理解する入門講義

として位置づけることで、履修の公平性と選択の自由性のバランスを考慮した導入教育の

リニューアルを検討中である。 

 

（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】 

 理念は、当該分野の理解に必要な体系的専門教育を保証しつつ、学生の自主的な学習へ

の関心を尊重し、選択の多様な履修の組み合わせを可能にすることである。 

【実態】【長所】 

 第一文学部の必修科目は、基礎科目のうち基礎演習４単位、基礎講義４単位、基礎外国

語８単位、広域科目のうち広域科目Ⅱ４単位、広域Ⅲ４単位、および専門科目 48 単位、

卒業論文８単位の 80 単位である。必修科目のカテゴリーが比較的細かく分かれているの

は、体系的な専門教育と選択自由度の高い教養教育のバランスを考慮し、一定の履修モデ

ルの枠組みを保証するためである。また、専門課程において、ある一定の科目群・の中か

ら比較的自由に選択して必修単位数を修得する専修選択科目群・があるのが特徴である。

専修選択科目群・は履修年次が比較的緩やかであり、履修年次を厳格に定めた専修必修科

目群・との量的配分は、専修ごとに定められている。長所は、専門教育に必要な履修ガイ

ドラインを科目群・の枠とし、その中で学生が自己の関心や必要に応じて学習の方向を定

め、発展させていくことができることである。また、専修によっては必ずしも年次進行で

積み上げ式にレベルアップしていく教育方法がなじまない専門分野があり、複数の科目履

修コースを設ける必要のある専修もあるため、それぞれの教育方針に応じた柔軟なカリ

キュラム編成が可能である。 

【問題点】【改善の方法】 

 選択肢の幅をもたせた必修科目群・を設置することにより、専修ごとに柔軟なカリキュ

ラム対応が可能になった半面、必修・選択の量的配分やそれに基づく専門科目の履修形態

がそれぞれ異なるため、学部全体から見た場合、学習条件の不均等や科目履修の煩雑化を

招いていることは、文学学術院カリキュラム委員会でも指摘されている。改善の方法とし

ては、毎年度当初に専修ごとに必修・選択を適切に配合した履修モデルをきめ細かく指導

するガイダンスの実施が強化されつつある。 

 

（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】 

 専門的な知識・技能を高めつつ、専門科目を軸に幅広い教養を身につけられるよう選択

肢の多様な講義課目を配し、また人文科学共通のスキルとして語学の運用力を高めること
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を理念とする。 

【実態】【長所】 

 単位計算の方法は、通年週１コマ（２時間換算）４単位、半期週１コマ２単位が基本で

ある。授業科目の特徴・内容や履修形態との関係は以下のとおりである。 

① 演習科目：基礎演習と各専門課程の演習科目である。25 人定員の週１コマ通年科目で、
４単位を充て、調査、研究発表やディベートなど学生主体の授業を行う。 

② 調査実習：専門科目のうち、教場での通年演習に加え課外のフィールド調査を必修と
して課している一部の科目は、６単位を充てている。 

③ 講義科目：専門課程の講義は専門的学習を深めるため、通年４単位のものが多いが、
履修コースの多様な選択ができるよう、半期２単位で運用しているものもある。一般

教養的講義科目（広域科目Ⅰ）は、幅広い教養の習得を目的として、半期２単位を原

則とし、多様な選択を可能にしている。 

④ 基礎外国語：フランス語、ドイツ語、スペイン語、朝鮮語が１年次週３コマ、２年次
週１コマを必修とし、ロシア語、イタリア語、中国語が１年次週４コマを必修とする。

基礎外国語は、週３コマないし４コマを１セットとして授業内容が不可分に連続して

いるため、通年週１コマ分を２単位と計算する。１年次に集中的に語学の基礎を習得

することができる。 

⑤ 夏期集中科目：博物館学芸員資格取得科目群・は、学習時間数に応じて１～４単位の
科目から構成され、通常授業のない夏期に集中的に科目取得に専念することができる。

広域科目Ⅱ「English for Professional Purposes」２クラスは、TOEIC で求められ

る英語力の集中的強化を目的とするほか、「くずし字解読速習」など専門的技能を短

期集中的に習得することを目的とする科目が夏期集中科目として設置されている。 

⑥ オンデマンド授業：教場での授業を行わず、インターネットによる授業コンテンツの
配信および BBS の活用によるフルオンデマンド型と、教場での授業と組み合わせたハ

イブリッド型がある。半期２単位あるいは通年４単位分の授業コンテンツと課題を充

当することにより単位を計算する。 

⑦ 卒業論文：卒業所要総単位のうち、８単位を計上する必修科目である。３年生の 12
月から翌年 12 月の提出まで１年間を費やし、指導教員の個別対面指導を受けつつ完

成させる。専門課程の締めくくりとなる作業であり、その重要性は学生も概ねよく自

覚している。 

 長所は、それぞれの科目の主旨によって多様な授業形態を設け、その主旨と形態に応じ

た単位計算の方法を用いていることである。 

【問題点】【改善の方法】 

 問題点は多様な授業形態の導入により、科目数が増大し、教員の負担が増えることであ

る。また夏期集中授業やオンデマンド授業のコンテンツ作成なども通常授業外の負担とな

るほか、卒業論文の指導では指導学生数に大きな差異があり、教員間の負担の不均等も問

題となっている。 

 改善の方法としては、類似科目の削減や第二文学部との科目合併、隔年開講科目の導入

などにより科目数の削減を進め、2004 年度には前年比１割の科目を削減した。卒業論文

の指導担当については、専任教員の指導を原則としつつ、やむをえない場合は兼任教員に
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よる分担も図っている。 

 

（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 

ⅠＣ群 発展途上国に対する教育支援を行っている場合における、そうした支援の適切性 

【理念・目的】 

 第一文学部の定める教育方針、カリキュラム体系を踏まえつつ、グローバル化時代に対

応した視野の広い学生、多様で豊かな学習体験をもつ学生を育成することを理念とし、国

内外の大学との単位互換を行う。 

【実態】【長所】 

 実態は、卒業所要総単位 124 単位中 60 単位を上限として、他学部設置科目や全学共通

科目、国内外の協定校の設置科目を単位認定できる。この 60 単位のうち、国内外の留学

による単位認定の上限は 30 単位である。留学による単位は専門科目との互換認定も可能

であり、学生は留学前に留学先での科目履修の計画書を提出し、留学終了後は留学先の講

義要項、講義ノート、レポート、成績証明書等を提出して第一文学部教務主任の面接を受

け、所属専修の審査を経て教授会で単位が認定される。2004 年度には、単位互換協定に

よる単位認定は１人平均 13.4 単位、単位互換協定以外に大学独自に行う入学前既修得単

位の認定は、１人平均 10 単位である。卒業所要総単位のうち、学生が専門科目もしくは

教養的科目でカテゴリーにとらわれず満たすことのできる自由裁量の単位枠が 20 単位で

あることを考えると、この数字は妥当なものと考えられる。 

 文学学術院独自の海外の大学との交流協定としては、中国の東北師範大学文学院と箇所

間協定を締結している。カリキュラム上の位置づけは、他の協定大学の場合と同様である。 

【問題点】【改善の方法】 

 海外の大学ではセメスター制(１年２期制)やトリメスター制(１年３期制)をとってい

るところが多いが、第一文学部は週１コマの通年授業が多く、国内外の時流から見た場合、

いささか乗り遅れている感は否めない。その差異は単位互換のシステムや留学時期を含め

ての４年次卒業にもかかわる。 

 改善の方法としては、文学学術院カリキュラム委員会の主導の下に、セメスター制への

移行が検討され、2004 年度から広域科目Ⅰのほぼ全面的半期化を行った。2007 年度の学

部改編後は、全面的に半期制が実施される予定である。 

 

（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】 
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 基礎演習、基礎講義、専修専門演習、オンデマンド授業科目、卒業論文指導は原則とし

て専任教員が担当する。演習科目はクラス担任を配置する科目で、恒常的な学生対応が求

められるためであり、基礎科目（基礎演習と基礎講義）は、専門課程の導入教育であると

同時に第一文学部の擁する専修の紹介を兼ねるためである。オンデマンド授業は、著作権

管理の関係上、専任教員の担当とする。第一文学部の専門教育科目 472 科目における専

任教員の担当比率は 84％で、上記の理念は概ね実践されているといえる。 

【問題点】【改善の方法】 

 専門教育科目に対して、教養教育的科目 473 科目のうち、専任教員の担当比率は 35％

である。その要因は、外国語科目における兼任率の高さであろう。外国語科目は、基礎外

国語、広域科目Ⅱ（英語）、広域科目Ⅲ（基礎外国語の中・上級）が合わせて 300 科目余

設置されており、これを専任教員のみで充足することは不可能である。責任ある科目運営

を行うため、広域科目Ⅱでは英語教育専門教員によるアドバイザリーグループを組織し、

基礎外国語と広域科目Ⅲでは各外国語教育担当専修が、カリキュラム委員会の管轄下で語

学カリキュラム設計や授業運営を担い、兼任教員と連携をとって教育の質の均等な向上を

図っている。 

 

（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 

【実態】【長所】【問題点】 

 外国人留学生に対しては、基礎外国語で日本語研究教育センター設置の日本語科目を履

修させ、また帰国生徒に対しては、滞在国の言語の習得能力に応じて、中・上級の外国語

を履修させ、基礎外国語の必修単位に振り替える措置を行っているほか、広域科目Ⅰに

「日本語をみがく」といった作文技術の科目を用意している。ただし、留学生や帰国生向

けの特別の教育課程編成や履修コースは用意していない。これは、本学部の他の学生と区

別することなく日常的に教育の場で触れ合い、互いに交流し、切磋琢磨する環境を尊重す

るゆえであるが、近年帰国生徒の入学者が激減している状況は憂慮すべきものである。そ

の一因は、帰国生徒としての個性を生かして本学部で教育を受けるメリットが十分ではな

いと受け止められていることが考えられる。彼らが日本とは異なる文化の中で育ち、学ん

できたことによる個性やキャリアを、特別扱いすることなくいかに伸ばしていくか、とい

う理念やその方法を改めて見直す必要がある。 

 

（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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

 生涯学習を推進する「開かれた大学」を理念とし、教養を専門的に深め、あるいは社会

でのキャリアアップや資格取得を支援するため、科目等履修生の制度を設け、公募を行っ

ている。要望に応じて成績証明書も発行する。第一文学部では、以下の３種のカテゴリー

を設けている。 
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① 科目等履修生（一般）：出願資格は、高等学校卒業あるいはそれと同等の学力を有す
ると認められる者で、書類選考と専修別面接による選考を行う。学部に定められた聴

講許可科目を履修できる。 

② 科目等履修生（教職・学芸員）：教職の出願資格は、第一文学部の卒業生で在学中に
「教科に関する科目」を４単位以上修得していることであり、学芸員の出願資格は第

一文学部卒業生のうち、本学大学院文学研究科および教育学研究科の修士課程・博士

課程在学生である。いずれも卒業生の卒業後の資格取得をサポートしている。 

③ 科目等履修生（学芸員・夏季）：社会人を対象として博物館学芸員の資格を短期集中
で取得することを目的とする。早稲田大学学部在学生、および科目等履修生（一般・

教職等）としての在籍者は、通常授業科目の中で同科目群・を履修できるため、出願

資格はない。本集中講座は開設して３年になるが、毎年受講希望者が増加している。 

【問題点】【改善の方法】 

 よくも悪くも「来るものは拒まず、去るものは追わず」といった傾向があり、出願時の

面接選考で履修指導を行っているが、在籍中のケアは聴講科目の担当教員次第であり、学

部や専修の単位で一定のケアシステムが構築されているわけではない。この点について、

見直す必要があろう。 

 

（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 

【実態】【長所】 

 卒業生の進路については多岐にわたり、際立って特定の職種が注目される状況ではない

が、2003 年度の就職先上位企業では、マスコミが 23.1％で１位を占めている点は、文学

部の教育内容に関連するものとみられる。以下、主な就職先は、商業 16.7％、製造業

15.3％、情報 11.3％、教育・公務 10.7％である。また、大学院進学者（他大学院を含

む）は 9.1％である。 

【問題点】【改善の方法】 

 卒業生の進路報告は卒業時に大学へ提出するシステムになっているが、自発的な提出で

あるため、就職しているのに報告を怠る学生も少なからずおり、実際の就職率よりも低い

数字が出ているとみられる。第一に正確なデータの把握が急務である。学生のキャリア支

援については、社会の現場で活躍する人材をゲストスピーカーに招いた授業や講演会の実

施などが試みられているが、学部教育においていかに学生のキャリア支援を行うのか、

キャリアセンターとの連携によってさらに強化していく必要がある。 
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（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 

【実態】【長所】 

 履修科目登録の上限は、１年生と２年生が 42 単位、３年生と４年生が 44 単位である。 

１・２年生は必修科目が多いため、過重な科目登録をせず必修科目に専念するよう少なめ

に設定してある。おおかたの学生は、４年生の就職活動と卒論の負担を鑑み、３年生まで

に選択科目の必要単位は修得しているようである。成績評価は、A、B、C、D、F、G、H と

なっており、A～D が合格、F～H が不合格となっている。評価の目安は、A（100～90 点）、

B（89～80 点）、C（79～70 点）、D（69～60 点）、F（59 点以下）で、これは担当教員が出

席状況やレポート、筆記試験等の結果に基づいて行う。なお、不合格のうち F は出席回

数は満たしているが成績不良のもの、G は出席が不良のもの（原則として、授業総回数の

３分の２に満たない場合）、Hが試験欠席等で評価不能のものである。 

成績評価法については、講義要項に「成績評価」の記載欄があり、ほとんどの教員が

成績評価方法を開示している。「平常点とレポート」「平常点と定期試験」といった方法が

多い。平常点は、出席状況や教場での発表・報告、討論参加の積極性など、日常の授業態

度を総合的に判断するものである。 

【問題点】【改善の方法】 

 成績評価基準については、各担当教員の判断に任されており、それを学生に開示するか

否かも担当教員次第である。このため、科目ごとに成績評価の各段階の分布状況が異なり、

クラスの７割以上が A および B の科目もあれば、ほとんど A、B 評価のない科目もあると

いう状況がみられる。これについては、現在カリキュラム委員会で検討課題として取り上

げられており、ある程度の目安となる相対評価基準の提示や自動登録による語学クラスの

語学ごとの統一試験の導入なども検討されつつある。 

 

（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 

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 

【実態】【長所】 

 第一文学部は、専修ごとに柔軟なカリキュラム構成をとっているため、選択の自由度が

高い半面、科目履修が複雑である。このため、４月の科目登録時には、新入生向けの科目

登録ガイダンスのほか、２年生以上には専修別に各学年の科目登録ガイダンスを行い、専
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修内で複数の履修コースがある場合は、個別の面接による履修指導やクラス分け、コース

分けを実施している。また、専修進級については、１年生の 10 月に各専修ごとに専修進

級オリエンテーションを行い、進路の確定に必要な情報を紹介している。 

 個別に対応するアドバイザー制度は導入していないが、クラス担任制を設け、１年生で

は基礎演習のクラス担任、２年生以降は必修演習の担当者を主としてクラス担任を義務づ

け、４年生では専修主任と卒業論文の指導教員が学習支援にあたる。留年者については、

第一文学部の場合、２年生から専門課程に進級するため、入学から３年以内に進級できな

い者はそれ以上在学できない制度をとっている。このため、専修未進級者についても注意

を払う必要があり、クラス担任に対して担当クラスの出席不良者やその他配慮を払う必要

のある学生については、学生担当教務主任と連携をとるよう要請している。また、留年お

よび未進級が決定した学生の保証人に対してはその旨を通知するほか、面談にも応じてい

る。科目等履修生に対しては、受け入れ時の面談で面接担当者が科目履修の適切性につい

てアドバイスを行う。 

【問題点】【改善の方法】 

 オフィスアワーは制度化されていないが、それは多様な科目履修により、オフィスア

ワーの時間帯に授業が重なって来られない学生が必ず存在すること、教員の研究棟がオー

プンな建物であり、学生はいつでも自由に研究棟に出入りできることなどが、オフィスア

ワーを形骸化してしまうためである。教員は週の担当授業時間割と在室時間帯を学生に開

示し、それを柔軟に運用して学生と面談することでオフィスアワーに代えている。 

 

（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 

【実態】【長所】 

 全学的取り組みとして、学生による授業評価アンケートを教員が希望する場合は、当該

の授業に対して行っている。また、個人的に独自の授業評価アンケートを行っている教員

もいる。シラバスは、基礎外国語以外のすべての科目について、授業内容、授業計画、テ

キスト、参考文献、評価方法が記載され、ウェブサイト上で科目名称、担当者、設置時間

帯、設置箇所、関連キーワードなどをもとに検索できる。 

【問題点】【改善の方法】  

 授業評価アンケートの実施については、現段階では教員個々の判断に任されており、授

業評価の活用状況についても教員個々の受け止め方に基づくところが大きい。学部では授

業評価アンケートを積極的に活用するよう教員に広報しているが、全科目について強制的

に実施することについては、教員の自発的授業改善の意欲をかえって削いでしまう懸念や

その有効性に対する疑問の声も予測される。改善の方法としては、一律に強制的な制度を

課すよりも、教員が授業改善に自覚的に取り組むような慣習的な流れを学部全体で作り上

げることが必要であろう。 
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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 卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況 

ⅠＣ群 雇用主による卒業生の実績を評価させる仕組みの導入状況 

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 

【実態】【長所】 

 FD 活動の母体となる組織は、文学学術院カリキュラム委員会が該当する。カリキュラ

ム委員会では、語学カリキュラムは単年度ごとに見直し、広域科目Ⅰは、設置して２～３

年に１度全面的な見直しを行うこととなっており、その時期に該当する 2003 年度には広

域科目Ⅰ全科目の設置提案書の再提出を義務づけ、科目ごとに設置の主旨、授業内容、専

任・兼任の担当予定、授業評価方法、学生による授業アンケートの導入方法等について

チェックを行った。学生満足度調査については、2003 年度末に１年生と４年生全員を対

象に、基礎演習、基礎講義、語学科目、専修進級制度、および在学時の教育課程に対する

満足度調査を行った。その成果は、カリキュラム委員会において、学部改革の継続的審議

に反映されている。 

【問題点】【改善の方法】 

 問題点と改善の方法は以下のとおりである。 

① 専修専門科目の教育内容・方法に対するチェックについては、各専修に任されており、
学部全体でシステム化されていないこと。広域科目Ⅰで行っているような方式を応用

して、定期的な見直しを図ることが考えられる。 

② 2003 年度に行った大規模な学生満足度調査は、学部改革の必要に応じて行われたもの
で、経費と時間がかかることもあって制度化されたものではない。今後、定期的な実

施について検討する必要がある。 

③ カリキュラムの策定のみならず、各科目の教育内容・方式のチェックも担うカリキュ
ラム委員会の負担は、2002 年度に設置以来急速に増大の傾向にあり、その実務的作業

を支援するシステムを検討する必要があろう。 

 

（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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

 第一文学部で実施している授業形態には、演習、講義、実験・実習、語学、総合講座、

オンデマンド授業などがあり、多様な授業形態に応じて、授業方法の基本的枠組みは学部

全体で一定の合意があり、それを踏まえて、個々の教員は授業設計を行っている。演習と

実験・実習は専門的修練の核をなすもので、定員が定められ、学生は自発的に課題に取り

組み、調査、報告、議論を行うことが求められる。基礎語学の授業は、集中的な語学力の

習得を目的とし、週４回もしくは週３回の授業を各担当教員が連携して行っている。総合

講座は、文学部の特徴である人文科学の多様な分野を融合的に扱うもので、特定のテーマ

の下、複数の教員が交代で授業を行い、人文科学に対する広い視野を養うことが主旨であ

る。また、テーマに関連して社会の現場で活躍する人材を講師に招き、学生に大学教育と
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社会とのつながりやキャリアアップについて自覚させることも期待されている。また、講

義についても、学生の多様な関心を考慮した教養カリキュラムの改革や、授業形態自体の

多様化により、ひところ批判された履修者数百人にも上るマスプロ授業は淘汰されている。 

【問題点】【改善の方法】 

 総合講座はその内容と授業方法の面で、学生に一定の満足を与えているが、複数の教員

が交代で講義するため、内容に連続性が欠け、講演の寄せ集めのようになるケースもある。

このため、１回分の講義のみを取り上げてレポートを書き、単位を取得してしまうような、

いわゆる「楽勝科目」と目される傾向もある。これについては、文学学術院カリキュラム

委員会で審議事項の対象となっており、総合講座を取りまとめるコーディネーターの管理

責任の明確化や、成績評価方法、レポートの課題の出し方、授業運営の方式等のチェック

についての強化が検討されている。 

 

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 

【理念・目的】 

 理念は、文学学術院で蓄積されてきた人文科学の豊富なコンテンツを、マルチメディア、

情報通信技術の有効利用によって教育の場に還元し、効果的な新しい教育スタイルの創造

および教育・研究の高度化に資することである。 

【実態】【長所】 

 2000 年度に文学部情報化教育の運営管理母体として、戸山リサーチセンター（TRC）を

設立した。本組織は、2001 年度より文部科学省の「学術フロンティア推進事業」に選定

され、インターネットを利用した双方向の研究授業（オンデマンド授業）を実施し、国内

外の協定大学とも一部遠隔授業を行っている。さらに、TRC の教育コンテンツ開発事業は、

人文科学分野ではあまり実践されない産学連携を積極的に推進している。その成果は、毎

年 TRC 主催の公開シンポジウムで報告され、また、授業の内容はテキスト、講義ノート、

資料集、ワークブックなどの形で出版されている。受講学生のアンケートによると、約８

割が満足していると回答し、その理由は、「いつでもどこでも受講できる」「講義を繰り返

して何度でも受講できる」こととしている。 

【問題点】【改善の方法】 

 現段階ではまだ実験授業の色彩が強く、授業でのマルチメディアの活用に対する教員

個々の認識や積極性にばらつきが見られる。2007 年度の学部再編後は、これまでの成果

を踏まえて、１年次必修の基礎講義をすべてオンデマンド化し、在学生への教育のみなら

ず、学部の教育研究およびその成果を積極的に外部発信していくことを図る。 

 

（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 

【理念・目的】 

 世界諸地域の人類の営為を研究・教育の対象とすることが本分である本学部においては、
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その教育理念そのものが国際化への対応と国際交流の推進を常に考えてきたものである。 

【実態】【長所】 

 外国研究を専門とする専修に偏ることなく、学生の海外への留学は盛んであり、早稲田

大学が海外の数多くの協定校と締結している派遣・交換留学プログラムや短期留学、北京

大学および復旦大学とのダブルディグリープログラムにも、本学部の学生は積極的に応募

し、採択されている。学生の間で実体験により専門を深め、国際化に対応しようとする意

識は高いといえる。また、文学部のカリキュラムの中で、海外での調査実習、研修プログ

ラム、また協定校との遠隔地授業などが実施されている。留学生についても、早稲田大学

の全学的な留学生受け入れの推進に合わせて積極的に受け入れている。 

【問題点】【改善の方法】 

 海外での実習や研修におけるコーディネートや引率は担当教員の積極性によるところが

大きく、負担も大きい。専修レベルでバックアップしているところもあるが、学部全体で

参加する学生・教員に対して支援システムを一層確立していくことが必要であろう。 

 

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 

ⅡＣ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 

【実態】【長所】 

 情報化検討委員会、大学院文学研究科『紀要』の発行、文学部・文学研究科共通ホーム

ページ TOWER によるデータベースの公開、大学院学生の同人誌に対する補助を挙げるこ

とができる。情報化検討委員会は、1996 年に戸山キャンパスに蓄積された豊かな学術情

報をデジタル化して、広く社会に公開する目的で立ち上がった。その後、当該委員会は

TRC の発足に伴って発展的に解消されたが、委員会に所属する多くの作業部会が作成した

全部で 30 本の DB は、現在も TOWER で公開されている。『紀要』は紀要委員会により毎年

４分冊を刊行しており、全国的にも高い評価を受けている。 

 

４ 学生の受け入れ 

（学生募集方法、入学者選抜方法） 

ⅠＡ群 大学・学部等の学生募集の方法、入学者選抜方法、殊に複数の入学者選抜方法

を採用している場合には、その各々の選抜方法の位置づけ等の適切性 

【理念・目的】 

 人文科学に対する向学意識の強い学生を確保することを目的とする。高等学校までに習

得すべき基本的な教養をしっかりと身につけた者であることが望ましい。また、多様な経

歴を有する入学志望者への対応も多様な学生の確保のために望ましいと考える。 

【実態】 

 2003 年度入学試験から大きな制度変更があり、一般入試のほかに、センター試験利用

入試、帰国生入試、外国学生入試、指定校推薦入試、附属・係属校推薦入試といった諸制

度による入学試験を実施している（帰国生入試は全学統一試験の結果によって学部が判定

を行った）。 

【長所】【問題点】 

 全体としての問題点は、一般的傾向としてある、近年の人文系学部への進学志望者の減
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少という現象への対応問題を指摘できる。 

 2003 年度入試からセンター試験利用入試を導入したことは、本学部の入試制度におい

て大きな変化であり、またその形態においては、学部設定の入試科目２科目の受験を課す

という、他学部・他大学の制度に比しても独自性を有するものであるが、この制度の導入

は、昨今の人文系学部の志望者減少傾向の中にあって、従来以上に広い受験者層の獲得に

つながるものであるとともに、受験生の立場からすれば、併願制度の利用によって、１回

の受験によって２回の判定を仰ぐことが可能な制度として、一定の成果を挙げているとい

える。 

 帰国生入試では、2003 年度入試から、全学統一試験を実施し、試験日もそれまでより

も早めたが、その年度以来、受験生はやや増加したものの、合格者に対して実際の入学者

が極端に少なくなるという現象を来した。入学生確保の観点からは、改善されるべき問題

点として、検討が迫られる。 

 指定校推薦については、1990 年代末以来、数度にわたって総枠の縮小が図られたが、

本学部入試において一定の実績のある高校に対して募集をかけるもので、受験勉強に縛ら

れない自主的な学習意欲を有する学生の確保につながる制度として成果を挙げている一方

で、実績を重視した指定校の選定にあたって、例年二、三の指定を外された高等学校から

苦情が寄せられる傾向があることは、問題点として指摘できる。 

【改善の方法】 

（本学部は、2006 年度入試で募集は停止するが、本学部の入試制度は、2007 年度から募

集が始まる「文学部」「文化構想学部」に基本的に継承されることとなっており、「改善の

方法」は、その新学部の入試制度をも見据えたコメントとして記す。） 

 人文系学部への志望者減に対する対応として、2003 年度入試における一般入試の科目

変更（小論文を廃し地歴を導入する）とセンター試験利用入試の導入を中心とする大きな

入試制度改革を実施した。改革初年度の 2003 年度入試においては、それが奏功し、前年

比で 1.53 倍の受験生増を見たが、2004、2005 年度は連続して漸減傾向にある。 

 帰国生入試の入学者の少なさは、入試制度の問題というよりは、海外生活経験のある該

入試による入学者が、入学後、その立場を有効に発揮する場がカリキュラム上必ずしも十

分に補償されていないことに起因するところが大きいように思われる。入試制度の点から

の再検討も含めて、より広い観点からも問題解決が図られるべき問題であろう。 

 指定校推薦に伴う相手校との信頼関係の問題は、入学実績を踏まえた制度である以上、

ある程度はやむをえない側面を有すると考えるが、選考基準の公開（現在は非公開）は、

相手校の理解を得るのに有効なひとつの手段である。 

 

（入学者受け入れ方針等） 

ⅠＡ群 入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 

ⅠＢ群 入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

【理念・目的】 

 前項のような学生を確保するために、人文科学を志す者に最低限必要な知識を習得して

いるかを入試で判定する。 

【実態】 
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 一般入試は外国語（英語、ドイツ語、フランス語から１科目）、国語、地歴（日本史、

世界史から１科目）の３科目を課している。帰国生入試は外国語、国語、小論文の３科目、

外国学生は筆記試験としては英語、日本語の２科目。指定校推薦入試では、高等学校での

学科成績と本学部志望理由書を判定材料とする。 

【長所】【問題点】【改善の方法】 

 上記の入試科目の設定は、今日の私立大学入試としては標準的なものといえるだろうが、

特に一般入試については、果たして志願者が人文科学の就学をどれだけ強く希望している

かをその得点だけから判断することは困難ではある。しかし、大量の志願者の中から判定

せざるをえない現状では、それ以上立ち入った調査の実施は事実上不可能でもあろう。 

 

（入学者選抜の仕組み） 

ⅠＢ群 入学者選抜試験実施体制の適切性 

ⅠＢ群 入学者選抜基準の透明性 

【理念・目的】 

 学部の理念に沿って、それを十分に理解する学部スタッフによって問題作成から試験当

日の対応に至るまで担当し、公正な判定の下に適切に入学者が選抜されるべきである。 

【実態】 

 各種入試の問題作成、試験監督、面接等には、学部全体を挙げて対応する体制が敷かれ

ている。２科目からの選択となっている一般入試の地歴（日本史、世界史）については、

得点調整の制度を設けている。不合格者には得点および合格最低点を公開している。また、

制度自体の諸問題については、入試制度検討委員会が構成され、必要に応じて教授会への

提言を行っている。 

【長所】【問題点】 

 問題作成も含めて学部スタッフ全体が総力態勢で臨んでいる本学部のあり方は、他大

学・他学部に比しても充実したものがあるといえる。合格者への得点等の開示は、判定が

公正に行われていることを外部に示す役割をも果たしていよう。 

【改善の方法】 

 現在、一般入試の地歴科目で、日本史と世界史の選択者間で不公平を生じさせないため

に得点調整の制度を導入しているが、より公平を期すために、他科目（外国語、国語）を

も視野に入れた得点調整のあり方を検討する余地は残されている。 

 

（入学者選抜方法の検証） 

ⅠＢ群 各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 

【理念・目的】 

 学生受け入れの理念に沿った適切な選抜ができる態勢を整える。 

【実態】 

 入試制度のあり方について専門的に検討する組織として入試制度検討委員会が置かれて

いる。 

【長所】【問題点】 

 入試制度検討委員会が恒常的に設置されていることで、時々の入試制度に関する大小さ
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まざまな問題になるべく迅速に対応できるような態勢が整えられている。科目の出題に関

しては、すでに出題されたものについて反省的に検証する場が制度的には整っていない点

は、検討の余地がある（出題科目ごとに個別に反省会を行っている場合もある）。 

【改善の方法】 

 入試に関するさまざまな点に意識を配り、適切な実施が行われているか、制度疲労の弊

害を来していないかを検証しつつ、適切な改善を図っていくべきだろう。 

 

（定員管理） 

ⅠＡ群 学生収容定員と在籍学生数、(編)入学定員と入学者数の比率の適切性 

ⅠＡ群 定員超過の著しい学部・学科等における定員適正化に向けた努力の状況 

ⅠＢ群 定員充足率の確認の上に立った組織改組、定員変更の可能性を検証する仕組み

の導入状況 

【理念・目的】 

 学生が適切な就学状況を維持するためにも、また学部経営の観点からも、定員に近い入

学者を確保する必要がある。 

【実態】 

 2001～2005 年度の募集定員に対する実際の入学者の割合は、1.16～1.29 倍の範囲と

なっている。 

【長所】【問題点】 

 一般入試における合格者判定では、それまでの諸入試制度によって入学が予定されてい

る人員を見据えつつ、実際にどの程度の人数が入学してくるかを予想しながら合格を判定

する作業を行っている。諸データを勘案しつつ行っているが、年度による手続き率の変動

もあり、見極め作業には困難がつきまとう。経営の観点から定員を割り込むことも避ける

必要があり、例年、多少定員を超過する入学者を受け入れざるをえないのが実際である。 

【改善の方法】 

 従来、本学部では補欠合格を出さないことを前提に判定を行ってきているが、2006 年

度入試からは、補欠合格を出しやすい態勢をとることで、従来に比較すると正規合格者を

必要以上に多く出さないように、なるべく理想的な入学者数に収めるべく、新態勢で臨む

ことが決まっている。 

 

（編入学者、退学者） 

ⅠＡ群 退学者の状況と退学理由の把握状況 

【理念・目的】 

 編入学については、多様な教養を習得することを希望する者を受け入れる態勢を整える。

退学者については、その理由をできうる限り調査し、必要があれば今後の学生対応に生か

していく態勢で臨む。 

【実態】 

 受け入れに定員的な余裕がある専修を中心に、転部・学士入学者を受け入れている。退

学者については、さまざまな要因による就学意欲の低下や精神的な疾患などを理由とする

場合が少なくない。深刻な事態に至る前に学部としても対応できるよう、新入生に関して
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授業出席率の低い者への学部教務よりの問い合わせ、成績不振者についての保証人への通

知などを 2003 年度ごろから積極的に実施しつつある。 

【長所】【問題点】 

 大所帯の学部のため、学部としてきめ細かな学生へのケアを行うことはなかなか難しい。

その中でも、実効性のある対応方法を徐々に模索している最中である。 

【改善の方法】 

 学生生活にとって有効に機能しうるクラス担任制度の充実など、学部カリキュラム全体

とかかわらせた対応があって然るべきかもしれない。 

 

５ 教員組織 

（教員組織） 

ⅠＡ群 学部・学科等の理念・目的並びに教育課程の種類・性格、学生数との関係にお

ける当該学部の教員組織の適切性 

【実態】【長所】 

 第一文学部は一学科（総合人文学科）の下に 19 専修が置かれ、教員はいずれかの専修

に所属している。 

【問題点】【改善の方法】 

 本項目に関して問題と思われるのは、専修ごとに、教員１人当たりの学生数（SF 比

率）に大きな開きがある点である。特に人文専修と文芸専修については、各専修からの教

員が出向することによって発足したという経緯があったとはいえ、いまだ他専修に比べて

顕著に教員数は少なく、SF 比率の高い外国文学関連の専修などと調整を図って格差を解

消する必要があり、若干ではあるが徐々に移動を行う教員が出てきているところである。 

 

ⅠＡ群 主要な授業科目への専任教員の配置状況 

ⅠＡ群 教員組織における専任、兼任の比率の適切性 

【実態】【長所】 

 第一文学部では教授会の互選委員を中心とする人事委員会が、教員の募集・任免・昇格

について統括し、その決定を教授会で決定するという一元的な運用がなされている。退職

者などによる新規募集枠について人事要望を学部内で募り、教授会で新規募集の分野を決

定、その後各人事案件について関係領域以外の教員を委員の過半数とする人事審査委員会

を作り、その下で募集および選考を行ったうえで、決定した候補者について教授会で協議

承認する、というシステムは、専修による人事枠の既得権化を防ぎ、教員人事の弾力化と

徹底した公平化・透明化を実現したという点で大いに評価されるべきものと思われる。昇

格についても同様に人事委員会が統括している。 

 

ⅠＡ群 教員組織における専任、兼任の比率の適切性 

【実態】 

 専門科目における専兼比率は 84％であり、他学部と比較して遜色はないが、教養教育

における比率は 35％にとどまっており、改善の必要がある。 

【問題点】【改善の方法】 
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 教養教育の専兼比率の低さには、他学部と異なって、教養教育を担当する専任教員が

存在せず、外国語についても外国文学関係専修所属の担当教員が教養系科目である外国

語科目も担当するという建前になっていながら、専修によっては、専門科目を担当する

ことを優先して外国語担当を非常勤講師に委ねる傾向があることが大きな要因として認

められる。改善策として、専任教員が持ちコマ数を増やし、その中で適切な割合を教養

系科目に充てることが求められる。 

 

ⅠＡ群 教員組織の年齢構成の適切性 

【実態】 

 第一文学部では、専任教員の年齢構成を５歳区切りで見ると、51～55 歳の 17％を頂点

として双方に裾野の広い山型の分布をなしている。全体として見た場合は特に問題はない

が、これを各専修で見た場合は、近い年齢に多数の教員が集中するなど好ましくない状況

は認められる。学部全体で行われる人事募集において、その点まで配慮する必要があるだ

ろう。 

 

ⅠＢ群 教育課程編成の目的を具体的に実現するための教員間における連絡調整の状況

とその妥当性 

【実態】 

 第一文学部では、専門教育については 19 専修がそれぞれ一定の科目数を保証されて独

自のカリキュラムを運営してきたが、その独立性が既得権化して、学部全体における有機

的かつ柔軟な教育課程編成を妨げる弊害がかつて認められた。 

 これに対して、現在専修主任会とは別に、カリキュラム委員会（教授会での互選によっ

て委員を選出するもの）を設け、教養科目と共通科目については、その設置等について専

修を超えた立場から検討・決定することが可能になっている。今後は、この委員会の権能

を高めることで、各専修における科目設置や課程編成についても、一定の合理的な基準を

導入し、学部全体で調整を図ることが求められる。 

 

（教育研究支援職員） 

ⅠＡ群 実験・実習を伴う教育、外国語教育、情報処理関連教育等を実施するための人

的補助体制の整備状況と人員配置の適切性 

ⅠＣ群 ティーチング・アシスタントの制度化の状況とその活用の適切性 

【実態】【長所】 

 第一文学部では、第二文学部を兼担する形で現在心理学実験室に２人、史学資料室に１

人の実験・実習支援嘱託が置かれ、また情報処理関連教育については、マルチメディア準

備室などに３人の嘱託が常駐している。このほか心理学、考古学、社会学などに支援・補

助およびインストラクターとして 27 人の TA、および情報関係にも 26 人の TA が配置され

ている。総体的に嘱託の増員が求められるが、配置については特に問題は認められない。 

 

ⅠＡ群 教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

【実態】【長所】 
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 専門教育にかかわる支援嘱託については、専修運営の中で、所属専任教員との間で十分

な連携が円滑に行われている。また情報処理関連についても、事務センターとの綿密な連

携の下に満足できる支援体制が整っている。 

 

（教員の募集・任免・昇格に対する基準・手続） 

ⅠＡ群 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 

【実態】【長所】 

 第一文学部では学術院体制への移行に合わせて、教授会の互選委員を中心とする人事委

員会が、教員の募集・任免・昇格について統括し、その決定を教授会で決定するという一

元的な運用がなされている。退職者などによる新規募集枠について人事要望を公募し、教

授会で新規募集の分野を決定、その後各人事案件について関係領域以外の教員を委員の過

半数とする人事審査委員会を作り、その下で募集および選考を行い、決定した候補者につ

いて教授会で協議決定する、というシステムは、専修による人事枠の既得権化を防ぎ、教

員人事の弾力化と徹底した公平化・透明化を実現したという点で大いに評価されるべきも

のと思われる。昇格についても同様に人事委員会が統括している。 

 

ⅠＢ群 教員選考基準と手続の明確化 

【実態】【長所】 

 人事委員会の統括の下、各人事審査委員会はその選考過程と選考結果について教授会に

対して詳細な説明を行い、さらにそのうえで承認を得る手順となっており、明確化は十分

に果たされている。 

 

ⅠＢ群 教員選考手続における公募制の導入状況とその運用の適切性 

【実態】【長所】 

 専任教員の新規採用については、小説家など職業的専門性の高い場合を除いて、すべて

公募によって行われている。人事選考にかかわる教員の負担は非常に大きいが、教員選考

基準の平準化を促し、人事の透明性を著しく高めた点は大いに評価できる。 

 

（教育研究活動の評価） 

ⅠＢ群 教員の教育研究活動についての評価方法とその有効性 

【実態】 

 学生による教員授業評価システムはあるが、第一文学部においてはシステムの活用につ

いては各教員の自由に任されている。研究活動については、全学的な研究データベースに

よって公開性は高まっているが、昇格時に人事委員会で研究実績が検討の材料となるほか

は、具体的な評価はなされていない。 

【問題点】 

 授業評価については学部設置の全授業について評価を義務づけることも視野に入れた改

革が必要となっている。また、教授昇格以降における研究実績についても実効的なチェッ

ク制度がないため、今後の検討課題となる。 
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ⅠＢ群 教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性 

【実態】【長所】 

 教員選考（新規採用）においては、原則的に公募が実施されているために、教育研究能

力・実績については常に複数の候補者について詳細な比較検討がなされている。また、専

門分野外の教員もその審査に加わることで、研究実績についてもかなり平準化された評価

基準が適用されており、総体的に適切な配慮がなされている。 

 

６ 研究活動と研究環境 

 

 教員は文学学術院に所属し、拠点を文学学術院にもちながら研究活動を行っている。こ

のことに基づき、研究活動と研究環境については、学術院の教員として記述する。 

 

（１）研究活動 

（研究活動） 

ⅠＡ群 論文等研究成果の発表状況 

ⅡＡ群 論文等研究成果の発表状況 

【理念・目的】 

 研究活動は学術院の誇りであり、それを教育活動に生かして、さらなる発展を期するう

えにも、おろそかにできないものである。 

【実態】【長所】 

 文学学術院の研究成果の発表状況は、その内容が多岐にわたり、一律に比較して議論す

ることはできない。しかし、研究業績を大きく「著書・論文」「翻訳」「その他」に大別し

て研究成果の発表件数を比較すればおよその傾向はつかむことができよう。ここではさら

に、学会などでの研究発表を業績のうちに数えて記載しているデータの中から、「海外に

おける研究発表」件数も抜き出してカウントしてみた。別表（p.Ⅲ-03-32）の数字は、

「研究者データベース」に記載されたデータ（2000.5.1～2005.4.30）について、第一文

学部の専修別に集計したものである（第二文学部専任の教員は別に欄を設けた）。もちろ

ん教員全員が入力したわけではないから厳密なものとはいえない。 

 それによると、2005 年 11 月現在文学学術院に所属する教員 183 人（文学研究科のみに

所属する者は除く。以下同様）が過去５年間の研究業績として記載した件数は 2,990 件

である。単純計算すれば、５年間の業績として１人当たり 16.3 件を記載し、１年間に一

人３～４件の業績を残していることになる。未記載分を考慮すれば、数字はもう少し大き

くなろう。 

「著書・論文」は特に日本文学専修・日本史専修の教員に多い。これは、研究分野が

自国の言語・文学・歴史であること、またその研究対象が主として文献資料であることと

無関係ではないであろう。「翻訳」は、予想どおり外国文学を研究対象とする専修所属の

教員に多いが、もちろんそれだけに限られるわけではない。「その他」については、いろ

いろな場合があろうが、例えば心理学専修の教員は「学会報告」が極めて多く、また美術

史学専修の教員には「評論」として研究業績を多くもつ者がいる。演劇･映像専修の教員

には「書評・論評・解説・評論」といった業績が目立ち、考古学専修の教員に「調査報
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告」が多いのも、それぞれの学問の特殊性であろう。 

【問題点】 

全体として見れば、研究業績件数は決して少なくはない。しかし、研究者データベー

スに記載していない教員が多いことが、この種の点検の障害になっている。研究業績とい

うもののとらえ方が、文学学術院の教員それぞれに異なっているものと思われる。 

学術賞の受賞件数は５年間で 11 件、海外での研究発表件数も同じく 33 件が報告され

ている（記載漏れが多いか）が、文学学術院の実力からすればまだまだ活躍できるはずで

ある。教員の取得学位数も、今後さらに増えることが予想される。 

【改善の方法】 

 研究業績は、研究環境（時間、施設、資金など）の整備によってさらに件数が増えると

思われる。特に研究時間の確保は切実な問題であろう。また、それぞれの学問の性質が変

容していく中で、実験・実習的性格を新たに加えた領域も増えている。研究室の広さや機

器類の充実などに、大学としても対応する必要がある。 

 

ⅠＣ群 国内外の学会での活動状況 

ⅡＣ群 国内外の学会での活動状況 

【理念・目的】 

 質の高い研究業績を背景にそれぞれの学会において役員として活躍することは、早稲田

大学の研究・教育レベルの向上にも資するところが大きく、また早稲田大学の評価を高く

するものである。 

【実態】【長所】 

 過去５年間に、それぞれの学会で何らかの役員を経験した人数は 183 人中 71 人である。

役員といっても学会の代表や理事、評議員、委員などさまざまであり、年齢や慣習などの

点で学会それぞれの事情も関係するから一概には比較できないが、仮にこの数字を国内学

界での早稲田大学の地位を表す指標と見るならば、少なくとも東洋哲学、心理学、日本文

学、東洋史学などに関連する学界においては、早稲田大学は一定の評価を受けているもの

とみられる。 

【問題点】 

 学会での活動は研究業績に裏づけられたものであるから、研究環境が整えられることが

肝要である。また、年間の学会出張補助費も、国内の場合はほぼ１回相当の金額であるか

ら、それだけでは複数の学会に出席する余裕などない。 

【改善の方法】 

 学会出張補助費の増額、または、それぞれの申請によって傾斜的に配分することも検討

されてよい。このほか研究環境の改善については別項に記す。 

 

ⅠＣ群 当該学部として特筆すべき研究分野での研究活動状況 

ⅡＣ群 当該大学院・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況 

【理念・目的】 

本学部草創以来の研究の伝統と蓄積、および専任教員を中心とする現有人員個々によ

る研究の実績を有機的に結合して、本学術院ならではの特色ある研究分野を発展的に継承、
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あるいは再構築し、研究活動を活性化することが望まれる。各教員の個人研究を推進する

と同時に、社会からの要請が高い先進的かつ学際的な研究を集中的に行うための研究組織

の適切な整備と運営を行う。一例として、2000 年度より専任教員を中心として本学に設

立され総合研究機構において統括されているプロジェクト研究所のうち、本学術院を拠点

とする 18 研究所（2005 年９月現在）を核として、そのネットワークと活動実績を生かし

つつ、競争的外部研究費によってより高度で独創的な学際研究の展開を目指す。 

【実態】【長所】 

本学術院における研究活動の様態には、個人研究、本学術院教員ないしは本大学教員

による共同研究、他の大学や研究機関等との共同研究があるが、研究分野や方法等におい

て本学術院ならではの特筆すべき研究活動は、研究プロジェクト単位で時限的に設置され

ているプロジェクト研究所の活動に、具体例の一端を見ることができる。 

本学術院を拠点として活動している 18 のプロジェクト研究所は、以下のとおりである。 

 

アジア歴史文化研究所（深谷克己文学学術院教授） 

サイバーレクチャー研究所（井桁貞義文学学術院教授） 

シルクロード調査研究所（岡内三真文学学術院教授） 

ヨーロッパ文明史研究所（井内敏夫文学学術院教授） 

ラオス地域人類学研究所（西村正雄文学学術院教授） 

感性文化研究所（佐々木雅發文学学術院教授） 

近世儒学研究所（土田健次郎文学学術院教授） 

古代文学比較文学研究所（陣野英則文学学術院助教授） 

水稲文化研究所（海老沢衷文学学術院教授） 

先史考古学研究所（高橋龍三郎文学学術院教授） 

地域社会と危機管理研究所（浦野正樹文学学術院教授） 

地中海研究所（小林雅夫文学学術院教授） 

中国語教育総合研究所（楊達文学学術院教授） 

長江流域文化研究所（工藤元男文学学術院教授） 

道空間研究所（長田攻一文学学術院教授） 

奈良美術研究所（大橋一章文学学術院教授） 

比較考古学研究所（菊池徹夫文学学術院教授） 

臨床健康心理学研究所（織田正美文学学術院教授）     

 

これらは次の５つの学系に分けることができる。社会系として、地域社会と危機管理

研究所、道空間研究所、臨床健康心理学研究所。「アジア」学系として、奈良美術研究所、

シルクロード調査研究所、長江流域文化研究所、近世儒学研究所、ラオス地域人類学研究

所、水稲文化研究所、アジア歴史文化研究所、自由民権研究所、先史考古学研究所。比較

文化学系として、比較考古学研究所、古代文学比較文学研究所、感性文化研究所。ヨー

ロッパ研究系として、地中海研究所、ヨーロッパ文明史研究所。教育法研究系として、サ

イバーレクチャー研究所、中国語教育総合研究所。 

 これらをより学際的な研究課題の下に連結・統合して、文学学術院が拠点となって当該
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５年間に活動を行っている主な研究プログラムに、文部科学省私立大学学術研究高度化推

進事業 学術フロンティア推進事業「早稲田大学文学部戸山リサーチセンター（TRC）」

と、文部科学省 21 世紀 COE プログラム「アジア地域文化エンハンシング研究センター」

がある。これらの具体的内容については次項に記述する。 

【問題点】 

大型外部資金を得て組織・運営されている研究プロジェクトに対しては、大学から諸

条件の整備―すなわち客員研究助手の任用、研究スペースの手当て、事業推進担当者等の

授業負担の軽減などの措置が図られているが、研究組織の中心的メンバーの多くが教務な

ど学務上の重責を担っている状況であり、まとまった研究時間の確保にはなお困難がある。

また、個人研究を基本的スタイルとする人文科学系においては、必ずしも上記のような共

同研究プロジェクトへの参加が望ましいとは限らないものの、専門分野によってはこのよ

うな研究環境や経費助成の機会を得にくい場合があるため、結果的に本学術院所属教員の

間にある種の不平等が生じている。さらに言えば、理工学系を主対象とした制度を適用さ

れるうえでの困難、例えばノルマ主義的な競争原理の導入により、人文科学系ならではの

息の長い研究期間を必要とする課題や活動が抑止される懸念がある。 

【改善の方法】 

 本学術院の資源や特質を生かした組織的な研究プログラムは、各種の競争的大型外部研

究費の獲得を含めて、今後も積極的に推進すべきであるが、併せて意義の高い個人研究や

長期間を要する研究課題に対する支援体制を模索していく必要がある。 

 

ⅠＣ群 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 

ⅡＣ群 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 

【理念・目的】 

 より高度な研究レベルを維持し、それを通常の授業や研究指導に生かしていくために、

外部の競争的資金を獲得するとともに、学内にも機能的な研究組織を構築していくことが

必要である。 

【実態】【長所】 

大型の研究助成を得て行われる主な研究プロジェクトに、文部科学省私立大学学術研

究高度化推進事業学術フロンティア推進事業「早稲田大学文学部戸山リサーチセンター

（TRC）」と、文部科学省 21 世紀 COE プログラム「アジア地域文化エンハンシング研究セ

ンター」がある。 

①早稲田大学文学部戸山リサーチセンター（TRC） 

2001 年度に文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業 学術フロンティア推進事業

として選定された研究組織である。戸山キャンパスにある文学研究科を中心に、遠隔協調

学習システムによる効果的な新しい教育スタイルの創造および研究教育の高度化に資する

ことを目的とし、同キャンパスに設置されたプロジェクト研究所を統合し研究活動を推進

している。2005 年までの５年間で、早稲田大学文学研究科、第一文学部、第二文学部の

授業において、特にインターネット・オンデマンド型方式による遠隔協調型授業を TRC

研究授業として実施することにより、実践的な研究を行っている。人文科学におけるマル

チメディア、情報通信技術の教育利用に関する研究内容と活動実績については、本学内の



Ⅲ－03－ 26

みならず他大学に先駆けたもので、中間評価においてダブル A という高い評価を受けた。

具体的な成果は、公開シンポジウム、出版物、ホームページなどで随時公開している。 

②文部科学省 21 世紀 COE プログラム「アジア地域文化エンハンシング研究センター」 

2002 年度に文部科学省 21 世紀 COE プログラムとして選定された研究組織である。本学

術院を拠点として活動しているアジア関係の８つのプロジェクト研究所（奈良美術研究所、

長江流域文化研究所、中国古籍文化研究所、朝鮮文化研究所、水稲文化研究所、モンゴル

研究所、シルクロード調査研究所、ラオス地域人類学研究所）で構成され、本学術院のう

ちアジアに関係する６つの専攻（東洋史、日本史、東洋哲学、美術史、中国文学、考古学、

日本語日本文化）に所属する 21 人の専任教員が、事業推進担当者として組織されている。

2004 年度の中間審査を経て、2006 年度まで５年間継続する研究拠点形成活動である。研

究の課題と内容は、アジア文化研究としての地域文化学の構築にある。すなわち、20 世

紀のアジア学の蓄積を批判的に継承しつつ、それを学際的学問領域として確立し、そこか

ら新たなアジア像を提起すること、およびその学問的営為の継続を可能とする大学の研

究・教育システムの確立を目指している。具体的な活動としては、四川モデルの構築を担

当する組、地域文化への応用を行う組、理論モデルの検証にあたる組がそれぞれ研究成果

を持ち寄る毎月の定例研究会、四川研究会、毎年秋に開催する国際シンポジウムをはじめ、

各チームがシンポジウムや公開講演会を活発に開くとともに、国内外から客員教員、客員

研究員を招聘して共同研究を行っている。成果は出版物、ニュースレター、ホームページ

などで随時公開している。 

 上記の２つの研究組織による研究プログラムとは別に、主に科学研究費や学内の特定課

題研究補助費を得て、個別の研究プログラムが推進されている。科学研究費（2000～

2004 年度）の採択件数（助手および退職教員分は除く）は延べ 106 件である。学内の特

定課題研究補助費は制度が変化したので 2000 年度以降の採択数を単純に比較できないが、

2005 年度に限って言えば、文学学術院の採択数（助手は除く）は、特定 A（一般・新

任）が９件、特定 Bが 22 件、特定 B（奨励）が 12 件であった。 

【問題点】 

 文学学術院内であっても、教員相互の研究協力体制は十分とはいえない。研究・教育上

の交流も、戸山リサーチセンター（TRC）の活動などを通して、ようやく始まったところ

である。 

 一人ひとりの学問レベルの向上は教員それぞれがよく自覚するところであり、そのよう

な個人研究として外部の競争的研究資金を獲得すべく計画が練られることは多い。しかし、

共同研究を組織して研究助成を得るとなると、その研究によって達せられる成果よりも、

組織運営の負担の方が、現状では相当に大きいのではないかと思われる。 

【改善の方法】 

 教員個々の努力はもちろんであるが、今後大きな成果を挙げることが期待される共同研

究テーマの選定ならびに研究組織の運営について、大学の技術的・資金的な支援がさらに

望まれる。 

 

（研究における国際連携） 

ⅠＣ群 国際的な共同研究への参加状況 
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ⅠＣ群 海外研究拠点の設置状況 

ⅡＣ群 国際的な共同研究への参加状況 

ⅡＣ群 海外研究拠点の設置状況 

【理念・目的】 

 国際的な共同研究を組織的に展開することは必要なことであり、今後の学問的発展のた

めにもぜひ推進すべきものである。 

【実態】【長所】 

 文学学術院では、特に COE プログラムの採択以来、アジア地域を中心とした国際的な

共同研究が定着しつつある。しかし、2000～2004 年度に限って見たとき、本学で開催さ

れた文学学術院関係の国際会議は以下の４件（国際会議開催助成費採択課題）のみであっ

て、決して多いとはいえない。海外研究拠点も特に設置していない。 

 

 第１回中国史学国際会議（2000 年９月、６カ国 310 人、同実行委員会主催、学内代表

者：福井重雅文学学術院教授） 

 シルクロード国際シンポジウム（2001 年 11 月、３カ国 166 人、早稲田大学シルクロー

ド調査研究所主催、学内代表者：岡内三真文学学術院教授） 

 アルフレッド・シュッツと知的パートナーたち（2004 年４月、７カ国 93 人、早稲田大

学シュッツ文庫主催、学内代表者：那須 壽 文学学術院教授） 

 第２回障害学生の高等教育国際会議（2005 年３月、12 カ国 160 人、同実行委員会主催、

学内代表者：鈴木陽子文学学術院教授<当時>） 

 

【問題点】 

 国際的な共同研究は、個人の力では及ばないことが多く、組織的な支援が求められる。

本学の場合は支援体制が徐々に整いつつあるが、頻繁に共同研究を主催したり、国際会議

を開催したりするには、まだ環境が十分整っていないところもあるのではないか。いずれ

海外研究拠点となるであろう海外機関との組織的な交流が進めば、その発展としての共同

研究も計画されやすくなるであろう。 

 その一方で、共同研究に適した学問分野の開拓や既存学問の質的向上などにも努めなけ

ればならない。 

【改善の方法】 

 教員個々の学問的な向上はもちろんであるが、大学が組織的に研究教育上の提携大学を

海外に求め、学生の授業単位互換制度の整備や教員の人事交流などを図れば、おのずと国

際共同研究への道は開けてくるであろう。 

 

（教育研究組織単位間の研究上の連携） 

ⅠＡ群 附置研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

ⅠＣ群 大学共同利用機関、学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係 

ⅡＡ群 附置研究所とこれを設置する大学・大学院との関係 

ⅡＣ群 大学共同利用機関、学内共同利用施設等とこれが置かれる大学・大学院との関係 

【理念・目的】 
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 文学学術院のある戸山キャンパスには早稲田大学戸山図書館があり、学習図書館および

研究図書館としての機能を併せもつ施設として有効に機能しているが、これをさらに研究

教育上に生かせるよう工夫を続けていく必要がある。 

【実態】【長所】 

 文学学術院には、特に付置研究所として記述すべきものはない。学内共同利用施設とし

ては、戸山図書館がある。 

 戸山図書館は、戸山キャンパス設置の図書館として蔵書数 30 万冊を数え、その内容も

ほぼ満足すべきものである。学習図書、研究図書だけでなく逐次刊行物もよく揃えており、

中央図書館を補完する意味で有効であることは言うをまたない。 

【問題点】 

 学部再編などによって専修室配架の図書・雑誌が多く移管されることが予想されるが、

それに対応して書庫の増築など、今後の対応が心配される。 

 また、CD-ROM などの電子データがまだ十分に揃っているとはいえない。それらを閲覧

するための PC 設置スペースの拡大など検討すべきことは多々ある。 

【改善の方法】 

戸山図書館運営委員会で継続的に検討され、予算措置の講じられることが望まれる。 

 

（２）研究環境 

（経常的な研究条件の整備） 

ⅠＡ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 

ⅡＡ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 

【理念・目的】 

 本学は、日常的な研究活動の充実・促進のために、専任教員（専任扱い教員を含む）に

は生活費としての給与とは別に、個人研究費、研究旅費を一律に配分している。 

【実態】【長所】 

 専任教員には一律に、個人研究費として 42 万 3,000 円が配分されている。使途範囲は、

個人の日常的な研究活動に必要と認められるものとする。このほかに 1 人当たり複写代

補助費 3,000 円、学会出張補助費９万円が予算化されている。また、該当者の申請に

よって支出されるものに、海外学会発表補助費（発表者として参加の場合のみ）11 万円

がある。これにより、科学研究費などの研究資金を獲得できない場合でも、研究活動に一

定の経費的保障が得られるため、計画的な研究の持続が可能である。また、他の競争的研

究資金とは異なり、課題を限定せず幅広い研究活動に使用できる点で、使いやすい経費と

いえる。個人研究費および複写代補助費については毎年、百パーセント執行されている。

また学会出張補助費については 2004 年度を例に見ると 184 件で 48.7％、海外学会出張補

助費は 28 件で 98.9％の執行率である。 

【問題点】 

 科学研究費補助金などの研究資金を獲得せず、個人研究費のみで研究活動を進めるには

十分な額とはいえない。 

 

ⅠＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 
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ⅡＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

【理念・目的】 

教員研究室は、専任教員の研究活動と学生指導の場として必須である。 

【実態】【長所】 

現在、在籍の文学学術院専任教員（専任扱い教員７人を含む）184 人全員に個人研究室

が割り当てられている。床面積は、文学部第一研究棟（３３号館）では１部屋当たり 17

㎡、第二研究棟（39 号館）では 17.3 ㎡である。このほかに、21 世紀 COE プログラム等

による任期制客員教員・客員研究員が１～２人でシェアして使用する教員研究室として、

36 号館８階個人研究室（19.38 ㎡）など数室が用意されている。各個人研究室には、情

報コンセント、エアコン、電話器、書架、デスク、椅子等の基本備品が設置され、定期清

掃をはじめ各種のメンテナンス、書棚類の地震対策が定期的に実施されている。 

【問題点】 

学内他箇所や他大学に比しても狭小であり、十分な研究活動や学生指導を行うのに困

難な状況であると言わざるをえない。 

【改善の方法】 

 戸山キャンパスの長期的な整備計画の中で見直しを図っていく。 

 

ⅠＡ群 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

ⅠＡ群 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

ⅡＡ群 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

ⅡＡ群 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

【理念・目的】 

 研究の推進・深化とその成果の普及のために、研究時間と研修機会の確保は必須である。 

【実態】【長所】 

 研究活動に集中的に取り組むことのできる時間と場を保障する制度として、特別研究期

間制度を実施している。専任教員就任から５年を経過した年から定年の５年前までを適用

資格とし、前回の適用年から原則として５年以上の間隔を置けば、在職中に複数回適用を

受けることができる。制度の公平な適用と、一度にできるだけ多くの教員が機会を得られ

るよう配慮することを原則に、各人半年間の枠で応募することとし、応募状況によってさ

らに半年の期間延長が認められる。特別研究期間適用者には、その期間の授業代講のため

の非常勤講師を通年換算で１コマ分手当てすることが認められている。2000 年度から

2004 年度までの適用者は、毎年 11～12 人である。また、文部科学省 21 世紀 COE プログ

ラムによるアジア地域文化エンハンシング研究センターでの研究活動に従事している事業

推進担当者（専任教員 21 人からなる）については、大学から授業代講のための非常勤講

師枠を一定数手当てされており、各研究チームの中心となる担当者に対して通年換算で１

コマ分を配分している。 

【問題点】 

 特別研究期間制度の運用については、各専攻専修間および各教員個人間で適用実績のば

らつきが大きく、公平に運用できているとは言いがたい。その原因としては、専攻専修内

におけるカリキュラム運営や学生指導等の都合により、実際に応募できる条件がなかなか
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得られない場合や、教務や箇所長、各種委員会等での学務従事者が、職務の任期と所属専

攻専修でのローテーションの齟齬から応募できない場合などが挙げられる。 

【改善の方法】 

 研究時間の確保のためには、専任教員、非常勤教員、助手の増員や配置の検討、会議や

各種学事関係業務等の合理化に努める必要がある。 

 

ⅠＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

ⅡＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

【理念・目的】 

共同研究活動をより一層充実するために、共同研究費の有効な活用を図ることが必要

である。 

【実態】【長所】 

文学学術院において共同研究を行っている最も代表的な研究組織が、早稲田大学文学

部戸山リサーチセンター（TRC）と、文部科学省 21 世紀 COE プログラム「アジア地域文

化エンハンシング研究センター」である。ここでは予算措置されている研究費を、研究組

織の構成員および各プロジェクト研究所に、当該年度の研究計画や前年度の活動実績の計

数比例に応じて、運営会議で合議のうえ傾斜配分している。一律配分に比して構成チーム

間での競争原理が働くことから、共同研究がより活性化する効果が上がっているといえよ

う。 

【問題点】 

 研究費配分のための活動実績のポイント制は、一方ではストレスも小さくない。 

【改善の方法】 

 共同研究費の有効活用という意味では実効性がある制度であるため、継続的に運用しな

がら、長期的な視野で問題点を見極めることが望まれる。 

 

（競争的な研究環境創出のための措置） 

ⅠＣ群 科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 

ⅡＣ群 科学研究費補助金及び研究助成財団などへの研究助成金の申請とその採択の状況 

【理念・目的】 

研究活動の一層の活性化と深化を促進するための措置として、科学研究費補助金およ

び学内外の競争的研究助成金への申請が、専任教員全員に奨励される。 

【実態】【長所】 

 文学学術院における 2000 年度から 2004 年度までの文部科学省科学研究費補助金の交

付件数は合計 106 件、交付総額は４億 9,830 万円である。新規採択件数は、2000 年度は

基盤研究 B１件、同 C７件、萌芽研究１件、奨励研究２件。2001 年度は特定領域１件、基

盤 A２件、同 B４件、同 C15 件、奨励研究５件。2002 年度は基盤 A１件、同 B４件、同 C

７件、若手研究５件。2003 年度は基盤 A１件、同 B４件、同 C18 件 M、若手研究 10 件。

2004 年度は基盤 A１件、同 C15 件、若手研究２件であり、５年間で合計延べ 106 人の専

任教員・助手が獲得している。特に 2003 年度からは学内の特定課題研究費の制度が改正

され、同経費への応募に際しては科学研究費補助金に申請していることを必須条件とする
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こととなったため、申請状況は活性化している。申請書類作成時におけるアルバイトの手

当てや、文学学術院事務所担当者から懇切な助言や督促が適時与えられるなど、学内の支

援体制も過去に比してこの５年間で格段に充実している。専修別に見ると、社会学専修所

属教員の採択率（採択件数／教員数）が最も高く、東洋哲学専修、東洋史学専修、考古学

専修がこれに続く。総じて哲学・史学系の採択率が高く、文学系は低い。 

このほか、2001 年度には文部科学省 21 世紀 COE プログラムへの申請１件（「アジア地

域文化エンハンシング研究センター」）が採択され、2006 年度まで５年間の計画で研究活

動が進められている。 

【問題点】 

 教員の通常の授業負担に加えて学事関係業務の負担が増大しつつあり、これらと研究費

の申請や成果報告書作成の時間的両立が困難であるなどの理由で、申請を見送ったり、よ

り小規模な研究種目を選んだりするケースが少なくない。また、不採択の原因が、同様の

理由による準備不足にあるケースが想定される。 

【改善の方法】 

 抜本的には、専任教員、非常勤教員、助手の増員や配置の検討、会議や各種学事関係業

務等の合理化を目指す必要がある。 

 

（研究上の成果の公表、発信・受信等） 

ⅠＣ群 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 

ⅠＣ群 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 

ⅡＣ群 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 

ⅡＣ群 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 

【理念・目的】 

本学は、教員および学生・院生による研究成果の公表を支援し、これを国内外に公表

する一方で、教員ならびに学生・院生が内外の研究情報を取得するうえにおいても多大な

便宜を図ってきた。文学学術院もその恩恵により、その研究活動を活性化させ、さらに多

くの成果が内外に公表されることが望まれる。 

【実態】【長所】 

現在、研究成果公表の場としては、『早稲田大学大学院文学研究科紀要』が毎年度１回、

500 万円前後の予算措置を講じ、全４分冊の形で滞ることなく発行されている。また、文

学学術院において活動している 13 学会（哲学会、東洋哲学会、心理学会、社会学会、国

文学会、中文学会、英文学会、仏文学会、独文学会、露文学会、演劇映像学会、史学会、

美術史学会）に対しては、それぞれに年額 71 万円の学術雑誌発行補助費が支給され、そ

の活動を支えている。 

また、大学からは貸与 PC が各教員に配付され、ウェブ上の研究情報の取得に格段の便

宜が与えられている。そのほか学術論文掲載補助費（文学学術院の 2000～2004 年度にお

ける申請件数 21）、学術出版補助費（同じく申請件数 61）も用意されており、申請件数

からわかるように文学学術院で有効に機能しているといえる。 

【問題点】 

問題点としては、ウェブ上に研究成果を公開する試みがまだ一部にとどまっているこ
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とが挙げられる。また、学術院内の各学会も決して経済的にゆとりがあるわけではない。

特に学部再編を控え、今後の学会運営を真剣に検討しなければならない段階にきていると

ころが少なくない。 

【改善の方法】 

改善方法として、大学からの技術支援、柔軟かつ効果的な資金援助がなされるよう期

待する。 

 
文学学術院 教員研究業績 

(2000.5.1-2005.4.30) 
      

            

所属

学会 
研究業績 

所属

一文

専修 

教

員

数 

学位

取得

者数 

科研

費 

採択

件数 

学術

賞受

賞件

数 

役員

経験

者数 

教育

業績

記載

件数

著書・

論文 

翻

訳

海

外

発

表

その

他 
計 

哲学 7 2 4 0 3 8 35 3 0 18 56 

東哲 6 4 5 0 5 9 72 3 0 67 142 

心理 12 6 7 2 8 51 71 8 4 198 281 

社会 12 3 12 2 4 27 90 4 3 87 184 

教育 7 1 4 0 4 13 76 3 0 38 117 

人文 7 3 1 0 2 11 31 4 0 67 102 

日文 16 8 9 2 12 20 248 6 8 280 542 

中文 8 0 3 1 1 13 32 5 5 22 64 

英文 23 3 4 0 5 40 79 23 1 139 242 

仏文 14 3 5 0 2 18 46 21 2 48 117 

独文 8 1 0 1 2 5 32 10 0 50 92 

露文 7 0 1 0 2 14 28 4 0 38 70 

演映 8 2 4 1 4 4 47 5 3 96 151 

文芸 4 0 0 0 0 1 4 0 0 0 4 

日史 9 8 5 0 2 12 104 1 0 90 195 

東史 7 4 5 1 4 6 60 4 4 84 152 

西史 9 1 3 0 3 10 46 5 1 25 77 

美史 8 1 4 1 4 24 60 10 2 166 238 

考古 6 2 4 0 3 27 59 3 0 59 121 

二文 5 1 1 0 1 1 10 0 0 33 43 

計 183 53 81 11 71 314 1,230 122 33 1,605 2,990 

 

７ 施設・設備等 

（施設・設備等の整備） 

ⅠＡ群 大学・学部等の教育研究目的を実現するための施設・設備等諸条件の整備状況

の適切性 

【理念】 

文学部キャンパスで生活するすべての学生と教員のために、安全で安心な学習、教

育・研究上の環境を提供することが肝要である。そのために戸山キャンパスでは、戸山図

書館をはじめ教室棟、研究室棟などの施設・設備の設計、配置がなされている。 
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【実態】 

文学学術院がある戸山キャンパスは、本部の西早稲田キャンパスから離れて立地する

ために、本部キャンパスと連携をとりながらも、独立して機能するすべての施設・設備を

備えている。戸山図書館は、事務組織や管理体制が確立し、多数の蔵書数を誇る。 

授業を行うための教室棟４棟（合計 37 教室）と研究室棟３棟（個人研究室 180 室）が

あり、さらに各専修のための専修室が 26 室用意されている。専修の特性に合わせて、例

えば演劇用のフロアや、心理学実験用の実習室、考古学や美術史学のための実習室が用意

されている。加えて諸会議のための会議室が 10 室用意されて、効率的に利用されている。

これらのうちには学会用に提供できる設備の教室、会議室も４室ある。教室および教員の

個人研究室には冷暖房が完備しており、通年の教育、研究に支障をきたさぬように配慮さ

れている。 

【長所】 

個人研究室がほぼ行き渡り、従来のような２人の同居形態が解消されたのは大きい。

冷暖房が完備されたのは、教員の教育・研究のために大変重要なことである。個人研究室

には机、椅子、書架などが揃い、教員の研究スペースとしてだけでなく、ゼミなどの授業

にも供されている。 

【問題点】 

第一文学部と第二文学部が同じ教室を利用するので、夕方、相互の授業が交錯する時

間帯には教室が慢性的に不足しており、教室数を増加する必要がある。また教室棟のひと

つは、建築の耐用年数の限度に近く、早急に建て直す必要がある。また非常勤講師のため

の教育・研究環境はまだ十分とはいえず、研究室や PC ルームなど教育設備を改善する必

要がある。 

また戸山図書館の蔵書スペースが手狭になっており、さまざまな工夫がなされるもの

の、根本的な解決が望まれる。 

【改善の方法】 

慢性的な教室不足、図書館蔵書収納スペース不足などについては、大学本部の理解と

文学部の自助努力により、設備を充実させる方向で進展しているが、教育機関としての基

本的要件だけに迅速な対応が必要である。また非常勤教員の教育環境の拡充が求められる

が、そのためには、文部科学省の提供する私立大学高度化推進事業費などを有効に活用し

て、設備の改善を進めることも考える必要がある。 

 

ⅠＢ群 教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 

【理念】 

多様な IT 機器を用いる近年の授業形態に対応できるように施設・設備を完備し、柔軟

で多様な教育方法を確立する。また PC を持たない学生が著しい不利益を被らないために

IT 施設・設備部を整え、デジタルデバイドが起きないように配慮することが肝要である。 

【実態】 

専任教員には、大学から１台ずつ PC が貸与されており、また個人研究室には学内ネッ

トワークへの情報コンセントが引かれ、教員は各種の学術情報へのアクセスが可能になっ

ている。授業用の IT 機器は、各教室に整備され、全世界対応ビデオ装置、VHS、DVD 用ビ
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デオ装置や液晶プロジェクター、大型画面テレビ、大型画面プラズマディスプレー装置な

どが設置され、教育に活用されている。またオンデマンド授業に備えて、収録室や編集室

が完備し、専門の技術支援体制も整っている。また学生用の PC ルームが３室用意されて

おり、共同利用の PC も全体で 280 台が設置されている。なお、学生が集うラウンジ(２

カ所)やカフェテリアでは無線 LAN の使用が可能となっており、学生の共同学習などの便

が図られている。 

【長所】 

文学部が開始したオンデマンド授業などは、これからの大学教育で重要な意義をもつ

が、PC 環境の整わない学生のために、共同利用の PC ルームや PC を設置できた利点は大

きい。 

また、すべての専任教員に PC を貸与して活用を図ったのは、学術情報の検索、発信や

受信に大きな役割を果たしている。 

【問題点】【改善の方法】 

学生側の IT 環境は、まだ十分とはいえず、PC ルームの拡充が必要である。またオンデ

マンド授業を理想的な環境で実施するには、学生側の PC 環境の整備が必須であり、その

ための改善が必要である。特に家やアパートの電話回線では容量の問題があり受講できな

い。学生に対する政府レベルの援助が必要となる。総務省が主導する「IT 国家戦略」や

第３期科学技術戦略などでも IT インフラの整備や技術の推進が謳われているので、国家

レベルの対策として学生を支援する必要があろう。 

 

（キャンパス・アメニティ等） 

ⅠＢ群 キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況 

ⅠＢ群 「学生のための生活の場」の整備状況 

【理念】 

 学生には授業やサークル活動、食事やリラクセーションのために、健全で快適な環境を

整備する必要がある。 

【実態】 

学生の快適で安全な学内生活を保障するために、学生のための書籍・文房具売店、食

品売店、食堂、サロン、レストルームなどが用意されている。これにより、学生は授業時

間以外にも長時間にわたり滞在できる場所が確保された。大学周辺には多数の食堂や喫茶

店、ファストフード店があり、学生が大学の生協食堂に依存する程度は必ずしも高くはな

いが、日常的な学生生活には必須の施設になっている。 

キャンパス内を禁煙にし、決められた箇所に喫煙場所を３カ所設置した。また学生の

健康管理と緊急の事態に備えて「総合健康教育センター分室」が設置されている。 

【長所】 

大学生協の食堂スペースや連続するフロア全体を学生のためのレスト施設として確保

できた。学生が授業の合間や、終了後に集団で利用する施設が確保されたことは、学生に

適切な休息と親睦の機会を与えるもので、健全な学生生活のためには重要である。また、

学内にいて食事から書籍、文房具、食品が購入できる店舗があることは学生の便宜に資す

るものである。 
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【問題点】【改善の方法】 

学生が自由な時間を大学の施設内で過ごせることは大学の必須の要件である。適度の

休息には軽い運動ができるくらいの全天候型の施設が必要である。戸山キャンパス内には、

プールや学生会館内のトレーニングセンターなどが設置されているが、より容易に使用で

きる施設などをキャンパス内に設置するなど、より利便性の向上を図っていく必要がある。

また、学生の自由な親睦機会を保障するスペースが全体的に不足しているので、改善する

必要がある。 

 

ⅠＢ群 大学周辺の「環境」への配慮の状況 

 

※大学全体で記述。 

 

（利用上の配慮） 

ⅠＡ群 施設・設備面における障害者への配慮の状況 

【理念】 

身体障害者も健常者と同様に、大学において勉学する機会が均等に与えられるべきで

あり、大学はそれを積極的に支援するための設備や施設を構築する。 

【実態】 

 身体障害者のためのバリアフリー対策は近年急速に進展し、身体障害者用のトイレの設

置、階段や教室への導線などに改良が進んでいる。身体障害者用カートの乗り入れに際し

て、正門の門扉レールを改善し、通学や移動が容易になった。また学内に設置された公衆

電話の仕様や、エレベーター内の仕様にも身体障害者に対する配慮を行っている。ただし、

エレベーターを利用すれば研究棟および教室棟の多くにはカートによる移動が可能となっ

ているが、34 号館３階・４階への移動が困難であるため、３月の履修登録に際してカー

トを使用している学生がこれら移動困難な教室での授業を受けなくてすむように、教室指

定に配慮している。 

【長所】 

多くの箇所において改良工夫し、身体障害者が不自由なく学生生活を送れるように施

設・設備を改善し、新たに整備することは、身体障害者の教育と勉学の機会均等の原則を

順守することであり、有用な人物を輩出することにつながる。かなりの部分で改善が進展

し、身体障害者の学生が実際にキャンパス内を移動している。 

【問題点】【改善の方法】 

カートが文学部のスロープを上り下りするには、まだ安全上解決すべき課題がある。

また教室内にも、安全で安心して利用するために、凹凸や段差を減らすなどの工夫が必要

であろう。さらに、上記の実態で明らかなように完全なバリアフリーが実現できておらず、

今後のキャンパスにおける施設の改善にあたっての大きな課題となるであろう。なお、視

覚や聴覚に障害のある学生の受け入れにあたっては、キャンパス内の学生・教職員からボ

ランティアを募り、そのつど対応するという体制を採用しているが、常設の担当者・部局

を設けることも検討してよいと思われる。授業への受け入れとともに施設や設備に関して、

これから対応すべき課題である。 
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（組織・管理体制） 

ⅠＢ群 施設・設備等を維持・管理するための責任体制の確立状況 

ⅠＢ群 施設・設備の衛生・安全を確保するためのシステムの整備状況 

【理念】 

学生、教員、事務担当者らが安心して生活できる、安全で快適な施設・設備を配置し

管理する。 

【実態】 

 文学部キャンパスにある施設は、雇用する業者が毎朝清掃するなど、衛生面に関して留

意している。各教室、通路、トイレなどは毎朝の清掃を義務づけている。ごみ処理に関し

て、数カ所に分別型ごみ箱数個を設置して、構内美化を徹底し、ごみは毎朝回収している。

大学生協の食堂に関して、火気取り扱い責任者、栄養士、調理師など資格者が、衛生面、

栄養面で安全を確保している。 

 文学部キャンパスには固有の正門と門扉があり、守衛が終日警備にあたっている。また

夜間の巡回を徹底し、戸締まりや施錠を確認し、防犯・防災、危険物の排除に留意してい

る。また、エレベーターや電源、電気機器関係の設備に関しては、定期的に業者が点検し

ている。心理学専修が実験用に飼育する小動物に関しては、文学部内および大学全体に

「動物実験規定」があり、実施者の実験計画書および内容を審査する「動物実験運営委員

会」と「動物実験委員会」が厳密に審査し、実験者も規定内容を順守している。 

これらは学内の安全と衛生、防犯・防災にかかわり、文学学術院長と事務長が統括し

責任をもつ。 

【長所】 

 学内の施設・設備に関して、安全上と衛生上の視点から十分な対応が図られている。そ

のおかげで安全面、衛生面、防災面の問題は起こっていない。 


