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 02）第二文学部 

 

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 

 

 第二文学部の理念・目的については、第一文学部の理念・目的において、ともに言及し

た。第二文学部は夜間に学ぶことを志す人々のための学部であるため、学生への現実的対

応のあり方は第一文学部の場合とは異なる点はあるが、理念・目的は共有している。 

 

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 

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 

[カリキュラムの概要] 

【実態】【長所】 

 第二文学部のカリキュラムは、1996 年度、2002 年度の２回にわたる改編を経て 2004

年度に現在の姿となった。1996 年度の改編では現行の５専修の枠、社会人入試の導入な

ど制度面での改編であった。続く 2002 年度の改編（通称「第二文学部の七大改革」）で

は、本学におけるオープン教育の本格的な展開と足並みをそろえて、オープン科目の利用

度を高めることを主軸にしたものであった。 

先に述べた学部の理念・目的に即して第二文学部では、５つの専修（思想・宗教系専

修、文学・言語系専修、歴史・民俗系専修、社会・人間系専修、表現・芸術系専修）から

なる以下の教育課程を設置している。専修編成は、1996 年度からスタートしたもので、

第一文学部の各専修から独立した位置にあり、専修間相互の垣根を低くし、学生の単位履

修に柔軟性をもたせることに主眼が置かれている。具体的な卒業必要単位数は 124 単位

で、全専修とも次頁表のとおりの科目構成となる。 

この中で特筆すべき特長は、２点ある。第一に、卒業に必要な 124 単位のうち、必修

単位数を最小限に抑えている点である。卒業要件である 124 単位のうち必修科目は１年

生の基礎演習４単位、１～４年生に英語を４単位、その他外国語８単位、２～４年生の間

に所属専修の演習 12 単位と、わずか 28 単位にとどめているように、学生の意思を尊重

する極めて自由度の高いカリキュラムになっている。学生は、関心やテーマに応じて他専

修科目を積極的にとることを奨励されている。第二の特長は、昼間に置かれている他学部
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の授業、全学部対象に設置されている全学オープン科目や協定大学の提供科目からも自然

科学、社会科学系列の科目を履修し、最大 60 単位まで卒業単位に算入することができる

点である。卒業単位の実に半分近くを所属専修以外の科目で習得することができる。他方

で、卒業算入最大単位数は、基礎演習８単位、演習 24 単位、卒業論文８単位である。所

属専修での専門的な学習を希望する場合には、基礎演習、演習、卒業論文合わせて 40 単

位が算入される。このほかに広域科目（講義）を加えると、外国語以外の単位をすべて所

属専修科目で取得することも可能である。 

 

科目 配当年次 必修・選択 必修単位数 卒業算入最大単位数 

基礎演習 １ 必修 ４ ８ 

演習 ２～４ 必修 12 24 

広域科目     

Ⅰ 講義 １～４ 選択   

Ⅱ 外国語 A（英語）  必修 ４  

Ⅲ 外国語 B  必修 ８  

卒業論文 ４ 選択  ８ 

合計   124  

 

 こうした、単位数配分の特長（必修科目単位数が 28 単位と極めて少ない点、他学部科

目単位を 60 単位まで算入できる点の２点）は、学生の意思を尊重する極めて自由度の高

いカリキュラム編成を目指した結果であり、まさに大学設置基準第 19 条の２にあるよう

な「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」ことを目的と

するのであれば、妥当であると考えられる。 

むろん夜間学部として、その独自性を発揮すべく、週５日、６時限（18 時～19 時 30

分）・７時限（19 時 40 分～21 時）の授業を修得して４年間で卒業できるカリキュラムを

用意している。2004 年度に設置した演習、広域科目 1 のコマ数は、演習科目 128 コマ、

講義 163 コマ、合計 291 コマに上る。なお、授業時間帯についても 2002 年度からは５時

限と６時限、６時限と７時限の休憩時間を 10 分に延長してキャンパス間の移動時間を確

保するなど改善した。 

このように、本学部はさまざまな条件下にあって「学びたい」という強い意欲をもった

多様なライフスタイルの学生に対して、学習の場を提供することを基本姿勢としたカリ

キュラムを設置しており、「夜学の域を超える夜間学部」と自負している。 

 科目の内容・特性は以下のとおりである。 

① 基礎演習：専修専門分野ごとに初歩的なレベルを学ぶ、導入教育プログラムである

（詳細は後述）。同時にこの基礎演習の登録をもって学生の所属専修が決定すること

になる。原則として専任教員が担当し、学生にとっては、このクラスが１年生のクラ

ス単位となり、担当の専任教員がクラス担任を兼ねる。 

② 演習：各専修の核となる科目であり、授業は主に発表、輪講、討論形式によって展開

される。分野によっては調査や創作、実技などが行われる。原則として 25 人定員と

している。 

③ 広域科目Ⅰ：専修が開講する専門科目であるが、所属専修にかかわらず履修できる。
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講義、実習、ワークショップ、総合講座など、さまざまな内容や単位設定の授業形態

がある。 

④ 広域科目Ⅱ：外国語（A）英語科目である。英語科目はリーディング、ライティング、

スピーキングの中から選ぶことができる。リーディングは日本人教員、スピーキング

は英語を母語とする外国人教員が主に担当している。 

⑤ 広域科目Ⅲ：英語以外の外国語（B）科目である。初級（週２回授業）、中級（週１回

授業）、会話（週１回授業）の形態がある。 

⑥ 卒業論文：選択履修であり、2002 年度から卒業論文指導として２つのコースを用意し

ている。１つは３年生後期から指導を開始し、長期的に進めるコース、２つは４年生

に集中して指導を受け論文を作成するコースである。学部での学習の総仕上げとして

多くの学生が履修している（数値は後述）。 

 

５つの専修のカリキュラムは、以下のとおりであり、人文科学のほぼすべての分野なら

びに表現・芸術系の分野をも網羅したものとなっている。以下に明示されるように、各専

修には、それぞれの学問分野を深く学べるような専門演習、講義科目が用意されており、

学校教育法第 52 条「深く専門の学芸を教授研究」することを保証している。 

なお専修には定員を設けていない。学生の専修所属は、入学時における基礎演習登録に

よって決定し、原則として学生の希望どおりとなる。この点は、第二文学部入学時に学生

が希望した学習を保証するものとなっている。 

 

＜思想・宗教系専修＞ 

思想・宗教系専修は、思想および宗教について関心をもつ学生が一層専門的に多角的に

研究することができるように、学問のさまざまな分野が集まり、相互に密接な関連を有す

るように編成されたものである。本専修では世界の諸地域、歴史の諸時代に表れた人間の

思索行動上の問題の形態を取り上げ、まさに思想の問題、宗教の問題として取り組む。 

カリキュラムは、西洋思想と東洋思想とに大別され、それぞれに基礎演習、専門講義

（広域科目）、演習が用意されている。１年生の基礎演習では、哲学と宗教について学問

的に研究するために必要な入門的内容を教授し、併せて現代思想と現代宗教に関して我々

の置かれている具体的な状況を取り上げる。こうした学習を基礎にして、２年生以上の演

習は、思想ないし宗教の諸形態を諸地域の各時代において取り扱う内容のものと、問題領

域ごとに総合的、系列的に取り扱うものとを用意している。講義科目は演習と関連させて

履修することで、より効果的に研究をまとめることができるよう設計されている。 

 

＜文学・言語系専修＞ 

文学・言語系専修は、言葉という視点から広く世界の文化、文学を理解、研究しようと

するものである。言葉は内面のつぶやきに最も近い表現形態である。本専修では、自己と

は何か、そして人間はいかに世界に対して生きてきたのかを考える機会を提供する。日本

文学、英米文学、フランス文学、ドイツ文学、ロシア文学、中国文学などひとつの言語圏

の中で展開してきた各国の文学、言語文化を深く学ぶことを第一の目的とする。他方で、

近代、現代へと文化交流の深化を背景にして、柔軟で多角的な文化、文学研究が求められ
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る。複数の言語、文化を同時に学べることを第二の目的としたカリキュラムを用意し、世

界の文学、国際的な文化現象を広く見渡す視野をもった新しいタイプの文化の担い手を養

成する。 

基礎演習は日本文学、中国文学、英米文学、フランス文学、ドイツ文学、ロシア文学、

言語学、比較文学が置かれ、専門家たちによってそれぞれの分野へのかみ砕いた手引き、

基本的な知識への入門が行われる。２年生以降の演習では、基礎演習に続いて、関連する

演習が、通時的な学習と共時的な学習の両方からのアプローチが可能なように用意されて

いる。 

 

＜歴史・民俗系専修＞ 

歴史･民俗系専修では、歴史学を中心に美術史や演劇史、さらに民俗学や考古学、文化

人類学などの関連諸科目を置いて、世界各地域の歴史と文化について多様な視角から学ぶ

ことを目的としている。人類の将来を思い、明日の世界がどうあるべきかを考えるために、

現代世界の理解が不可欠である。そして現在を理解するためには、それがよってきたとこ

ろの過去を知ることが必須となるであろう。本専修は時間的には先史時代から現代まで、

空間的にはアジア、アフリカからヨーロッパ、アメリカ、オセアニアまでを対象とした科

目群・を設置している。 

基礎演習は、日本史、アジア史、西洋史、美術史、演劇史、考古学、民俗学、文化人類

学（民族文化論）の８科目からなり、演習と講義はほぼそれに対応する形で置かれている。

８科目を専修内コース分けと考え、関連科目を選択修得していくことも可能である。８

コースのうち日本史、アジア史、西洋史はいわゆる文献史学を主体とし、それ以外は文献

のみならず美術作品や遺物、遺跡、伝承や芸能などを研究の材料とする科目が中心となる。 

 

＜社会・人間系専修＞ 

社会･人間系専修は、社会学系、心理学系、教育学系の学問、あるいはこれらに関連す

る諸学問を基礎として現代社会における諸問題、個々の人間にかかわる諸問題をさまざま

な角度から分析し、明日の社会に貢献できる創造力豊かな人間を養成するために総合的な

人間の研究と教育を行う。高齢化社会の到来、急速な科学技術の進歩と発展、コミュニ

ケーションの拡大などの現象は、個人の日常生活はもちろんのこと、地域社会、企業にお

ける職場、学校教育の現場などにおいてさまざまな問題を生んでいる。このような問題に

対して上に述べたさまざまな学問を基盤として学際的観点からアプローチしようとするの

が、本専修のカリキュラムの特徴のひとつである。 

社会福祉関係の諸科目（例えば地域福祉論、老人福祉論など）、心理学系の基礎から応

用までの諸科目（心理学概論、臨床心理学など）、さらに日常生活や地域、企業、家族な

どの社会学系の科目（日常生活の社会学、地域社会と社会と企業、歴史の中の家族など）

などを設置している。 

特に総合講座は、社会学、心理学、教育学などの学系の枠を超えて学横断的な観点から

多面的、総合的に人間を理解するために設置された科目で、複数の異なる専門の教員に

よって担当されるものであり、本専修のカリキュラムの中核をなすものである。 

なお、この専修ではいくつかの資格を取得するための科目が設置されている。教員免許
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はもちろんのこと、社会福祉士、社会教育主事、社会福祉主事、認定心理士など、時代を

先取りした、社会に役立つ人材を養成するための基礎となる諸々の資格が取得できるよう

配慮がなされている（詳細は後述）。 

 

＜表現・芸術系専修＞ 

 芸術系の多様な領域を統合した新しい専修を目指して設置された。もともと諸芸術には

相互に響き合い、交通し合うものが見られる。とりわけ現代社会においては、さまざまな

表現メディアの広がりと相互影響の中で、芸術の作り手も、送り手も、受け手 

も、境界の垣根を取り払い、広い関心をもたざるをえなくなった。また、我々は社会の中

で生活を営む人間であるから、芸術と社会との関係をどう考えるかも重要な課題のひとつ

である。 

 本専修では、諸芸術の独自性と相互関係、それらの理解と分析、表現と実践などを通し

て、あるいは社会との関係を通して、芸術とは何かを考えていく。科目の内容は、美術、

映像、演劇、文芸を中心に、写真、音楽、舞踊等と多方面に及ぶが、必ずしも芸術家養成

を目指す専修ではない。したがって、美術、映像、音楽、舞台芸術などは研究に重点を置

くことになる。ただし、表現することへの理解や創作活動の経験は大事なことであるから、

それに関連した科目も置かれる。特に、小説、詩、評論など文芸の領域によらず、学生に

とっては創作を経験する科目が中心となる。芸術という広い領域を、横断的にも専門的に

も研究できる幅広い専修である。 

 本専修は、主に現代芸術の理解・表現・研究を通して、芸術、文化、社会、教育等、さ

まざまな領域に貢献できる人材の育成を目指している。芸術家養成ではなく、芸術の媒介

者（芸術家、芸術作品、芸術創造の現場と接する位置に立つ者：評論、批評、編集、プロ

デュース、広報、アート・マネジメント、シアター・マネジメント、作品の収集整理等）、

教育者（多様な形の教育・啓発・情報機関に所属する者：学校教育、社会教育、博物館、

美術館、図書館、各種情報機関や施設）、研究者の養成を目指すことになる。 

本専修は、以上の狙いに向け多数の実践的科目を開講している。例えば広域科目Ⅰとし

て、劇場・ホール実習、演劇ワークショップ（夏季集中）、劇場技術実習、映像ワーク

ショップ、創作指導、博物館実習がある。 

【問題点】 

 本学部は、学生の意思を尊重した自由度の高いカリキュラムを編成し、幅広い教養と豊

かな人間性を涵養することを目指している一方で、各専修に設置されている演習、講義は、

その履修を通して深く専門の学芸を教授研究することを可能としている。この点は、実際

の学生の履修、学習においては諸刃の剣となっている点は否めない。カリキュラム運用面

では、具体的に以下の２点の課題を抱えている。 

① 本学部のカリキュラムは上述のように決して専門的な学習を阻むシステムにはなって

いないが、学生の履修科目状況を見ると、「深く専門を学ぶ」志向は敬遠されやすく、

目先の興味関心から「幅広く教養を学ぶ」志向が強い。むろん幅広い教養の学習自体

は、本学部の理念に沿っているが、学生が自らのそうした選好に対して無自覚である

ことは、危惧すべきである。 

② 専修定員を設定していないことから、専修間の所属学生数のばらつきが大きく、科目
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登録において特定科目に希望者が集中する傾向がみられる。また入学当初の専修希望

も必ずしも学問的興味によるものとも限らず、入学後に変更する者も多い。 

【改善の方法】 

①については、本学部では、入学時のガイダンスをはじめ機会があるたびに３つの学

習プランを提示し、学生に対して自覚的に履修計画を立てるよう喚起に努めている。具体

的な学習プランとは、「特定の専門分野を深く掘り下げる」プラン、「幅広く複線的な勉学

を目指す」プラン、「資格取得を目指す」プランである。 

②については、入学時のガイダンスで、専修専任教員による個別相談の機会を設ける

など専修希望提出時での情報提供に努めている。さらに、２年生進級時に所属専修を変更

する機会を設けることで対応している。 

 

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 

[一般教養、外国語科目、基礎教育の充実] 

【実態】【長所】 

＜一般教養、基礎教育＞ 

 本学部での一般教養的授業科目は、学部が設置している科目としては、基礎演習、総合

講座が中心となる。このうち総合講座は２タイプからなる。一つめが第一文学部と合併形

態での「総合講座」であり、2004 年度には「総合講座１ 音楽」「総合講座２ 聖書の文

化史」「総合講座４ 文学理論の可能性」「総合講座６ 現代日本のマスコミ・出版の諸問

題」が開講されている。これらの総合講座は、専任教員がコーディネーターを務め、担当

者の多くを専任教員が担当するなど、第一文学部・第二文学部専任教員の専門性の幅広さ

を活用した一般教養的科目である。二つめのタイプは、専修設置の総合講座である。

2004 年度には思想・宗教系専修１科目、文学・言語系専修３科目（すべて半期）、歴史・

民俗系専修２科目（うち１科目は夏季集中）、社会人間系専修３科目、表現・芸術系専修

２科目（うち１科目は夏季集中）が開講されている。いずれの総合講座も人文科学系の学

部生として身につけておくべき教養ならびに専門学習への導入という位置づけとなってい

る。 

 また、一般教養的授業科目として「人文研究とコンピュータ」（半期）を、思想・宗教

系専修、文学・言語系専修、歴史・民俗系専修の講義科目に設置している。本学部の学生

は、ともするとコンピューター等の情報機器に不慣れで、かつ学習機会も敬遠しがちであ

る。本科目は、そうした学生に対し、コンピューターの基礎的知識を身につけ、そのうえ

で、人文科学研究に必要なスキルを、実習を組み込みながら学習するものである（例えば、

東洋学および日本学を学ぶうえでパソコン上での漢字処理は重要な問題であり、漢字処理

専門ソフトの利用スキルの学習は必須である）。 
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 このほかには、他学部のオープン科目の積極的履修を推奨している。オープン科目を通

して、社会科学系科目、自然科学系科目を学習することになる。なお、本学のオープン科

目は学部横断的科目である点で一般教養的性質が強いが、担当教員は高度な専門知識を身

につけており、専門分野における基礎的な視野を提供すると同時に、今日的な問題や課題

への学問的理解や解決を提供するという点で、優れて高度な内容である。 

本学部の一般教養的科目ならびに基礎教育科目は、本学部設置科目については専修での

専門学習を視野に入れた内容を、他学部オープン科目は幅広い教養の涵養を直接に目指す

内容となっており、両者の履修を通して「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」ことを配慮したカリキュラム編成である。 

 

＜外国語＞ 

外国語については、2002 年度の「第二文学部の七大改革」のひとつとして、外国語の

履修制約を撤廃し、学内オープン科目を利用できるようにした。その結果、必修として学

べる外国語の種類は大幅に増大した。 

まず英語であるが、必修単位数は４単位である。すでに記述したように、英語科目は広

域科目Ⅱとしてリーディング、ライティング、スピーキングの中から選ぶことができる。

リーディングは日本人教員、スピーキングは英語を母語とする外国人教員が主に担当して

いる。2004 年度には 40 科目が開講している。いずれの科目も、ユニークな狙いを明確に

したもので、担当教員の創意工夫がされている。科目の副題には、「俳句を英語で読む」

「短編小説で速読の技術を学ぶ」「英字新聞で復習する英文法」「アメリカン・ユーモアを

読む」「アイルランドの神話伝説と民話の物語群を読む」「英語のインタビューを読む」

「ヨーロッパの精神的支柱」「『ダーウィニズム』とは何か？」「大学院入試対策英文読解

演習」「アニメーション漫画で学ぶリスニング」「The New Yorker を読む」「スクリーンか

ら学ぶ英語」「現代英語作家による美術批評」「TOEFL リーディング演習」「翻訳の実践」

「ヨーロッパ絵画を『読む』」「Business and Technical Writing」「Oral Communication 

& Presentation」「Great Debate」「Discussion」「Language and Humor」「Thinking 

Through English」などがあり、学生が各自の関心や必要性に応じた英語能力を身につけ

ることを狙いとしている。 

英語以外の外国語について見る。必修単位は８単位である。本学部では、フランス語、

ドイツ語、ロシア語、中国語、スペイン語、イタリア語、朝鮮語、アラビア語の８カ国語

について初級を開講している。初級科目は週２回、４単位である。中級は、スペイン語、

アラビア語以外の６カ国語で開講されている。さらにフランス語、ドイツ語、ロシア語、

中国語については会話クラスも開講している。近年では、朝鮮語や中国語、スペイン語の

履修者数が増大しており、クラス数を増やすなどの対応をしている。このほか、オープン

科目を利用すると、アイヌ語、タイ語、タガログ語、広東語、ペルシャ語、ルーマニア語、

バスク語、現代アイルランド語、インドネシア語、デンマーク語、ベトナム語、ポーラン

ド語、ポルトガル語、モンゴル語を学習することができる。このように多種の外国語科目

が用意され、その履修が卒業要件に算入される点は、本学部の中心的な特長のひとつであ

る。 

基礎的外国語の習得は、本学部の専門教育において不可欠である。とりわけ、思想・宗
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教系専修、文学・言語系専修、歴史・民俗系専修では、学生が選択するテーマによっては

より高度な外国語の習得、あるいは古代語等の習得が必要となる。このため、講義科目と

して、漢文（基礎、応用）、古代英語、中世英語、ギリシャ語（入門、初級、中級、上級）、

ラテン語（初級、中級、上級）、サンスクリット語（初級、中級、上級）を開講している。 

なお、外国語は、２年生以降の専門的学習を視野に入れ、１年生で履修するよう奨励し

ている。 

 本学部の外国語科目は、上述のように複数の言語が用意されていること、その科目内容

も学習の狙いを明確にしており、学生の意思に基づく履修・学習の自由度を最大限保証す

るものである。また、近年の欧米語以外のアジア諸国の言語習得の必要性の増大、関心の

高まりに対応して、朝鮮語や中国語などを導入している。「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」を目指したカリキュラムである。 

 一般教養的科目については、オープン教育センターを中心として全学的な教育実施、運

営体制の一翼を担っている。外国語科目については、第一文学部と合同で外国語ワーキン

ググループを設置し、体系的なカリキュラムの運営と責任体制を確立している。 

【問題点】 

 幅広い教養の学習に向けて充実した科目を用意している一方で、現代社会が個人に求め

ている環境問題、生命・生殖技術、戦争・紛争に対する理解や倫理観といった地球規模の

視野をもった人間形成へと広げるためのカリキュラムの拡充が求められる。 

 外国語教育については、具体的には３点の課題がある。 

① 外国語（B）については、上級科目が用意されていないため、専門的な学習の機

会がない。 

② 多くの学生が複数言語の初級を履修して卒業要件を満たしており、極めて基礎的

な習得にとどまっている。 

③ 外国語単位の未修得によって卒業が延長される学生が少なくない。特に社会人学

生が苦労している。 

【改善の方法】 

 一般教養的科目の拡充については、すでに進められている全学オープン教育センターと

のさらなる連携協力が考えられる。 

 外国語科目の課題については、外国語教育を超えて、すでに実施している専修設置の専

門講義や演習における外国語文献講読の導入をさらに拡大することなども必要である。外

国語単位の未修得による卒業延長は、本学部に限らず大きな課題である。本学部では引き

続き１年生での英語、他外国語の履修を積極的に推奨し、特定外国語の学習が無理な場合

には、他外国語に変更させるなど個別指導をしている。 

 

（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】 

 第二文学部は、一般学生と社会人学生からなる。一般学生は、大学入学時に高校と大学

の学びの違いを理解することが肝要である。とりわけ、専門的な学問への学習意欲を具体
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化し、大学生活の基本的スキルを身につけることは、その後の大学生活への適応の促進因

となる。また、卒業後のキャリアビジョンを早期に確立し、本学部での学習を有意義なも

のにすることにおいても初期の教育は重要である。さらに、本学のユニークな点は、なん

といっても夜間学部での学生生活への適応である。これまでの高校生活と決定的に異なる

点はここにある。昼間時間の使い方、サークル等を通しての他学部学生との付き合い方、

夜間の通学など、新たなライフスタイルの確立が求められる。 

 多くの社会人学生は、高校や短大、大学での学習から長期間遠ざかっていた後の、大学

での学習の再開となる。このため、円滑な学習の継続を自覚できることは、学習活動の順

調な一貫性を支える意味において、重要な意味をもつと考えられる。大学という高等教育

機関での学習についての導入教育の必要性は一般学生と共通する。一方で、時間間隔を

もっての学習の再開については、強い意欲に押された場合がほとんどであるが、それゆえ

に早期にバーンアウトしてしまう危険性をはらんでいる。特に、家庭生活、職業生活との

両立は、本人が当初想像していた以上に、精神的にも身体的にも過酷なものである。そう

した社会人学生に固有の課題への対応も求められている。 

【実態】【長所】 

 本学部では、単位計算、履修方法など大学生活全般にわたる制度については、学部入学

式におけるガイダンスや、新入生歓迎会などの場を利用して、理解を促している。全学的

な導入教育（例えばコンピュータ入門など）のほかに、学部固有の導入教育の柱は、基礎

演習である。すでに示したように、基礎教育は専修所属決定を意味しており、本学部での

専門的な学習の目的を表明する第一歩である。担当教員は、学生各人の目的や意欲をより

専門的な学習へと導く役割を担っている。この演習では、まず基本的な知識の収集方法、

読解力、レポートの書き方、プレゼンテーションの仕方などを身につけ、２年生以降の専

門的な演習での基礎力を養う。また、多くの演習では、グループ発表を課し、共同作業を

通して理解を深めるとともに、ともすれば孤独になりやすい本学部での学習において目的

を一にする仲間関係を形成することも企図している。 

 また、前述のように基礎演習の担当教員はクラス担任でもあり、一般学生、社会人学生

それぞれに固有の課題を抱えての夜間学部での生活のスタートが順調に進むよう手助けを

している。 

 なお、周辺地域の公立高校や附属・系属校の生徒を対象に、一部の授業の履修を認め、

通常と同様の評価を実施し、早稲田大学に進学後、それを正規の取得単位とする制度を導

入しており、高大連携および導入教育的機能を果たしている。 

【問題点】 

 一般学生の場合、学習意欲・目的の希薄さ、キャリアビジョンの不明瞭さなどの課題を

抱えているが、これらは現代日本の大学生に共通したものである。ここでは本学部固有の

課題として２点を指摘する。他の同年齢の昼間学部学生との生活時間のずれが、学習意欲

を低減させ、不適応の要因のひとつとなる。また社会人学生との相互作用によって、学習

意欲が促進される場合も多いが、一方では萎縮してしまう場合も見受けられる。２点とも、

その後の大学生活を継続するうえで、早期に解決せねばならない課題である。 

 他方、社会人学生の場合、すでに触れたように、多重役割によるバーンアウト症候群・

に陥ることがある。場合によっては、４年間で卒業することを前提とはせずに、計画的に
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履修していくことも考えられる。また、初期の学習意欲が強く、問題関心が強固であるこ

とと表裏一体の現象として、先入見から自由になれず、学問的理解が抑制されてしまう場

合もある。いずれにしても、強い学習意欲を背景にした課題であるが、それゆえに深刻な

課題でもある。 

【改善の方法】 

 本学部としては、上記の課題に対し、一般学生、社会人学生とも基礎演習の場を中心に、

個別対応しているのが現状である。しかし、特筆すべき点として本学部の学生間のネット

ワークの存在を指摘しておきたい。すでに紹介したように、本学部のカリキュラムは１年

生の基礎演習を除くすべての科目において、原則として学年指定がない。このことは、学

年の異なる学生間の交流を活発なものとしている。さらに、年齢という視点に立つなら、

社会人を含め、多くの学部が年齢上の同質性が特長であるのとは対照的に、年齢上の異質

性が特長となっている。さらに、夜間学部である点が、学生間に連帯感を醸成していると

もいえる。既述のように専修間の垣根が低いことを加えるならば、学生は、専修や学年と

いう所属を超えて、「第二文学部の学生」として一体感、連帯感をもっている。そうした

連帯感は、多様な学生一人ひとりが抱える課題解決の重要な資源となっている。 

 

（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 

【実態】【長所】 

 本学部では、社会・人間系専修に社会福祉士国家試験受験資格取得に向けた課程を

1996 年度から設置している。受験者数、合格者数、合格率は以下のとおりである。 

社会福祉士国家試験受験資格を取得するには、指定された 52 単位を修得しなければな

らない。本学部ではそのための専門科目を社会・人間系専修の演習科目、広域科目Ⅰとし

て設置している。本学部は、社会福祉士養成を専門としている学部ではないので、科目の

選択の幅は小さい。しかしながら、他専修の科目も履修しながら、幅広い学問に触れて社

会福祉専門科目を学んでいくことができるところに大きな利点がある。 

 

年度 受験者数 合格者数 合格率 

2000 15 5 33.3% 

2001 14 2 14.3% 

2002 18 8 44.4% 

2003 15 5 33.3% 

2004 20 11 55.0% 

 

昨今の社会福祉をめぐる問題は、政治経済、心理、宗教、文化といった多岐にわたる分

野の問題と複雑に関連しており、今後、社会福祉援助専門職に携わる者には、福祉専門知

識にとどまらない人間としての幅広い教養と知識が求められることは必至である。そうし

た現状を鑑みた場合、本学部課程で社会福祉士国家試験受験資格を修得することの意義は

大きい。 

現在、この課程を履修している学生には、ケアワーカーや看護師など、すでに社会福祉
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分野および関連分野で活躍している社会人で、社会福祉士を目指すために本課程で学ぶ

ケースが多い。また福祉分野に限らず、多様な社会経験と明確な目的をもった学生が多く

学んでいる点も特長である。 

【問題点】【改善の方法】 

本資格の修得を希望する学生は多いが、実際に国家試験受験にまで到達する学生はそれ

ほど多くはない。52 単位を専門科目で履修し、かつそこには現場実習が含まれるなど、

学習過程は平易なものではない。とりわけ月曜から土曜までの６時限、７時限のコマの中

で履修していくことは、かなりの計画性を要する。本学部では、学生が計画的に複数年度

にわたって科目を履修できるよう、授業時限の固定化に努めるなど対応している。 

また、現場実習については学部として特定の実習先を確保していないため、学生が個別

対応しているという現状であり、この点は、卒業生のネットワークをつくり、活用するな

ど、社会・人間系専修を中心に努力している。 

最終目標である国家試験の合格率は、必ずしも高くない。そこで 2004 年度から受験予

定者を集めた勉強会の開催などを専修を中心に企画し、効率的に受験準備が進むよう援助

している。 

 

（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 

【実態】【長所】 

本学部の履修科目は、基礎演習、演習、広域科目の３種に区分されている。このうち必

修科目は、基礎演習４単位、演習 12 単位、英語４単位、その他外国語８単位の合計 28

単位である。卒業算入最大単位数は、基礎演習８単位、演習 24 単位、卒業論文８単位で

ある。所属専修での専門的な学習を希望する場合には、基礎演習、演習、卒業論文合わせ

て 40 単位が算入される。このほかに広域科目（講義）を加えると、外国語以外の単位を

すべて所属専修科目で取得することも可能である。また、基礎演習以外の科目は原則とし

て学年指定をしていない。 

必修、選択の量的配分においては、極めて選択履修の配分が大きい。この点は、繰り返

しになるが、学生の意思を尊重する極めて自由度の高いカリキュラム編成を目指した結果

であり、まさに大学設置基準第 19 条第２項にあるような「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」ことを目的とするのであれば、妥当であると考

えられる。 

【問題点】 

 必修、選択の量的配分において選択配分が大きいことから派生している問題点として２

点が挙げられる。 

① 第二文学部科目のみで卒業する学生が少数になっており、学部の独自性が薄れている

可能性がある。 

② ２年生以上の学年指定科目がないことから、３年生までに卒業必要単位をほぼ修得す

る学生とそうでない学生との間に格差が生じる傾向がある。 

【改善の方法】 

 これらの問題点については、ガイダンス等を通じて学生に履修モデルを提示することを
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積極的に進めている。 

 

（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】 

 本学部は、多様なライフスタイルの学生のニーズに合わせたカリキュラムを設置してい

る。授業形態も各授業科目の特徴・内容に即して多様なものとなっている。整理すると、

以下の５点にまとめられる。 

① 講義科目に対して演習科目の比率が高い。基礎演習は１年次に指定しているが、それ

以外の演習は学年指定をしていない。学生の履修計画に沿って演習を履修できるよう

設計されている。とりわけ実習を伴う演習の中には、既習科目の指定がある科目、レ

ポート提出によって履修者を選抜する科目もある。また、演習の一部は重複履修を可

（２カ年のみ）としており、卒業論文作成に向けての専門的な学習などの目的に対応

している。 

② 全学的な要請に応えて、広域科目Ⅰ（講義）を中心に半期化を 2001 年度から進めて

いる。2004 年度には、演習 30 科目（半期２単位換算）、講義 91 科目（半期２単位換

算）、合計 121 科目となる。留学する学生の増加などと呼応して、こうした半期化の

必要性は高まっている。 

③ 開講時期は、前期、後期以外に夏季集中形態がある。第一文学部との合併授業で設置

されている博物館学芸員資格取得科目群はすべて夏季集中形態での開講がある（通常

学期での開講と重複している科目もある）。このほか本学部固有の科目としては、前

述した演劇ワークショップ、表現・芸術系総合講座など 10 科目ある。このうち演劇

ワークショップは、2004 年度の場合には、現代演劇、古典芸術、舞踊の３コースに分

かれて、専門の演出家、能役者、舞踊家、舞台監督、舞台美術家を講師として、２週

間にわたり実際の舞台制作をグループワークで進めていくものであった。 

④ 教場での授業をせずに、オンデマンド・コンテンツの配信による授業形態もある。こ

のうち、すべての授業をオンデマンド・コンテンツによっている「フルオンデマン

ド」型の授業は 2004 年度には 41 科目開講している（オンデマンド授業については

「授業形態と授業方法の関係」で述べる）。オンデマンド型の授業は、就業との関係

から授業出席が困難になりがちな社会人学生などに好評である。また、コンテンツを

繰り返し視聴できる点で理解が深まるといった、オンデマンド授業ならではの効果も

ある。このような利点があるが、半期２単位、あるいは通年４単位相当の授業コンテ

ンツ、課題をデジタルで用意することは、時には教場授業以上の時間とエネルギーを

必要とするものである。 

⑤ 第二文学部のカリキュラムの特長のひとつは、先にも述べたように卒業論文が選択制

であり、８単位換算である点にある。近年の卒業論文提出者数は以下のとおりである。

卒業生に占める提出者の比率は、2004 年度では全体で 49％である。専修別に見ると、

高い順、文学・言語系専修 58.7％、歴史・民俗系専修 53.5％、表現・芸術系専修

47.0％、思想・宗教系専修 41.8％の順である。選択制とはいえ、学生のほぼ半数が学
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習の集大成として、あるいは大学院進学へ向けての第一歩として卒業論文を作成して

いることは、本学部の専門教育の成果として評価してよいだろう。 

 

年度 合計 思想･宗教系 文学･言語系 歴史･民俗系 社会･人間系 表現･芸術系 旧カリキュラム

2000 331 21 63 53 65 87 42 

2001 296 23 51 61 65 82 14 

2002 250 16 45 41 55 88 5 

2003 280 25 47 47 61 100   

2004 295 23 64 43 62 103   

 

【問題点】【改善の方法】 

 以上のように、本学部では多様な授業形態の取り入れを積極的に進めている。その背景

には、むろん夜間学部であり、通常の授業時間が６時限、７時限に限られていることがあ

る。こうした多様な形態の導入は、学生にとっては利便性が高まる一方で、後述するよう

に年間履修単位制限が 40 単位であることを踏まえると、その範囲内で履修することが難

しいということも生じる。また教員、職員にとっては、カリキュラムが複雑になり、また

夏季集中やオンデマンド・コンテンツの作成など業務が過重になることも危惧される。人

事を含めた総合的な対策が必要となっていると思われる。 

 

（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   

【実態】【長所】 

海外の大学との単位互換協定は、全学のシステムに則っている。国内外の協定校との単

位認定は、前述した他学部ならびに協定大学での単位認定分にあたる 124 単位中 60 単位

について可能である（一年度では最大 40 単位）。これらの単位はすべて専門以外の単位

として算入される。2004 年度には 13 人に対して 204 単位を認定した。１人当たりの平均

認定単位数は 16 単位である。 

留学先の大学等で修得した単位の認定を希望する場合は、帰国後、英文の成績証明書、

単位認定を希望する科目のレポート、講義要項、教科書、ノート等、および単位認定申請

書を指定日に提出することとし、面接の結果に基づき、教授会が適当と認めたものに限り

認定している。 

【問題点】【改善の方法】 

 本学部の単位認定の特長は、専門以外の単位として認定する点にある。海外の大学での

専門的な学習で取得した単位を専門単位として認定できないことは、学生にとって不利益

につながりかねない点であり、今後検討すべきである。 

 

（開設授業科目における専・兼比率等） 
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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】 

 第二文学部では、基本方針として基礎演習、演習科目は専任教員が担当することが望ま

しいとしている。ただし、そうした科目の中でも実践的な内容の科目（例えば基礎演習

「絵画材料・技法論」「ミステリ創作の技法」、演習「社会福祉援助技術各論」、創作指導、

演劇ワークショップなど）については外部の専門家を招聘し、客員教員とする、あるいは

非常勤講師とする以外に方法はない。 

【実態】【長所】 

 本学部開設授業における専兼比率（専任担当科目数／[専業担当科目数＋兼任担当科目

数]＊100）は、教養教育で 19％、専門教育で 47％である。専門教育では、通年科目で

66％と高いが、前期科目 46％、後期科目 44％、夏季集中科目 15％である。繰り返しにな

るが、学部設置の専門科目の内容は、現場で活躍している専門家による教育・指導にその

特徴がある。そのため、兼任教員比率が本学全体の中でも突出して高い。映画監督、作家、

評論家、劇場運営者など、大学専任教員からは授受できない専門的・実践的な内容を提供

している。また、社会・人間系専修での社会福祉士資格科目は実践経験を必要とする科目

群であり、学外の専門家に講師を依頼している。 

 また教養教育では、すでに示したように外国語科目が多岐にわたることなどから専任比

率が低くなっている。 

 各専修の所属の専任教員は、専修の教育課程に深くかかわっており、カリキュラムへの

兼任教員のかかわりを調整する役割を担っている。さらに、専修委員会が専任の助手の助

力の下、兼任教員と学生との連絡・調整をしている。 

【問題点】【改善の方法】 

 本学部の専修への専任教員の所属は、学生の専修所属と同様、本人の希望に任されてい

る。このため、生じている問題は、教員１人当たりの学生数が専修によって大きく異なっ

ている点である。文学・言語系専修は所属学生数が比較的少ないにもかかわらず教員数が

多く、反対に表現・芸術系専修では学生数が非常に多いにもかかわらず教員数が少ない。

このようなアンバランスが、上記の兼任教員率の高さの要因にもなっている。 

 こうした問題に対処するために、本学部では、専修間での教員移動を自由にすることで、

人材の流動化を促し、その時々の専修所属学生数の変化に応じて、教員の少ない専修へと

移籍しやすい環境をつくる努力をしてきた。また複数の専修に所属を認める制度も導入し、

一定の改善は図られつつある。しかし、専修間の教員数と学生数のアンバランスはそれに

よって解消されたとはいえず、より効果的な対策が求められている。 

 

（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】 

 本学部は、1996 年度から社会人入試を開始した。2000～2004 年度の受験者数、合格者

数、入学者数は以下のとおりである。2001 年度以降、毎年百人余が入学している。本学
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部が積極的に社会人入学を拡大しているのは、本学が夜間学部であること、本学部のカリ

キュラムが、広く教養を身につけることに重点が置かれている点で、社会生活の中で学習

の必要性、欲求をもつ社会人に広く学習・研究の機会を提供するに最も適した学部である

と考えられるからである。 

社会人学生の存在は、一般専業学生の学習においてもプラスの影響を与えている。すで

に示したように、本学部の専門教育の多くが演習授業であり、演習でのディスカッション

での相互作用は、時には、演習テーマを超えた領域にもわたり、学生諸君の知的好奇心、

社会的関心を促進することに役立っている。その結果、本学部の一般学生は、他大学、本

学他学部の学生と比して、知的関心、学習意欲の点で優れて高いことを演習担当教員の多

くが指摘している。 

同時に、若年の一般専業学生と共に学習することは、社会人学生にとっても真摯な学習

姿勢を再起することを促す作用をもっている。 

 

  2000 年度 2001 年度 2002 年度 2003 年度 2004 年度 

受験者数 297 人 271 人 288 人 282 人 252 人 

合格者数 103 人 109 人 120 人 121 人 117 人 

入学者数 88 人 101 人 104 人 108 人 105 人 

 

【問題点】【改善の方法】 

社会人学生の科目履修上の問題点としては、昼は働き夜は大学で学習するという日課

を、学生は承知で入学しているとはいうものの、科目履修や開講時間に関する第二文学部

独自の配慮は必要であろう。この点は、２年次の専修進級のための条件がないため、卒業

までに所定の単位を取ればよく、また演習については所属する専修以外の演習も履修可能

であるので、科目履修の条件は緩やかであるといえよう。開講時間に関しては、18 時に

始まり、21 時 10 分終了が妥当であろう。学生によってはもう少し遅く始まる方がよいと

いう者もいるだろうが、通学時間を考慮すると 21 時 10 分以降の終了は好ましくない。 

 社会人学生の修学上の問題としては、外国語科目の履修状況がよくない点である。社会

人入試科目は、英語と小論文であるが、高等学校での勉強から離れて久しい場合には、英

語学習がごく初歩に戻っての学習になりがちである。また、英語以外の外国語の学習は、

初期段階での拒絶反応など、固有の問題を抱えている。計画的な履修と、きめ細かい学習

支援が求められる。 

 

（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 

【実態】【長所】 

 前項で示したように､本学部は 1996 年度から社会人学生を受け入れており、2001 年度

以降、毎年百人余が入学している。社会人制度は、本学部の生涯学習への対応の中核と位

置づけられることは言うまでもない。さらに、生涯学習を推進する「開かれた大学」を理

念とし、科目等履修生の制度を設け、公募を行っている。その内容は、第一文学部の項に

同じである。 
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（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 

【実態】 

 人文系学部における教育効果の測定は短期間では十分に確認できないことが一般的であ

る。少なくとも現在まで所属教員間で統一的な測定方法について合意がなされてはいない。

卒業生アンケートの回答や卒業後の進路に教育効果を読み取ることが可能であろう。 

 

ⅠＢ群 卒業生の進路状況 

【実態】【長所】 

一般に、文科系学生は、社会科学系学生と比して、キャリア形成意欲や意識が弱いとい

われている。そういった特徴は、本学部学生についてもまさにあてはまる。本学部学生の

卒業後の進路は、他学部学生に比べ、就職率が非常に低い。2003 年度卒業生の進路報告

内容を見ると、進路を報告した 440 人のうち、就職 109 人（24.8％）、進学 34 人

（7.7％）、留学 11 人（2.5％）、他大学・専門学校等入学 12 人（2.7％）、その他 274 人

（62.3％）である。その他が圧倒的に多いが、この中には社会人学生が含まれる点には

留意する必要がある。しかしながら、就職先未定、公務員試験受験準備、資格取得準備な

ど、卒業後の進路が確定していない一般学生が相当数に及ぶことは間違いない。 

 就職率は低いものの、就職した卒業生の就職先の業種には特徴がある。2002 年度には、

放送、新聞、出版、広告、テレビといったマスコミ業界が多くを占めた。そのほかには情

報サービス関係も多い。また教育関係へも相当数就職している。いずれも本学部の専修の

特性を生かした就職先である。 

【問題点】【改善の方法】 

改めて言うまでもなく、在学中からのキャリアビジョンの形成をいかに促進するかが大

きな課題である。このためには、専門的なキャリア形成支援プログラムをキャリアセン

ターの協力の下に進める必要がある。 

 

（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 

【実態】【長所】 

 本学部の年間履修科目登録の上限は 40 単位である。この上限は第一文学部よりも少な

くなっている。その理由は、第二文学部は夜間学部であり、学部が開講している授業は、

原則として６時限と７時限に限定されていることから、実質的に履修可能な科目が制限さ

れるとの判断からである。ただし、４年次以上の学生では 40 単位を超える履修（超過単

位制）を認める場合もある。超過単位制は、数単位によって卒業見込みが立つ場合であり、

履修計画等について個別に面談して認定する。 

【問題点】【改善の方法】 

 40 単位の上限設定については、学生からは少ないという不満の声も聞こえる。とりわ
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け、夏季集中や他学部、オープン科目などを含めた履修計画を立てると、40 単位を大幅

に超えてしまう。幅広い教養の習得を目指す点を考慮するならば、柔軟に対応することも

検討の余地はあるだろう。 

 

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 

【実態】【長所】 

 成績評価は、出席状況や試験結果等により、科目担当教員が総合的に判断し、判定を行

う。具体的な成績評価は、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）である。 

 各科目の成績評価基準については、講義要項に「評価方法」の項目が設けられ、多くの

教員が評価方法を開示している。主な評価方法は、試験、レポート、出席率などを基準と

しているものが多いが、発表・報告、予習状況や討論（BBS への書き込みを含む）への積

極的な参加など、授業中の態度を重視すると注記している教員が目立つ。しかし、試験や

レポートを具体的にどのような基準で評価するのか、というところまで踏み込んだ記述は

ほとんど見られない。もちろん、そのような細かい基準を授業開始前に設定することは困

難でもあろうし、実質的に無意味な場合も多いだろう。 

【問題点】【改善の方法】 

 学生の身になってみれば、自分がある評価を与えられたのはなぜなのか、どのような基

準によるのか、なるべく具体的に知りたいと思うのもまた当然のことだと言えよう。試験

やレポートの結果や評価がどれほど学生にフィードバックされ、その基準がどれほど開示

されているのか、という点に関しては、今のところ教員個人の努力に任されているのが現

状である。また現在の定期試験やレポート提出、成績評価のシステムでは、事務処理や教

員の都合が優先されている面があり、特に後期の答案やレポートは、特別の措置を講じな

い限り、返却の機会を失うことになって、学生は３月の成績発表まで、自分の評価を知る

ことができないし、その採点の根拠を確かめることもできない。この意味で学生にとって、

成績の採点方法やその評価基準の透明性が完全に確保されているとは言えない部分が残っ

ていることも確かである。教員、学生双方が納得できるフィードバックや成績評価システ

ムを構築する努力が求められている。 

 

（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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

本学部のカリキュラムは、すでに見てきたように自由度が高いゆえに複雑である。そこ

で、学生に対する履修指導は、科目登録時に特段の配慮が必要となる。１年生に対しては、

学部入学式後に個別相談会を開催し、科目登録全般、資格関連、各専修の窓口を設け、丁
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寧な指導を実施している。また、2004 年度からはウェブによる科目登録を一部導入した

ため、さらに個別の対応が必要であった。 

科目登録時以外での履修指導は、学年に対応して４つのシステムを用意している。オ

フィスアワーの制度化は実施していない。 

① クラス担任制度（１年生）：１年生に対しては、基礎演習担当の専任教員がクラス担

任として履修相談、学生生活全般に関する相談を受ける。 

② チューター制度（２年生・全員）：２年生からはすべての科目において学年配当がな

いため、履修科目とは別個にチューター制度を導入している。この制度は、２年生全

員を対象に、１学生に 1 専任教員をチューターとして割り当て、必要なときに修学上

の相談に乗るものである。この制度は、学生の所属専修、教員の所属専修とは無関係

にランダムに対応させるものである。多くの学生にとって、この制度が有効に機能し

ているか、課題のあるところである。 

③ アドバイザー制度（３年生・希望者）：３年生については希望者に対してアドバイ

ザーを割り当てる制度がある。この制度は、主として卒業論文や専門教育上の相談に

応じることを目的に創設された。希望者は、４月の科目登録時に関心テーマならびに

希望教員を記入して申請する。この制度は学生と教員の間を直接に結びつけるものと

して大変よい制度であるが、学生がこの制度をうまく活用しているとは必ずしも言え

ない。むしろ教員の側から学生に対してアプローチを仕向けるようにすることが大切

である。なお、これまでのアドバイザー申請学生数、教員数は以下のとおりである。

教員１人当たりの学生数は約３人となっている。 

 

年度 登録学生 担当教員総数 

2000 539 122 

2001 465 141 

2002 451 151 

2003 279 110 

2004 378 126 

 

④ 卒業論文指導（４年生以上）：４年生以上の卒業論文を作成する者については、卒業

論文指導教員がメンター的役割を担っている。 

【問題点】【改善の方法】 

 上記の４つのシステムは、１年生、２年生という大学入学まもない学生に対して手厚い

ケアとなっている。逆に３年生以上の学生に対してのケアは、アドバイザー制度、卒業論

文制度など、学生からの積極的なアプローチに任せている状況である。そこで大きな問題

となるのが、留年者に対す教育上の配慮措置である。 

第二文学部は、留年率が本学他学部と比して高い。社会人学生や勤労学生が多いことが

その主たる要因であることは事実だが、その一方で、一般学生の留年率も低くない。

2004 年度の卒業必要単位未修得者率は、全体で 38.5％（４年生以上で休学者、留学者を

含んだ母数で除した比率）で第一文学部と比して非常に高い。またこの比率は、専修ごと

に大きく異なっており、高い順に、表現・芸術系専修 42.8％、思想・宗教系専修 40.2％、

歴史・民俗系専修 39.8％、社会・人間系専修 35.6％、文学・言語系専修 30.6％である。
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表現・芸術系専修でとりわけ留年率が高い。この専修は社会人学生の比率が高いわけでは

なく、むしろ演劇、映像、文芸など創作の場で学習を進める一般学生が多いことが特徴で

ある。卒業後の進路でも創作活動を希望する学生が多く、ある種意図的に留年している学

生も少なくない。 

とはいえ、留年者としての学習では、次第に本来の卒業に向けての単位取得意欲が低減

することが考えられ、可能な限り早期の卒業を奨励する必要があることは言うまでもない。

専任教員による指導や、科目登録の機会等でアドバイスしているが、より積極的な関与も

求められる。また、留年が決定した学生の保証人に対しては、その旨を通知する制度を

2003 年度から実施している。必要に応じて面談するなど進めている。 

 

（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 

ⅠＢ群 ＦＤ活動に対する組織的取り組み状況の適切性 

【実態】 

全学的取り組みとして、学生によるウェブ上での授業評価アンケートを実施している

が、第二文学部ではその利用については授業担当教員の判断に委ねられており、実施率は

高いとは言いがたい。すべての授業における授業評価の実施までには、依然として教員の

意識変革を待たねばならない。 

なお、この全学的取り組みのほかに学部として授業評価は実施してはいない。教員に

よっては個人的に自分の授業に対する学生の側からの要望や感想、あるいは評価を書かせ

る場合もあり、その結果をウェブ上に公開している場合もある。教員は自分の授業が学生

の側からどう見られているかについて、常に意識的であることは必要であろう。 

 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基に検索できる。 

また卒業生への調査は 1999 年度から毎年実施している。その中では、授業やカリキュ

ラムに関する要望や意見を聴取し、学部の抱える問題点の抽出に活用している。 

【問題点】【改善の方法】 

授業の進め方や方法については、文学部がカバーする広範な専門領域の中で、あるいは

教員の個性によってもだいぶ違うものがある。普段の授業における反省の中から、教員が

自発的に今後の授業の改善策を見つけるべきであろう。 

また、授業プログラムについてはカリキュラム委員会で決定されるが、決定される時点

でその授業の役割と必要性については承認を受けたことになる。個々の授業のよりはっき

りした中身に関しては、専門性が高いため、学部長をはじめとする教務より、むしろ専修

主任によって把握されることになる。 

 本学部は５つの専修に大きく分かれており、それらの専修の下に極めて多岐にわたる分

野の授業が置かれている。専修主任は各専修委員会において、それぞれの専修に属する専
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門の教員から十分な意見を聞き、またその他の教員の意見をも参考にしながら、専修内の

授業を把握していくことになる。 

 

（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 

【実態】【長所】 

 第二文学部の授業形態は、外国語関係を除くと主に以下の種類がある。 

（１）演習授業 

１年生の基礎演習、２年生以上の演習は専門教育の中心となる科目で、いずれも少

人数の演習形式をとっている。これらの演習では、特定のテーマに関する文献講読や

発表―討論の形式で進められる。発表は個人ごとの場合もあれば、グループ単位をと

る場合もある。いずれにしても学生には相当量の準備が求められる。また発表担当以

外の学生には、積極的な討論への参加が求められる。演習の中には、授業時間外にも

討論ができるよう BBS を開設しているものもある。特定のテーマについて時間をかけ

て議論を重ねていく手段として有効である。 

表現・芸術系専修の演習には、短編小説の創作と合評（演習 32）、詩、散文、エッ

セイの創作（演習 33）、シナリオ創作（演習 37）、評論創作（演習 38）、ミステリ創作

（演習 39）、翻訳練習（演習 41、42）、創作全般（演習 46）、ディジタル映像創作（演

習 47、48）など、創作作業が組み込まれている科目も数多い。 

定員は 25 人としているが、テーマによっては学生の希望が多く、大人数になって

しまう場合もある。演習形式の授業は、学生と教員とが討論を通した相互作用によっ

て、専門テーマの学習・理解をより効果的にすることに狙いがある。そのためにも、

ある程度少人数規模のクラス編成を維持することが求められる。 

（２）実験・実習 

科目区分では演習や広域科目Ⅰとなっている授業の中には、実験や実習形態の授業

科目がある。2004 年度には、「社会・人間系演習 22：心理学基礎実験演習（A・B２ク

ラス）」「社会福祉援助技術現場実習」「表現・芸術系演習 17：舞踊」（夏季集中）、「劇

場・ホール実習」「演劇ワークショップ」（夏季集中）、「劇場技術実習」「映像ワーク

ショップ」「博物館実習」が開講された。こういった場合には、通常の演習以上に定

員が厳しくなり、抽選の結果、残念ながら履修できない学生も数多い。 

（３）概論、概説 

各専修における学問分野の基礎的な知識や方法論を包括的に教授する講義形式の課

目である。学生は講義を聞くとともに、適切なノートテーキングのスキルを身につけ

ることも求められる。 

（４）総合講座授業 

専修あるいは学部全体として特定のトピックについて、複数名の教員が講義してい

く形態の科目である。入門的性格が強く、所属専修以外の学生が広く履修することが

期待されている。 

（５）オンデマンド授業 

（授業形態と単位の関係）で記述したように、教場での授業をせずに、オンデマン
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ド・コンテンツの配信による授業形態である（詳細は次節）。 

【問題点】【改善の方法】 

現在、第二文学部では多様な形態の授業科目を提供しているが、その中で演習科目と総

合講座科目についていくつかの問題を指摘しておきたい。 

演習授業の教育指導上の有益性は上述のとおりであるが、定員を設定していることで、

学生は必ずしも希望の演習を履修できるとは限らない。毎年科目登録時に、希望学生数と

登録学生数の調整を行い、可能な限り多くの学生が希望演習を登録できるように努めてい

る。しかし、定員 25 人に対して希望学生が 50 人を超えるような場合には、演習として

の機能を確保できないなどの判断から抽選をせざるをえないのが現状である。とりわけ学

生数の多い表現・芸術系演習や、認定心理士資格などを目指した学生が多く所属する社

会・人間系演習では、選外者を出す演習が多い。希望学生が非常に多い演習については、

翌年度にクラスを増設するなど対応しているが、今のところ十分とは言えない。 

総合講座については、専任教員がコーディネーター役として担当講師の調整、連絡を務

めるが、連携がうまくいかず、専門性やテーマの統一がないような連続講演会的性格を強

めてしまう場合も多い。履修学生は非常に多いが、教育効果は高いとは言えない。コー

ディネーターの役割を明確にするなどの対応を検討している。 

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 

【実態】【長所】 

第二文学部の各専修が対象とするテーマは、多岐にわたり、教育における資料・材料も

教科書、テキストに限定されていない。映像や絵画、彫刻、音楽など多種に及ぶ。そうし

た資料を効果的に示すには、情報機器や視聴覚機器の活用が不可欠である。現在戸山キャ

ンパスでは、各教室でのプロジェクター利用を可能にするなどマルチメディア対応を進め

ている。 

そうした情報化対応の中で、最も中心的なものがオンデマンド授業である。繰り返しに

なるが、オンデマンド授業は、教場での授業をせずに、オンデマンド・コンテンツの配信

による授業形態である。このうち、すべての授業をオンデマンド・コンテンツによってい

る「フルオンデマンド」型の授業は 2004 年度には 41 科目開講している。以下に示した

ように、2001 年度に３科目からスタートした後、積極的な活用が開始された。また教場

授業とオンデマンド・コンテンツ両者を利用する「ハイブリッド」型の授業は 30 科目を

超えている。いずれの場合にも、双方向なコミュニケーションをとるため BBS を利用す

ることが重要である。このほかに BBS 機能のみを利用した演習も数多くある。BBS 上で討

論したり、あるいはレポート課題の提示、提出、返却などをすることも可能である。 

 

年度 フルオンデマンド ハイブリッド型

2001 3 0 

2002 14 36 

2003 41 38 

2004 41 29 
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【問題点】【改善の方法】 

オンデマンド授業の抱える問題点は、なんといっても一方向性の問題である。上述のよ

うに、BBS の利用や教場での解説などである程度補完することはできるが、完全とは言え

ない。しかしながら、オンデマンド授業は、就業との関係から授業出席が困難になりがち

な社会人学生などに好評である。また、コンテンツを繰り返し視聴できる点で理解が深ま

るといった、オンデマンド授業ならではの効果もある。いずれにしても、科目内容に適し

た授業形態を選択することが必須であり、その選択肢のひとつとしてオンデマンド授業形

態は、確実に定着したと言ってよい。 

 

（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 

【実態】【長所】 

 第二文学部では、国際化への対応として、まず基礎的な外国語教育の充実を図っている。

その内容、問題点は、教育課程等の項に述べたとおりである｡基礎的な外国語の習得は､

本学部の専門教育において不可欠であると同時に、国際化する社会へと学生を送り出すた

めの必須事項と位置づけている。また、在学中の海外留学を中心とした学生による国際交

流の推進も図っている。具体的には、全学のシステムに則った海外大学への留学を積極的

に推奨している。単位互換の項で述べたように、第二文学部では、留学期間中に留学先の

大学等において修得した単位のうち 60 単位までを卒業単位として認定するなど、学生の

海外での教育機会を積極的に支援する体制をとっている。特に、トランスナショナル・プ

ログラムなどを積極的に推奨し､第二文学部に在籍したまま海外の大学で学ぶプログラム

を用意し、学生の在籍年数の延長を抑制する方策も整えている。 

 第二文学部の特色のひとつである社会人学生で留学する者も増え、その経験が卒業後の

キャリアアップにつながる例も多く見られる。  

 

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 

 

 ※第一文学部と同じ。 

 

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】 

 第一文学部と同様な理念・目的に加え、夜間学部として、すでに社会にある者で強い就

学意識をもつ者に、その場を提供することも重要と考える。 

【実態】 

 一般入試のほかに、社会人入試、帰国生入試、附属・係属校推薦入試を実施している。 

【長所】【問題点】 
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 本学部の特徴ある選抜方法としては社会人入試が挙げられる。制度の発足以来強い関心

を呼び、一定の成果を挙げて今日に至る。一般入試の志願者は、第一文学部が入試制度を

変更した 2003 年度に前年度比で約１割減少しており、その後２年間も 2002 年度以前の

水準には回復していない。 

【改善の方法】 

 第二文学部の募集は 2006 年度入試で終了し、その 2006 年度入試は従来の制度を継続

することで決定している（ただし、夜間コースや社会人受け入れへの対応については、

2007 年度開設の新学部にも引き続き懸案として継承される問題である）。 

 

（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】 

 ※第一文学部と同じ。 

【実態】 

 一般入試では、英語、国語、小論文の３科目を課す。社会人入試では、学科試験として

英語、小論文の２科目を、帰国生入試は第一文学部と同じである。 

【長所】 

 一般入試については、第一文学部と同じ。本学部の社会人入試は、二次選考として面接

を実施しており、むしろ志願者本人の就学意識の高さを重視した選抜制度となっている。 

 

（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 

【実態】 

※第一文学部と同じ。ただし入試では複数科目からの選択がないので得点調整は行っ

ていないし、指定校推薦も実施していない。 

 

（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 

 

 ※第一文学部と同じ。 

 

（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 

【実態】 

※第一文学部と同じ。ただし、第二文学部では、2001～2005 年度の募集定員に対する
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実際の入学者の割合は、1.06～1.26 倍の範囲となっている。 

 

（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 

【実態】 

※第一文学部と同じ。ただし、第二文学部では、３年次編入試験も実施している専修

もある。また、成績等の保証人への通知については、夜間学部であり、社会人も多く受け

入れている学部の性格から、一律に実施できない事情がある。 

 

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】 

 歴史的に第二文学部の学科・目的および教育課程は第一文学部のそれに準じるものとさ

れてきたが、1996 年の大改革以降、第二文学部としての独自性を前面に打ち出して５専

修が置かれ、専修の垣根を低くした教育課程編成となっている。なお文学部本属の教員は

その希望に応じて、いずれかの専修に所属しており、教育課程等の必要に応じて複数の専

修に所属することも認めている。 

【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。特に表現・芸術系専修では高く、一方、文学・言語系

専修では著しく低くなっており、所属決定方法も含めて、根本的な改善が必要な時期にき

ていると思われる。 

 

ⅠＡ群 主要な授業科目への専任教員の配置状況 

【実態】 

第二文学部には、「基礎演習」「演習」「講義」の３つの科目カテゴリーが置かれている

が、このうち「基礎演習」は原則的に専任教員が担当することになっているほか、各専修

に置かれた「演習」について専任教員が主体的にかかわっている。 

 

ⅠＡ群 教員組織における専任、兼任の比率の適切性 

【実態】 

第二文学部の専門科目における専兼比率 47％であり、これは表現・芸術系専修などに

兼担教員として実作者に担当を依頼する科目が多く設置されているためとはいえ、早急に

改善を要する問題である。さらに、教養教育にかかわる科目についてはその専兼比率はわ

ずか 19％であり、これには英語科目などにおける専任教員担当比率を高めることで対応

しなければならない。 

【改善の方法】 

 第二文学部の科目については、特に外国語科目などにおいて兼担教員に担当を委ねる傾
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向があったが、新学部の発足に伴う経過措置の中で、専任教員の担当コマ数を増やし、そ

の中で一定の割合を定めて第二文学部科目の担当を促す必要がある。  

 

ⅠＡ群 教員組織の年齢構成の適切性 

 ※第一文学部と同じ。 

 

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】 

 第二文学部では、他専修の演習についても履修可能にするなど、５専修に分かれながら

も垣根の低いカリキュラム編成を行い、それを学部教育のひとつの特徴としてきた。その

うえで、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、講義科目（広域科目 I）など共通性の高い科目設置等について専

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、各専修に配置された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 

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 

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 

（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 

ⅠＢ群 教員選考基準と手続の明確化 

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 

（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 

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 

※第一文学部と同じ。 

 

６ 研究活動と研究環境 

（１）研究活動 

（研究活動） 

ⅠＡ群 論文等研究成果の発表状況 

ⅠＣ群 国内外の学会での活動状況 

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 

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 

（研究における国際連携） 
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ⅠＣ群 国際的な共同研究への参加状況 

ⅠＣ群 海外研究拠点の設置状況 

（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 

（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 

ⅠＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

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 

ⅠＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

（競争的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 

（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 

 ※第一文学部と同じ。 

 

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 

ⅠＢ群 教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 

（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 

 ※第一文学部と同じ。 

 

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 

（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 

 ※第一文学部と同じ。 


