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  03）文学研究科 

 

１ 大学院研究科の使命および目的・教育目標 

ⅡＡ群 大学院研究科の理念・目的・教育目標とそれに伴う人材養成等の目的の適切性 

ⅡＢ群 大学院研究科の理念・目的とそれに伴う人材養成等の目的の達成状況 

【理念・目的】【実態】【長所】 

文学研究科としての理念・目的は、学部のそれとことさら異なるわけではなく、常に

学問の自由と清新な気風を求め続けてきた。しかし、個性豊かな在野の学風を標榜してき

た今日の大学院の立場は、次に引用する学術院構想を生み出した『21 世紀の教育研究グ

ランドデザイン答申書』の一節に表現されているように、重々しく、一研究科にとどまる

ことなく、早稲田大学全体の将来を左右するほどのものであると考えられる。 

 「20 世紀は、科学信仰の昂進とその行き過ぎに呼び覚まされた反近代思想の交錯する

時代であり、加速度化して進歩する科学技術の功罪をめぐってさまざまな言説が飛び交い、

世紀末に至り、『知の混沌』は極まったかの如き観を呈するまでになった。本来、祝福さ

れるべきはずのものであった科学技術の進歩が、翻って人間存在に対する脅威になりつつ

ある矛盾を止揚し、世界に色濃くたちこめるペシミズムの霧を振り払って、人類社会にと

り真の喜ばしき価値を創出して行くことこそ、21 世紀を展望する『英知』に課された責

務である。そして、その主導的役割を果たすべき立場にあるのが大学、なかんずく、研究

教育の中核的機関としての大学院に他ならない。 

早稲田大学は、100 有余年の歴史にわたって、自然科学、社会科学、人文科学のいずれ

を問わず、つねに先端的『知』の有力な発信地としての地位を保持するとともに、いつい

かなる場合にあっても、あるべき人間の姿を求めて沸騰する思考の堆塙であり続けてきた。

本学、とりわけ大学院において研究教育にたずさわるものは、21 世紀の大学院に託され

た役割を充分に認識し、この学統を尊重しつつ、恒久不変の真理を探求すると同時に、世

界的視点に立って、それぞれの時代が幸福を求めて要請するさまざまな課題に取り組み、

かつ、学問と実務の両面で、国際的に有用な人材を育成することをもって使命としなけれ

ばならない。大学院における研究教育の充実は、大衆化の波に洗われる学部教育にも有効

なインパクトをあたえ、結果として、本学に学ぶ全てのものの学術的水準の向上をもたら

すことになるであろう」（2000 年９月 14 日） 

【問題点】【改善の方法】 

文学研究科は、いわゆる実学に対する虚学の府としての性質を色濃くもつと考えられ

る。実学の背景にあって極めて重大な責務を果たしながら、なお多面的な社会的要請にき

め細かく対応していくことが求められており、そこにはしばしば困難を生じることがある。

責任と要請を正当に把握し、組織の見直しなども含めた対応方策の検討が期待されよう。 

 

２ 修士課程・博士課程の教育内容・方法等 

（１）教育課程等 

（大学院研究科の教育課程） 

ⅡＡ群 大学院研究科の教育課程と各大学院研究科の理念・目的並びに学校教育法第 65

条、大学院設置基準第３条第１項、同第４条第１項との関連 
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【理念・目的】 

 文学研究科は、高度にして専門的な学術の理論および応用を研究、教授し、その深奥を

究めて、文化の創造、発展と人類の福祉に寄与することを目的としている。 

 

ⅡＢ群 「広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の

専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養う」という修士課程の目的への適

合性 

【実態】 

 本研究科修士課程には、哲学、東洋哲学、心理学、社会学、教育学、日本文学、英文学、

フランス文学、ドイツ文学、ロシア文学、中国文学、芸術学（演劇映像、美術史）、史学

（日本史、東洋史、考古学）、日本語日本文化の 14 専攻があり、各専攻では各々の専門

分野を究めるための演習、講義科目、および研究指導のカリキュラムを整え、それ以外に

も共通授業科目、随意科目（語学）も揃えている。また本大学院で取得できる教育職員免

許状は、中学校・高等学校教諭専修免許状で、教科は国語、公民、地理歴史（中専は社

会）、英語、フランス語、ドイツ語、ロシア語であり、このほかに学部設置の科目を履修

することで博物館学芸員を取得することもできる。 

 

ⅡＢ群 「専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高

度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊か

な学識を養う」という博士課程の目的への適合性 

【実態】 

 本研究科では、修士課程 14 専攻のうえに同一専攻の博士後期課程を置いて、卒業論文

を手がかりにした修士論文をさらに深化・充実させ展開する研究指導を行い、実質的に一

貫教育を実施している。学生の研究課題に即した研究指導と学生自身の自発的な研究活動

が行われ、博士学位論文の完成が目指されている。 
 

ⅡＡ群 学部に基礎を置く大学院研究科における教育内容と、当該学部の学士課程にお

ける教育内容の適切性及び両者の関係 

【実態】 

 第一文学部設置の 19 専修に基づいて文学研究科の 14 専攻が設置されており、下記の

先取り科目などを通じて両者の教育課程・内容は密接に関連づけられている。 

【長所】 

 本研究科では、2004 年度から、一定の条件を満たした学部学生による大学院学科目の

先取制度、すなわち学部学生が大学院の授業を受講し、大学院進学後にその単位を申請す

れば大学院の単位として認定する制度を開始している。これにより意欲的な学部学生の知

識欲は効果的に満足され、さらには大学院進学へのモチベーションが励まされ、高まって

おり、熱意ある優秀な学生の進学が促進されると期待されている。 

 

ⅡＡ群 修士課程における教育内容と、博士（後期）課程における教育内容の適切性及

び両者の関係 
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ⅡＡ群 博士課程（一貫制）の教育課程における教育内容の適切性 

【実態】 

 修士課程学生と博士後期課程学生は合同で指導教員の演習・講義・研究指導を受けてい

ることが多く、両者の教育内容は密接に関連づけられている。それと同時に、個別の研究

指導を通じて、修士論文および博士論文作成のための指導も適宜なされている。 

 

ⅡＡ群 課程制博士課程における、入学から学位授与までの教育システム・プロセスの

適切性 

【実態】【長所】 

 修士課程から博士後期課程に進学して３年以上在学し、本研究科の定めるところにより、

所要の研究指導を受けたうえ、博士学位論文の審査および試験に合格した者に対し、「博

士（文学）」の学位が授与される。文学学術院では、2002 年より学位授与機能の充実を図

るため、教授会の下に学位委員会を発足させ厳格かつ適切な学位審査制度を明確化、並行

して博士後期課程の研究指導、とりわけ論文作成指導に力を入れている。その結果、博士

学位の授与件数は 1996 年から 1999 年までの４年間で 63 件であったものが、2000 年から

2004 年までの４年間に 123 件と、２倍近くに増え、その効果が表れている。 
【問題点】【改善の方法】 

 博士学位の取得件数は全体で確実に伸びているにもかかわらず、専攻によるばらつきが

見られる。課程制博士課程の特質の理解をさらに深めるよう、教務を中心に情報提供など

を実施しているところである。 

 

ⅡＣ群 創造的な教育プロジェクトの推進状況 

【長所】 

 本研究科博士後期課程に設置された「アジア地域文化エンハンシング研究センター」が

2002 年度の 21 世紀 COE プログラム（人文科学部門）に採択されたことが挙げられる。当

該センターは全国の数百大学の中から採択された教育研究拠点のひとつであり、「アジア

地域文化学の構築」を共同研究の目的として掲げている。これに参加している専攻は芸術

学（美術史）、史学（東洋史、日本史、考古学）、中国文学、東洋哲学、日本語日本文学で、

専攻横断的で新たな人文科学の創設を目指している。当該センター内に組織されている定

例研究会では、毎月研究報告を義務づけている博士後期課程学生、および客員研究助手等

の若手研究者を、21 世紀 COE 事業推進担当者全員で研究指導している。この学横断的な

学際的研究指導体制の整備により、今後ユニークな学際的研究の成果が輩出することが期

待される。 

 

（単位互換、単位認定等） 

ⅡＢ群 国内外の大学等と単位互換を行っている大学院研究科にあっては、実施してい

る単位互換方法の適切性 

【実態】 

 文学研究科では、慶應義塾大学、学習院大学、中央大学の各大学院文学研究科と協定を

結び、８単位を限度としてそれぞれに設置されている授業科目の履修をもって所要単位に 
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振り替えることを認めている。修士課程学生の履修基準 32 単位の中で８単位を限度とし

ているのは、学生の履修負担から見て適切とされる。  
 

（社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮） 

ⅡＡ群 社会人、外国人留学生に対する教育課程編成、教育研究指導への配慮 

【実態】【問題点】 

 文学研究科では社会人枠の入試制度を設けておらず、社会人等のための教育課程編成や

特別の研究指導体制も特には設けていない。受験手続きの際に社会人であることを申告さ

せているが、入学後は一般学生と区別せず、同じ条件で教育研究の指導を行っている。し

たがって、大学院をより広く社会に開いてゆくために社会人をどう受け入れるかが今後の

課題である。また、日本語日本文化専攻は外国人留学生を想定して設置されたものであっ

たが、2001 年４月に本学に大学院日本語教育研究科が発足したことにより、その部分の

役割は大幅に減じている。両者の問題とも、近い将来における大学院改組において何らか

の方策を検討する必要が生じている。 

 

（生涯学習への対応） 

ⅡＣ群 社会人再教育を含む生涯学習の推進に対応させた教育研究の実施状況 

【実態】 

 教育委員会等から要請があった場合に高校等の現職教員を派遣研究員として受け入れて

いる。通常は１年の研修で、指導教員の下で研修しているが、その数は極めて少ない。こ

れ以外に科目等履修生を受け入れているが、社会人の履修生は比較的数が多いといえる。 

 

（研究指導等） 

ⅡＡ群 教育課程の展開並びに学位論文の作成等を通じた教育・研究指導の適切性 

【実態】 

 特定の教育プログラムはなく、各専攻・指導教員による個別指導を中心としている。 

 

ⅡＡ群 学生に対する履修指導の適切性 

【実態】 

 教員は学生に「文学研究科要項」に基づき正しく履修するよう指導するとともに、毎年

の科目履修にあたっては指導教員が個別に学生の相談に乗って指導し、特に他大学や他研

究科の設置科目履修にあたっては専門性・必要性の観点から指導教員の承認を必要要件と

している。 

 

ⅡＢ群 指導教員による個別的な研究指導の充実度 

【実態】 

 指導教員による個別指導はその専門分野、個人的性格、年齢等々により千差万別と思わ

れる。 

 

ⅡＣ群 複数指導制を採っている場合における、教育研究指導責任の明確化 
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【実態】 

 修士論文および博士論文の審査において主査・副査制をとっており、評価もそれらの合

議によって行われ、評価の客観性を保つようにしている。 

 

ⅡＣ群 教員間・学生間及びその双方の間の学問的刺激を誘発させるための措置の適切性 

【実態】 

 大学院学生間の自主研究会への教室貸し出し、講演会・招聘講師に対する補助等を行っ

ている。特にＣＯＥ関連の講演会を連続的に実施し、学生の発表の場とともに学問的刺激

を受ける場を確保するよう努めている。 

 

ⅡＣ群 研究分野や指導教員にかかる学生からの変更希望への対処方策 

【実態】 

 各専攻内で対応し、場合によっては教務が間に入って指導・調整することもある。 

 

ⅡＣ群 才能豊かな人材を発掘し、その才能に適った研究機関等に送り込むことなどを

可能ならしめるような研究指導体制の整備状況 

【実態】 

 大学や研究機関等の公募情報あるいは特別研究員（学振）の募集などをそのつど各専攻

に通知案内している。 

 

（２）教育方法等 

（教育効果の測定） 

ⅡＢ群 教育・研究指導の効果を測定するための方法の適切性 

【実態】 

 語学方面の専攻を除いて明確な効果を測定することは実施されていない。 

 

ⅡＣ群 修士課程、博士課程修了者（修業年限満期退学者を含む）の進路状況 

【実態】 

 データに精粗があって、本人から申告されたものを集成したものにすぎないが、2000

年度以降の主に修士課程に関する進路状況は以下のとおりである。 

 

[2000 年度]（文学研究科以外の文系大学院を含む） 

文系大学院の進学状況： 

 早稲田大学（119）、他大学（13）、合計 132 人。 

文系大学院の就職状況： 

 教育〈私立学校〉（６）、教育その他（２）、国家公務員（３）、地方公務員（１）、非営

利団体（１）、出版業（３）、通信業（１）、放送業（１）、飲食店（１）、専門サービス業

（１）、繊維製品製造業（１）、情報サービス業（１）、合計 22 人。 

[2001 年度]（文学研究科以外の文系大学院を含む） 

文系大学院の進学状況： 
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 早稲田大学（145）、他大学（20）、合計 165 人。 

文系大学院の就職状況： 

 教育〈私立学校〉（４）、教育その他（２）、国家公務員（３）、非営利団体（１）、出版

業（４）、印刷業（１）、専門サービス業（２）、情報サービス業（３）、百貨店・スーパー

（１）、卸売業（１）、その他の小売業（１）、その他のサービス業（１）、合計 24 人。 

[2002 年度]（文学研究科以外の文系大学院を含む） 

文系大学院の進学状況： 

 早稲田大学（159）、他大学（８）、合計 167 人。 

文学研究科の就職状況： 

 教育〈私立学校〉（５）、教育その他（２）、国家公務員（２）、地方公務員（１）、出版

業（５）、新聞業（１）、情報サービス業（１）、その他のサービス業（１）、百貨店・スー

パー（１）、その他の小売業（２）、電気機械器具製造業（２）、食品製造業（１）、観光・

興行・娯楽業（１）、医療保険業（１）、分類不能の産業（１）、合計 27 人（男 18、女９）。 

[2003 年度]（文学研究科） 

進路状況：  

就職（31）、進学（41）、その他（31）、合計 103 人。  

就職状況： 

 教育〈国公立学校〉（１）、教育〈私立学校〉（４）、国家公務員（２）、地方公務員

（１）、出版業（２）、情報サービス業（２）、専門サービス業（２）、卸売業（３）、その

他の小売業（２）、生命保険業（１）、広告業（１）、制作業（１）、非営利団体（２）、合

計 24 人（男 11、女 13）。 

[2004 年度]（文学研究科） 

進路状況：  

 就職（33）、進学（59）、その他（24）、合計 116 人。 

就職状況： 

 教育〈私立学校〉（７）、教育その他（１）、国家公務員（１）、地方公務員（１）、出版

業（２）、新聞業（２）、情報サービス業（３）、電気機械器具製造業（１）、専門商社

（１）、普通銀行（１）、不動産業（１）、放送業（１）、その他の小売業（１）、非営利団

体（１）、合計 24 人（男 12、女 12）。 

  

ⅡＣ群 大学教員、研究機関の研究員などへの就任状況と高度専門職への就職状況 

【実態】 

 「学校基本調査」のデータによれば以下のとおりであり、2002 年度以降、特に大学教

員への就職が増えている傾向が認められる。 

[2000 年度] 

 科学研究者 12 人(男 9、女３）､保険医療従事者２人(男２）、高等学校教員２人（男

２） 

[2001 年度] 

 科学研究者４人（男２、女２）、高等専門学校教員１人（男１） 

[2002 年度] 
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 科学研究者８人（男４、女４）、大学教員６人（男５、女１） 

[2003 年度] 

 科学研究者３人（男２、女１）、中学校教員１人（女１）、高等学校教員１人（男１）、

高等専門学校教員１人（女１）、短期大学教員１人（女１）、大学教員 11 人（男６、女

５）、保険医療従事者 1人（男１） 

[2004 年度] 

 科学研究者３人（男１、女２）、高等学校教員１人（男１）、大学教員 25 人（男 16、女

９） 

 

（成績評価法） 

ⅡＢ群 学生の資質向上の状況を検証する成績評価法の適切性 

【実態】 

 各担当教員に一任している。 

  

（教育・研究指導の改善） 

ⅡＡ群 教員の教育・研究指導方法の改善を促進するための組織的な取り組み状況 

【実態】【長所】 

 文学研究科の下での戸山リサーチセンター（TRC）の活動が挙げられる。TRC は 2001 年

度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”に選定された研究組織

で、本学大学院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

および教育・研究の高度化に資することを目的とし、戸山キャンパスに設置されたプロ

ジェクト研究所を総合して、活動を推進している。 

 このプロジェクトの中から多数の多種多様なオンデマンド授業が生まれ、専用の教科書

も発行され、学部・大学院の新しい授業プログラムが日々開発されている。2002～2004

年度のオンデマンド授業の増加を見てみると、フルオンデマンド型は 13→18→41 科目、

ハイブリッド型は 29→28→29 科目、BBS のみが 10→33→30 科目で、フルオンデマンド型

の授業が確実に増えている。専用の教科書は 2002 年度 10 冊、2003 年度５冊、2004 年度

４冊刊行されている。 
 

ⅡＡ群 シラバスの適切性 

【実態】【問題点】【改善の方法】 

 毎年講義要項（早稲田大学大学院文学研究科要項）を出しているが、全体に精粗の差が

あり、全体のフォーマットを工夫して、より一層の内容の充実が求められる。 

    

ⅡＢ群 学生による授業評価の導入状況 

【実態】 

 本学教務部からの依頼に基づき、一部の授業に対してアンケートが実施されている。 
 

（３）国内外における教育・研究交流 

ⅡＢ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明確化の状況 
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【実態】 

 そのような基本方針は設定していない。 

 

ⅡＢ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】 

 交換研究員、訪問学者、外国人研究員等の制度があり、学生・教員の受け入れを行って

いる。 

 

ⅡＣ群 国内外の大学院間の組織的な教育研究交流の状況 

【実態】 

 本研究科は、国内の大学院では慶應義塾大学、学習院大学、中央大学と単位互換の協定

を結んでおり、また箇所間交流を締結している外国大学は、中国の武漢大学、東北師範大

学、およびインドネシアのウダヤナ大学である。 

     

ⅡＣ群 外国人研究者の受け入れ体制とその運用の適切性 

【実態】 

 交換研究員、訪問学者、外国人研究員等に対して宿泊施設や研究室を提供し、図書館利

用の資格を与え、コンピューターネットワークの利用資格も与えている。 

 

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 

 

 ※第一文学部で記述。 

 

（４）学位授与・課程修了の認定 

ⅡＡ群 修士 博士の各々の学位の授与状況と学位の授与方針・基準の適切性 

【実態】 

 修士・博士後期課程の学位の授与基準は「文学研究科要項」に明記されている他、特に

博士学位については学位委員会の規定、「早稲田大学学位規則の運用に関する文学研究科

内規」等に明記されている。修士学位の授与者は、2000 年 137 人、2001 年 154 人、2002

年 141 人、2003 年 150 人、2004 年 149 人。博士学位の授与者は（かっこ内は論文博士）、

2000 年８人（11 人）、2001 年７人（22 人）、2002 年 15 人（16 人）、2003 年 15 人（30

人）、2004 年 11 人（15 人）である。修士課程修了者は毎年 150 人前後であり、博士学位

取得者は年度による増減が認められるものの、学位委員会の設置された 2002 年度以降は

明らかに増加傾向にあるといえる。 

 

ⅡＢ群 学位審査の透明性・客観性を高める措置の導入状況とその適切性 

【実態】【長所】 

 修士論文も博士論文も主査・副査制をとって合議で評価しており、特に博士論文の審査

では学位委員会において積極的に外部から審査者を加えるよう指導している。審査委員会

は公開の場でなされ、HP 等を通じて公布される。特に課程博士論文の審査要旨は『紀
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要』に掲載され公開される。学位委員会発足以前と比較して、審査の透明性と客観性が一

段と制度的に整備されたといえる。 

 

（課程修了の認定） 

ⅡＢ群 標準修業年限未満で修了することを認めている大学院における、そうした

措置の適切性、妥当性 

【実態】 

 従来そのような学生はまだ現れていないが、今後そのような学生が現れた時点で適宜処

理されることになろう。 

 

３ 学生の受け入れ 

（学生募集方法・入学者選抜方法） 

ⅡＡ群 大学院研究科の学生募集の方法、入学者選抜方法の適切性 

【実態】 

本研究科で実施する入学試験は、修士課程、博士後期課程ともに一般入試に限られ、

学内推薦入試や社会人入試、飛び級入学は実施していない。一般入試では、学内受験者と

学外受験者、外国人留学生を区別することなく、共通問題を課している。 

本研究科で受け入れる学生は、修士・博士後期両課程において、専門分野に関する正

確で豊富な学術知識と、幅広い知識を涵養するための語学力を必要とする。そのために、

入学試験において専門科目と一般外国語の能力を試験する。 

入学試験では、専門科目は専攻ごとに出題する。一般外国語科目は英語をはじめ、７

科目から１科目選択するが、外国語２科目を課す専攻もある。受験者全員に入学後の研究

計画書の提出を義務づけており、研究に対する意欲や適性を判断する材料としている。ま

た外国人留学生に対しては、履歴書とともに母国での成績証明書を提出させ、適性と就学

の意思を確認している。 

入学者の選抜においては、研究計画書の内容を加味しながら、専門科目と一般外国語

科目の得点の総合的基準で合否を判定している。 

【長所】 

 一般入試が主体となるために、試験科目数や内容に専攻間で偏りやばらつきが少なく、

特に一般外国語科目が全専攻に共通しているので、研究科内で統一的な入試を実施できる。

合否の判定では、専門科目の得点と一般外国語科目の得点の総合的基準により判定するが、

これは専門性のみならず語学力においても資質の高い学生を確保する狙いがある。 

【問題点】【改善の方法】 

 入学試験が一般入試に限られ、学内推薦入試や飛び級入学、社会人入試や、外国人に対

する特別の入試が用意されていない点は、社会人や外国人留学生などの多様な学生を受け

入れて学術・教育面での活性化を図るうえではマイナス要因となる。現行の入試制度では、

外国留学生は日本人と同じ専門科目を受験することを課せられている。これは、外国で学

んできた外国留学生にとっては大変なハンディになると考えられる。また社会人受験者は、

現行の入試制度で受験する限り、現役組との競争となり、相当のハンディを負わざるをえ

ない。 
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多様で優秀な人材を確保するために、多様な入学試験を用意すべきで、そのためには

入試制度のみならず、教学上の組織と体制に関して改革を推し進める必要があるが、現在

置かれた教学組織や体制などの状況とを勘案して十分に検討する必要がある。 

 

（門戸開放） 

ⅡＡ群 他大学・大学院の学生に対する「門戸開放」の状況 

【実態】 

 早稲田大学内部から本研究科修士課程を受験する学生は、過去５年間の平均で、年 280

人、博士後期課程では年 114 人である。一方、外部から受験する修士課程受験生は過去

５年間の平均で年 154 人、博士後期課程では年平均 20 人である。内部受験者：外部受験

者の比率は、過去５年間で、修士課程では 64％：36％、博士後期課程では 85％：15％で

ある。このデータは、本研究科が外部社会に対して開放され、多くの受験者を受け入れて

いることを示している。また内部合格者：外部合格者の比率を見ると、修士課程では

79％：21％、博士後期課程では 93％：７％となっている。 

【長所】 

修士課程で、内部からの入学者数が多い（79％）ことは、学部との連携が円滑に進め

られていることを示し、学部教育の延長線上に大学院教育が位置づけられることからする

と、むしろ自然であるといえよう。博士後期課程で内部進学者が 93％と高率なのも、そ

のように考えれば、修士課程と博士後期課程の連携や研究指導のあり方を考えると、ごく

自然なことであり、学生にとっては一貫した指導体制の下で研究を継続できる利点がある。 

【問題点】【改善の方法】 

修士課程では内部入学者が 79％（過去５年間平均）を占めるのに対して、外部入学者

は 21％にすぎない。また博士課程では内部入学者が 93％の高率に達し、外部入学者は

７％を占めるにすぎない。これは、外部受験者に門戸が開放されているものの、外部受験

者が合格しにくい状況であることを示している。内部入学者の比率が著しく高くなると、

「生え抜き主義」的な側面も見え始め、研究や教育面に活性化が失われる恐れがあるので、

外部からの入学者も適度に確保するための方略を検討していく必要があろう。 

 

（社会人の受け入れ） 

ⅡＢ群 社会人学生の受け入れ状況  

【実態】【問題点】【改善の方法】 

本研究科で実施する入試は一般入試に限られ、社会人入試は実施していない。その点

で多様な学生層、特に社会人に対応できる教学体制を整えていない。近年では生涯学習、

資格取得、リカレント教育を目的とした社会人の入学希望者が増加しており、その対応が

急務とされている。社会人が本研究科に入学しようとする場合、一般入試で現役学生と競

合せざるをえない。これは、社会人受験生にははなはだ不公正であり、これを是正するこ

とが、生涯教育を標榜する現代の教育指針に合致することは言うまでもない。そのために

は、現行の受験形態を多様化するなど入試制度だけを改変するだけでなく、社会人学生の

受け入れに関して、教学体制を整備することが急務である。これについては教学組織の改

変を伴うだけに、教員の負担や研究指導の質量、教場・施設との兼ね合いもあるので、今
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後十分に検討する必要がある。 

（定員管理） 

ⅡＡ群 収容定員に対する在籍学生数の比率および学生確保のための措置の適切性 

【実態】 

本研究科では修士課程の入学定員を 315 人と規定している。各専攻は、教員の数や負担、

教育環境等を考慮し、専攻ごとに独自の定員を定めている。しかし、専攻ごとの入学定員

の総計は 150 人前後であり、実際には毎年 150 人前後しか入学していない。これは全入

学定員の約半数である。博士課程においても入学定員を 155 人と規定しているが、実際

は 80 人前後の入学者で推移している。定員に対する収容率 50％台は、甚だ低い数値と言

わざるをえない。 

【長所】 

 修士課程、博士課程において、入学者が入学定員の約半数に抑えられる点は、本来なら

倍する学生数を研究指導することを考えれば、かなり負担減になり、緻密で行き届いた指

導を可能にしている。 

【問題点】【改善の方法】 

本研究科の学生入学定員が 315 人であるにもかかわらず、例年入学者はそれを下回っ

て、約半数の学生しか受け入れていない。受験者が入学者の倍近くいる事実、定員数を大

きく上回る受験者がいる事実を考えると、研究者養成機能を重視するという点からはやむ

をえないとはいえ、学生の進学希望が十分には反映されていないことを示している。定員

の見直しや、定員を充足するための入試制度の改革、教学上の改革が必要である。入学定

員の 70％近くを入学させるための制度的改革が必要であろう。 

 

４ 教員組織 

（教員組織） 

ⅡＡ群 大学院研究科の理念・目的並びに教育課程の種類、性格、学生数との関係にお

ける当該大学院研究科の教員組織の適切性、妥当性 

【実態】【長所】 
 文学研究科は、人文科学系の多様な学問分野について大学院の設置目的に合致する高度

な能力を備えた人々を養成することを理念・目標として修士課程（博士前期課程）と博士

後期課程を設置しており、そのために、14 専攻（このうち、芸術学専攻は演劇映像と美

術史、史学専攻は日本史、東洋史、西洋史、考古学のいわば準専攻に分かれているので、

実質的には 18 専攻）に多数の教員を配置している。 

 実態としては、2004 年度の修士課程の在学生 392 人、博士後期課程の在学生 406 人に

対して、本研究科の授業を担当している教員の数（特別研究期間などで休講中の者を除

く）は 278 人に上り、2000 年度の 258 人から 20 人増加しており、さまざまな学問分野で

多様な問題に関心を抱いている学生に応えうる教員を配置している。 

担当教員の資格別内訳は表のとおりである。 

 

年度 教授 助教授 専任講師 客員教員 非常勤講師 計 

2000 166 16 ０ 12 64 258 
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2004 164 29 ３ ９ 73 278 

 2004 年度から本学で発足した学術院体制に従って同年度の担当専任教員（教授、助教

授、専任講師）の本属を区別すると、文学学術院本属の専任教員は 158 人、他学術院本

属の専任教員は 38 人で、前者が 80.6％を占め、また、双方を合わせた本学専任教員の割

合は 70.5％となる。このように、文学学術院本属の専任教員をあくまでも中心としつつ

他箇所本属の専任教員や非常勤講師を含め、多数の幅広い教員を擁していることが、本研

究科の教員組織の最大の長所といえる。 

 なお、2004 年度の担当教員 278 人のうち、女性は 44 人で全体の 15.8％を占め、文学

学術院本属あるいは他学術院本属の専任教員および客員教員の中では 28 人で 13.6％にあ

たる。また、278 人のうち、博士の学位を持つ教員は 97 人で全体の 34.9％、専任教員の

中では 66 人で 33.7％となる。博士学位を取得した大学の内訳は表のとおりである。 

 

 文学学術院 

専任教員 

他学術院 

専任教員 

非常勤講師 

(客員教員を含む) 

計 

早稲田大学 29 ８ ２   39 

国内の他大学 ５ ２ 20   27 

外国の大学 14 ８ ９   31 

計 48 18 31   97 

 
 また、2004 年度の授業担当教員のうち、外国語を母語とする教員は計 17 人（文学学術

院本属専任教員６人、他学術院本属専任教員２人、客員教員１人、非常勤講師８人）であ

る。 

【問題点】【改善の方法】 

 上記のような実態の大きな問題点としては、学生の側で伝統的な学問分野に収まりきら

ない新たな領域への関心が強まりつつあること、また、課程博士学位取得にたどり着く学

生の数が依然として最も多い年度でも 15 人という低水準にとどまっていることである。

このような問題に対処するため、本研究科は、2007 年度から研究科全体をひとつの専攻

に統合して「コース」という形で新たな研究領域に対応しやすくするとともに、学生をよ

り積極的に課程博士学位取得に導くための方策を実施することを目指している。また、教

員の中の博士学位保持者の割合が高くないことも問題点といえる。これについては、専任

教員の新規採用に際して博士学位保持者を優先する方針が浸透しつつある一方で、今後、

各コースごとに博士学位保持者の割合をチェックすることなどを通して本研究科担当教員

の博士学位取得を促すことを検討している。 

 

（研究支援職員） 

ⅡＢ群 研究支援職員の充実度 

ⅡＢ群 「研究者」と研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

【実態】【長所】 

 実態としては、文学学術院全体の事務をサポートする戸山総合事務センターの専任職員

のうち、1 人が科学研究費や本大学の特定課題研究費の申請や使用に関して教員を支援す

る業務を担当しており、また、１人が 21 世紀 COE プログラム（アジア地域文化エンハン
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シング研究センター）を支援し、さらに２人が学術フロンティア事業（戸山リサーチセン

ター）を支援している。以前に比べれば職員による研究支援体制、教員との連携はかなり

進展している。 

【問題点】【改善の方法】 

 上記のようにかつてよりも改善されたとはいえ、依然として現状で十分とは言いがたい。

学部再編を抱えて職員の事務量も大幅に増えることが予想され、早急な改善は極めて難し

いが、職員による一層のサポートが可能になるような人員配置を働きかけていきたい。 

 

（教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続） 

ⅡＡ群 大学院担当の専任教員の募集・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】 
 専任教員の募集については本研究科のみで行うことはなく、文学学術院全体として行っ

ている。研究指導を含む本研究科の授業担当者を決定する手続きの実態としては、まず各

専攻の教室会議において担当候補者の研究業績や適格性を綿密に審査して申請し、次いで

専修専攻運営主任会で審議・審査し、最後に学術院教授会において審議・決定するという

プロセスをとっている。かなり多様な専門分野を抱えた本研究科においては、このような

やり方は、それぞれの分野の専門性を尊重するという観点からは一定の長所となってきた。 

【問題点】【改善の方法】 

 上記のような長所が認められる一方で、従来のやり方では専攻がいわば「独立王国」化

して教員に対する審査にも偏りが生じる恐れがあるという問題点があった。2007 年度か

ら予定している一専攻制への切り替えに伴い、学生を課程博士学位取得に導くためには指

導の責任を負う教員について研究科全体として従来以上に厳密にチェックする必要がある

という認識が教員の間にも広まりつつあり、その具体化が今後の課題となっている。 

 

（教育・研究活動の評価） 

ⅡＢ群 教員の教育活動及び研究活動の評価の実施状況とその有効性 

 

※第一文学部で記述。 

 

（大学院と他の教育研究組織・機関等との関係） 

ⅡＢ群 学内外の大学院と学部、研究所等の教育研究組織間の人的交流の状況とその適

切性 

【実態】【長所】 
 本研究科は、さまざまな面で本研究科の枠を超える交流を進めることが望ましいと考え

て実行してきた。実態としては、教員の側から言えば、上記のように 2004 年度において

38 人の他学術院本属の専任教員が本研究科の授業を担当しており、また、学生の側から

言えば、10 単位ないし８単位を限度として他研究科や、交流協定を結んでいる慶応義塾

大学文学研究科・社会学研究科、学習院大学文学研究科の設置科目を履修することを認め

ている。交流協定の締結校には 2005 年度から中央大学文学研究科（当面は史学の分野に
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限定）が加わり、2006 年度からは学習院女子大学国際文化交流研究科も加わる。学部と

の交流という面では、学部４年生が本研究科の授業を履修し、本研究科に正規学生として

入学すれば本研究科の単位として認定する、「先取り科目」制を導入した。 

【問題点】【改善の方法】 

 交流協定を結んでいる大学との関係においては、行き来に時間がかかること、また、分

野によっては相手大学からの受講者のほうが遥かに多いこと、などの問題点が見受けられ

る。しかし、交流を図るという方向性に誤りはないだろうから、今後さらに積極的に推進

していきたい。 

 

５ 研究活動と研究環境 

（１）研究活動 

（研究活動） 

ⅡＡ群 論文等研究成果の発表状況 

ⅡＣ群 国内外の学会での活動状況 

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 

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 

（研究における国際連携） 

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 

（教育研究組織単位間の研究上の連携） 

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 

（２）研究環境 

（経常的な研究条件の整備） 

ⅡＡ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 

ⅡＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

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 

ⅡＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

（競争的な研究環境創出のための措置） 

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 

（研究上の成果の公表、発信・受信等） 

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 

 

※第一文学部で記述。 

 

６ 施設・設備等 

（１）施設・設備 

（施設・設備等） 
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ⅡＡ群 大学院研究科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 

【実態】【長所】 

 本研究科では専用の教室として１～５時限までを確保し、６時限以降は第二文学部と共

有している。現状では、授業数に対して教室数は足りている。 

 

ⅡＢ群 大学院専用の施設・設備の整備状況 

ⅡＣ群 大学院学生用実習室等の整備状況 

【実態】【長所】 

 大学院学生のための専用ラウンジがあり、希望者に個人ロッカーを貸し出している。そ

の室内には院生専用のコピー機４台、PC１台、紙折り機１台を設置している。また 21 世

紀 COE プログラムの採択に伴って、36 号館８階にプロジェクト室が設置され、サーバー

１台、PC８台、コピー機１台、プリンター等周辺機器が設置されている。なお実習室と

しては、大学院学生専用というわけではないが、心理学実習室、動物実験室、美術自習室、

考古実習室、考古第四作業室等がある。 

 

（維持・管理体制） 

ⅡＡ群 施設・設備等を維持・管理するための学内的な責任体制の確立状況 

【実態】 

 本研究科の施設・設備等の維持管理は、本研究科担当の職員が管理している。 

 

ⅡＢ群 実験等に伴う危険防止のための安全管理・衛生管理と環境被害防止の徹底化を

図る体制の確立状況 

【実態】 

 この問題にかかわる専攻は本研究科では極めて少なく、そのためその安全・衛生管理に

ついては当該専攻に委ねているのが現状である。 

 

（２）情報インフラ 

ⅡＢ群 学術資料の記録・保管のための配慮の適切性 

ⅡＢ群 国内外の他の大学院・大学との図書等の学術情報・資料の相互利用のための条

件整備とその利用関係の適切性 

 

※大学全体で記述。 

 


