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  1）教育学部 

 

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】 

 教育学部は、1903年に創設された高等師範部を母体とし、早稲田大学が新制大学に移行した

1949年に、私学では最初の教育学部として設置された。当初より開放制の教育課程を掲げてい

る。教育学部はこの理念に対応して、幅広い視野のうえに深い専門性を備えた優秀な教員を養

成すること、そして、広く実社会の各分野で活躍しうる有能な人材を養成することの２つを目

的としている。 

【実態】【長所】【問題点】 

 教育学部は、文系から理系までの５つの学科（教育学科、国語国文学科、英語英文学科、社

会科、理学科）を含んでいるために、学生は教員を志望するにせよしないにせよ、文系と理系

にまたがる総合的なものの見方を身につけることができる条件が整っている。しかしながら実

態としては学科や専修間を隔てる壁が高く、この利点を十分に生かすことができなかった。こ

の弊を改めるために、いくつかの学科では必修科目の単位数を減らすなどの措置をとった。ま

た2000年度より学際コースを設置した。 

【改善の方法】 

 緊急に対処すべき問題点と、考えられるその解決策は以下のとおりである。 

①社会的に強く要請されている初等教育の教員免許を取得可能にする。 

②教育研究科および教育総合研究所との連携を緊密にすることで、現職教員のスキルアップ

を可能にする。 

③戸山・西早稲田キャンパスにおける自然科学教育をより高度なものとし、さらには研究レ

ベルでの文系と理系の境界を超えた協力関係の方途を探るために理学科を再編する。 

④教育学部の特徴である開放制と文系と理系の併存を最大限に活用するために、学際コース

をさらに発展させる。 

 また、教育学部の理念・目的に関しては、学部計画委員会を設け検討してきたが、特に、上

記③については、理学科再編委員会を設置し再編の可能性を議論した。 

 

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 

【理念・目的】 

 高等師範部以来の伝統と早稲田大学建学の精神を基調とし、時代の要請に即応する教育理念の

確立と実践を目的として本学部は設立された。教育学部の目的とするところは、その伝統に立っ
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て、高等学校、中学校における教育者を養成することにあるが、同時に種々の生涯学習場面、広

く実社会の各分野において、高い教養と教育理念を基調として活躍できる人材の養成を目指して

いる。 

【実態】【長所】【問題点】 

近年は、教員需要の増加傾向と現代の多様で複雑な教育問題に対処しうる有為な人材育成が求

められている。専門領域を尊重しつつ、教育専門職を養成する制度の充実が課題である。 

 
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 

【理念・目的】 

 教育学部は文系、理系にわたる５学科８専修と、それらを統合するものとしての学際コース

からなる。文系としては、教育学科、国語国文学科、英語英文学科、社会科の４学科で、さら

に教育学科は教育学、生涯教育学、教育心理学の３専修に、社会科は、地理歴史、社会科学の

２専修に分かれている。また、理系の理学科は数学、生物学、地球科学の３専修を設けている。

2000年４月にスタートした学際コースは、これまでの学部の教育理念をさらに具体化するため

に、既存の教育課程を今日的課題に十分応えうるような総合的カリキュラム編成を根幹に据え

て開設されたものである。 

このように文系、理系にわたる学科・専修を多数設置していることは本学部の特色であり、

一大総合学部として多様性に満ちた教育環境を形成している。本学部は、幅広い豊かな人間教

育を基盤として、学生それぞれの個性を重んじ、その可能性に期待したきめの細かいカリキュ

ラムを編成している。希望者には教員免許をはじめ、図書館司書、博物館学芸員などの資格も

無理なく取得できるように配慮されており、また各学科とも少人数によるゼミ（形式の授業）

を多く設置して、広く社会の各分野に適応し活躍しうる有用な人材の育成を目指している。 

【実態】【長所】【問題点】 

本学部の設置科目には卒業要件にかかわる教育学部共通科目、外国語科目（A、B）、専門教

育科目、学際コース科目と、随意科目（教職課程科目など資格取得にかかわるもの）がある。

学科と学際コースは、それぞれ学科、専修、コースの教育目的に沿った特色あるカリキュラム

を編成している。教育学部共通科目は、４系列（人文系、社会系、自然系、総合系）に分かれ

る。コンピューター科目もこの中に含まれる。人文系には文学、史学、哲学など 12 科目、社

会系には憲法、経済学など８科目、自然系には物理学、生物学、コンピューターなど14科目、

総合系には物理学、地球システム概論など３科目があり、学生は幅広い選択ができる。 

外国語 A（未修外国語）には、ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語があ

る（そのほか語学教育研究所の朝鮮語も選択可能）。外国語A１（１年生）では、１週２コマの

授業（クラス）を同じ教員、またはペアを組んだ２人の教員が担当する。従来の文法と講義で

バラバラに週1コマずつ行っていた授業と違って、集中度が高く、教育効果が上がっている。 

外国語 B（既修外国語）は原則として英語を履修する。英語Ⅱ（２年生）は授業内容によっ

て「リスニング」「リーディング」「スピーキング」「ライティング」「総合英語」の５種類に分

かれ、学生は自分の希望する方面を重点的に強化するような選択が可能である。 

 早稲田大学では学部の枠を超えて全学に開放する講義（全学オープン科目）があり、また全
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学オープン科目以外の他学部の科目を履修することもできる。 

   また、教育学部には教職課程がある。ここでは全学部の学生を対象に、主として教員免許取

得のために必要な教職に関する科目の授業を行う。 

 本学部における卒業必要単位数は124単位である。教育学部要項の「卒業必要単位数一覧」

に定められた基準により、本学部で指定している最低単位数をそれぞれの科目区分ごとに計

124単位以上、修得しなければならない。教育学部共通科目の12単位、外国語Bの８単位だけ

が学部全体に共通の最低必要単位である。なお、社会科と数学専修では外国語 A（英語）は必

修科目ではない。 

 

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】 

 本学部は開放制の理念を基盤とした教育によって各分野の高度の専門知識と広範な領域に

関する教養をもち、教育界をはじめ官公庁、金融業界、製造・サービス業関連など広く実社会

において活躍する人材の育成を目指している。そのような高い教養と倫理観とを兼ね備えた社

会人の育成のためには「基礎教育と倫理性を培う教育」の充実は不可欠な要素である。 

【実態】【長所】【問題点】 

 基礎教育に関しては一般教育（教養教育）科目として学部共通科目、外国語科目を設けてい

る。さらに、各学科・専修の実情に合わせて専門教育に対する導入・準備的な基礎教育を実施

することにより、高校における基礎学力を確認するとともに、大学での専門教育への入門的な

トレーニング教育の役割を果たしている。倫理性を培う教育としては人文系の科目「ジェンダ

ー・スタディーズ」「倫理学」、社会系の科目「憲法」、総合系の「人権への視座」における人

権問題をはじめ、情報社会における倫理性の教育科目「情報社会と情報倫理」を設けている。 

【改善の方法】 

 教育学部共通科目に関しては、特に文系科目においては現代の社会状況を反映したアクチュ

アルな内容を積極的に取り入れ、社会と学生の要求に応えるべく、現在、学部共通科目の改革

を行っている。 

 

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 

【理念・目的】 

 一般教育的授業科目として４つの学問系列からなる「学部共通科目群」を設置し、幅広く深

い教養および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵養する人格形成のために配慮する。 

【実態】【長所】【問題点】 

 教育学部では、学科間の垣根を超えて横断的に履修可能な一般教育的授業科目として、人文

系、社会系、自然系、総合系の４つの学問系列からなる「学部共通科目群」を設置している。

さらに各学部の壁を超えた履修を可能にする「オープン教育センター科目群」を用意している。

これらの教育課程によって、幅広く深い教養および総合的な判断力を培い、豊かな人間性を涵

養することに配慮している。 
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【改善の方法】 

 教育学部は 2003 年から、学部カリキュラム改革案作成に関するワーキンググループ委員会

をはじめ学部共通科目改革委員会、学部共通科目運営委員会などを通して、2007年度の実施を

目指して学部共通科目の改革を行っている。改革の概要には、学科に依存している履修条件の

見直し、情報化社会の変化に柔軟に対応できるような学問系列の再編などが含まれる。 

 

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 

（１）英語について 

 本学部では、英語は既修外国語（外国語B）として扱われ、英語英文学科用のものとそれ以

外の学科用のものとに区別されている。英語英文学科専用の英語科目では、クラス単位で授業

が行われている。英語英文学科以外の学科に配当されている英語科目は段階的に「英語Ⅰ」「英

語Ⅱ」が設置され、学科・専修単位でのクラス分けはなく、学生は在学中のどこかでこれらを

履修すればよいことになっている。より高い能力を身につけたい学生を対象に「英語Ⅲ」も設

置されている。「英語Ⅰ」は「表現」と「理解」に区別され、学生は２つの領域からそれぞれ

１科目を選択する。「英語Ⅱ」は「スピーキング」「リスニング」「ライティング」「総合英語」

という４つのカテゴリーに分かれ、内容もそれぞれの名称が示すものに特化されており、学生

はクラスを自由に選択することができる。問題点としては、クラス指定がないために学生は

個々の時間割に合わせる形でクラスの選択をしてしまうこと、さまざまな学科の学生が同一ク

ラスになるため興味の対象が一様ではないこと、学生の英語力にかなりのばらつきがあること、

英語を必修にしていない学科の学生の英語力の低下などが挙げられる。これらの弊を改めるた

め、2007年度より、能力別クラス制の導入などを柱にした英語カリキュラムの改変を予定して

いる。 

（２）英語以外の外国語について 

英語以外の未修外国語教育の理念・目的は、英語以外の外国語の運用能力を育成するととも

に、当該外国語の文化を学び多様な異文化を理解することにある。また、英語以外の外国語の

教員養成に貢献することも教育学部の重要な目的のひとつである。 

これに対応して、１年生ではひとつの科目として設定された通年週２時間２回の授業（「外

国語Ⅰ」、４単位）が、２年生では通年週２時間の授業２科目（「外国語Ⅱ」、合計４単位）が、

必修となっている。また、より高度な能力を身につけたい学生のためには上級の授業（「外国

語Ⅲ」）が２ないし３クラス（外国語の種類によって異なる）用意されている。 

２年で通年週２時間４科目という学修時間は、十全な外国語能力を身につける時間数として

は決して十分とはいえないが、１年生に関しては、基礎力を検定する「統一到達度テスト」の

導入、同一教科書ないし同種教科書の採用、オンデマンドの利用によって、基礎的な外国語運

用能力が習得されるよう努めている。 

また、従来の読み書き偏重から脱却し、聴覚を生かした口頭でのコミュニケーション能力を

育成するため、１年生からネーティブの教員を配置し、２年生でも後述する「日常的なコミュ

ニケーションに特化した授業」は、原則としてネーティブの教員が担当している。 

外国語の学習は単に言語を学ぶという面に限られるものではなく、当該外国語の文化への理

解が不可欠である。逆に、文化への興味がモチベーションとならなければ、言語の習得は積極
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性を欠くものにもなりかねない。２年生の授業は、日常的なコミュニケーションに特化した授

業、当該外国語の社会の現状に焦点をあてた授業、当該外国語の文化や歴史を中心にした授業

の３つに下位区分し、文化への関心を喚起する構成にしている。 

今後の課題としては、統一到達度テストのさらなる充実、１年生だけでなく２年生以降も到

達目標を明確にして学力の合理的育成を図ること、<聞く・話す>から<読む・書く>までを含め

たより総合的なコミュニケーション能力の習得を目指した授業設定と授業運営のさらなる改

善、上級クラスにより多くの学生を集める工夫（現在、各クラスの平均受講者は約10人）、海

外研修の単位化、全学オープン科目の積極的利用などが挙げられる。 

 

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 

【理念・目的】【実態】 

教育学部の卒業必要単位数は 124 単位である。学科・専修に対応して下表に示すような 11

の教育課程が並行的に実施されている。どの課程においても学部共通科目（一般教養的授業科

目）は 10％弱、外国語科目（多くは英語と未修外国語）が 10％程度、その他 80％ほどが専門

教育科目になる。 

 

一般教養的授業科目単位数  外国語科目単位数    専門教育的授業科目単位概数   総単位数 

 最低～上限          最低～上限      （ ）は教職科目単位上限（内数） 

教育学科・教育学専修   12～20          16～24            68～   （20）        124 

教育学科・生涯教育学専修 12～20          16～24            76～   （20）        124 

教育学科・教育心理学専修 12～20          16～24            74～   （20）        124 

国語国文学科       12～20          14～22            80～   （18）        124 

英語英文学科       12～20          18～26            86～   （ 8）        124 

社会科・地理歴史専修   12～20           8～16            96～   （ 8）         124 

社会科・社会科学専修   12～20           8～16            70～   （10）        124 

理学科・数学専修     12～30           8～26            86～   （18）        124 

理学科・生物学専修    12～16          12～16            96～   （ 4）        124 

理学科・地球科学専修   12～24           8～16            74～   （30）        124 

学際コース        12             8               38～    （18）       124 

 

【長所】 

学生の意思を尊重し、単位取得の量的配分には相当の柔軟性が与えられている。また教職課

程科目を卒業必要単位の15％ほど認める学科・専修も多く、教員養成に配慮するという特徴が

ある。 

【問題点】【改善の方法】 

学科・専修によって必修科目数に大きな差があるが、これは学問の特性を反映したものであ

り、量的配分という面からは特に問題はないと考えられる。 

 

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 
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【理念・目的】【実態】【長所】 

 教養科目については各学科・専修が自らの専門領域および関係する学問領域の運営を行って

いる。また英語科目については主として英語英文学科が、外国語科目については外国語科（ド

イツ語、フランス語、ロシア語、中国語、スペイン語）が運営している。さらに相互調整を行

う組織としてカリキュラム検討委員会、学部共通科目運営委員会が設置されている。 

【問題点】【改善の方法】 

英語教育、一般教養教育に関しては、講義内容と学生の要望とのずれが指摘されている。そ

こで、一般英語教育運営委員会、学部共通科目運営委員会を設立し、カリキュラムの改定を検

討中（一部は実施済み）である。将来的には学部共通科目運営委員会が教養科目の運営主体に

なるものと目されている。 

 

（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 

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 

（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 

 

＜教育学科・教育学専修＞ 

【理念・目的】 

 本専修は教育学部の発足時に創設され、教育学部の要ともいうべき位置にある。その理念は、

学生たちが教育について専門的、多角的に考察のできる学問的組織・構成をなしていることと、

教職課程の指導に教員全員があたり､教員養成にも深く貢献していることにある。 

 時代的変化の中で、子ども、青年、地域、社会、学校の歴史、教職、教育制度、教育政策、

教育と自然あるいは生命、情報、国際社会などについての関心が高まっているが、過去の歴史

や諸外国の教育の実態にも関心を払いながら、多彩な諸科学を基盤としたうえでの教育の考察

を特色としている。教員も学生も共に人間発達のあり方を熟考し、「生きる」ということの意

味と未来社会への責任意識を育むことを目指す。 

【実態】【長所】【問題点】 

 今日の教育学は、単一的教師学としてのペダゴジーから、Sciences of Education ととらえ

られる「学際学」「複合学」に変化している。教育学専修は現代の教育課題ならびに学生の多

様なニーズに対応すべく、2003年度から新カリキュラムに移行した。通年科目(４単位)を半期

(２単位)化し、多彩な専門科目の履修を可能とした。これによって、必修の単位数を削減し、

また教職課程科目からの参入単位数を増加させ、学生の履修方法の自由度を高めた。１・２年

生に配当した「教育学プレゼミ」は、２年生終了時までに全専任教員の専門分野に触れること

ができ、かつクラスメートとの協同学習、大学生ならではの学習スタイルを習得させる。３・

４年生では演習に所属し、自分の関心に結びついたテーマで卒業研究へ結びつける。３・４年
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生合同のゼミ形式は、学生同士の相互啓発と社会性の育成に効果がある。 

【改善の方法】 

 新入生向けにオリエンテーションを実施し、専修カリキュラムの説明、学生生活とその留意

点、キャリア形成などに関心を高めさせている。学生が意欲的に学ぶ授業を追求するため、独

自の授業アンケートと教員同士の授業参観を部分的に試行している。カリキュラムの評価と授

業の最適化を目指す手段のひとつとして、学生による授業アンケートなどを位置づけるための

システムづくりを始めており、アンケート調査の経費、TAの育成などに予算的処置が求められ

る。教育に関する現代的課題を議論するためには教育現場の実態に触れることが必要なので、

学生が研究テーマに関連した学校施設を訪問するなどの機会の拡充に努めたい。 

 

＜教育学科・生涯教育学専修＞ 

【理念・目的】 

 本専修では、社会教育、生涯教育について、教育学だけではなく、経済学、社会学、環境学、

女性学、情報学、国際学を相互に関連づけて理論的に研究を進めている。また、家庭教育、青

少年・成人・女性・高齢者の教育、教育福祉、社会教育の施設・職員、学校開放、視聴覚教育、

多文化教育、社会的弱者に対する学習権保障などにかかわる理論と実践について、近隣の教育

委員会との連携を進めながら、教育施設、教育機関におけるボランティア体験やフィールドワ

ークを通じて具体的に学ぶことを主目的として、高度な専門性の確立と幅広い教養の習得に努

めている。以上のような理論と実践を土台にして、国際社会の中で求められる自由でオリジナ

ルな発想、理論の組み立てが可能となるような力や実践力の育成を目指すと同時に、外国人留

学生との交流を通して国際的なネットワークの形成に資する教育のあり方も追求している。 

【実態】【長所】 

 カリキュラムは、社会教育、生涯学習を広く深い視点から学習していくことができるように

編成されている。特に現代的課題に対応した専門科目を設置している点が特徴的である。消費

社会に生きる生活者の視点から消費を選択する力をつけるための「消費者教育」、深刻化する

子どもの生活問題およびその社会的支援策について考える「児童福祉論」、子ども観や子育て

環境の変容を把握し人間形成にかかわる課題を読み解く「子ども論」、また大学や企業におけ

るキャリア形成や能力開発の方法・課題について検討する「企業内教育」や「経営教育論」、

21 世紀の市民参画型社会の理念と実態およびそうした社会を担う人材育成のあり方について

学ぶ「NPO・NGO論」などの科目が設置されている。 

 本専修では、生涯教育にふさわしい教育方法、講義内容とするため、１年生設置の専門必修

科目「生涯学習概論」を本専修の専任教員全員が担当し、そのうえで保護者や一般の人々にも

公開する開放的な講義とした。授業の進め方もチョークアンドトークの講義形式ではなく、講

義とディスカッションを組み合わせた対話型、学生参加型を目指している。 

 さらに、より低学年での少人数クラスの設置と、３・４年生の「社会教育演習」につながる

きめ細かい指導の実現（１～４年生を通しての少人数教育の徹底）を図るために１年生必修の

「社会教育実習」と２年生必修の「社会教育研究」の各クラスを本専修の専任教員が担うこと

とし、教員と学生および学生同士の距離が近いものになるように、人間関係の形成を重視した

取り組みを行っている。 

【問題点】【改善の方法】 
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 少人数教育の実施等による専任教育の負担増の問題が指摘されている。なかでも大学院教育

学研究科の研究指導兼任の教員の担当コマ数は 12 コマを超える。学生、特に１年生に対して

きめ細かい支援・指導を行いながら、どのようにして兼任教員の負担を軽減していくかが喫緊

の課題である。 

 

＜教育学科・教育心理学専修＞ 

【理念・目的】 

 本専修は、教育心理学を核にし人間の発達や学習の過程を教授することに重点を置きながら

も、心理学における基本的な教育も疎かにしないという理念で専門教育に取り組み、将来、心

理学的素養を必要とする専門職、研究職で活躍できる人材を養成することを目的としている。 

【実態】【長所】 

 学校心理学、教授心理学など、教育心理学にふさわしい科目を充実させている。必修科目は

１・２年生に集中的に配当し、３・４年生で各人の興味・関心に合わせて選択科目を幅広く選

択できるようにしている。総じて実験、実習を重視したカリキュラムであり、実験や調査によ

ってデータを集め、その分析を行うという実習科目では、小集団に分かれて作業を行い、きめ

細かな指導をしている。ゼミ選択は卒論指導(選択科目)とゆるく連動している。 

 教育心理学は実験系の学問なので、 実験科目や研究法科目では実習を行うことは言うまで

もないが、実習後のレポートやプレゼンテーションの仕方についても特に重視している。概論、

特論などでは伝統的な教授法がなお中心を占めているものの、パワーポイントやOHPによるプ

レゼンテーション、ビデオ教材など AV 機器やインターネットを利用した教授形態を採用して

いる授業もある。また、大人を被験者としていた実験室を最近、児童面談室に改装して、 幼

児・児童を対象とする発達心理学関連の演習や実習を行えるようにした。 

【問題点】【改善の方法】 

 教育心理学は実質的に実験系の学問であるにもかかわらず、実験、調査のための専用の研究

室が少なく、ほとんどが授業教室との兼用である。継続的研究、持続的調査を促進するために

も早急に施設環境を整備することが望まれる。 

 

＜国語国文学科＞ 

【理念・目的】 

 本学科の第一の目的は、中等教育の国語科の教員の養成であり、特に高度な専門知識をもっ

た実践力の高い教員の養成を目指している。その一方で、本学科は教員免許の取得を義務づけ

てはいない。日本文化の幅広い学習を通して、社会の多方面で活躍できる教養豊かな指導力の

ある人材の養成にも積極的に取り組んでいる。結果、卒業生は、教育界、一般企業において活

躍し、高い評価を得ている。教員としての能力を高めるため、あるいは研究職を目指して、大

学院の教育学研究科、文学研究科などへ進学する者も多い。 

【実態】【長所】 

 2002年度にカリキュラムを改定し、学生の多様なニーズに応えられるようにした。日本文学、

日本語学、中国文学、国語教育の充実した科目を用意し、教員を目指す学生が高い専門性を獲

得することを可能とし、教職課程の「教職に関する科目」のうち 18 単位までを卒業必要単位

に繰り入れられるようにした。その一方で必修科目数を減らし、教員免許の取得を目指さない
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学生が自身の進路や興味によってカリキュラムを構成することが可能となった。 

 教員と学生との交流の確保のために可能な限り少人数のクラス編成を行い、18人の専任教員

を中心とした授業を展開している。また、「表現創作演習」「国語表現」、話し方や朗読などの

「音声言語教育」ほか、教員を目指す者には特に必要な実践力の養成にも配慮している。 

【問題点】【改善の方法】 

 教員を志望する学生のために、国語教育についての関心をより一層高める必要がある。一方、

教員を志望しない学生が圧倒的に多いという現状を考えれば、彼らのニーズを測り、これに対

応する努力も払わなければならない。2002年度のカリキュラムの改定も、このような二分され

る現状に合わせたものだが、時間割を優先した安易な履修などが目立ち、十分に機能している

とは言いがたい。学生に対する細かな履修指導が必要である。 

 

＜英語英文学科＞ 

【理念・目的】 

 本学科は英語教師の養成を目標のひとつに掲げて発足したが、広く社会の各方面に有為の人

材を送り出すことも目的としており、実技としての英語にも力点を置く。コミュニケーション

能力は学問的知識に裏づけられねばならないというのが本学科の基本的理念である。英語学お

よび英米文学に関する基本的な知識をすべての学生が習得できるよう配慮している。 

【実態】【長所】 

 1999年度の改定において、現在の本学科のカリキュラムの大きな特徴である「ゆるやかなコ

ース制」を導入し、必修科目を履修する中で学生が自分の興味の対象を見つけ科目を履修でき

るようにした。具体的には、各分野において基礎を学ぶ先行科目とその延長としてのより高度

な後続科目という科目配列を採用した。これと並行して３・４年生のゼミを同一指導教員によ

る一貫教育にしたことで学生各自の専門分野がより明確になった。 

 実技としての英語力を伸ばすために、１・２年生において「英語」という科目とは別に全員

に英語のディクテーションを課しており、学生は一年を通して毎週、課題として与えられた教

材を聞き取って提出することになっている。専門科目においては、できる限り原典に触れると

いう考えから、「英文学講読」「米文学講読」を設けている。また、教員の専門性を生かすため

に「英文学史」「英語学」は複数の教員で構成している。 

【問題点】【改善の方法】 

 本学部にはさまざまな入試の形態があり、入学する学生の基礎学力にもかなりのばらつきが

見られる。本学科の場合、リスニング力とスピーキング力における学生間の差が顕著である。

カリキュラムやクラス編成の一部修正等によって、この問題の解決を図る必要があろう。 

 

＜社会科・地理歴史専修＞ 

【理念・目的】 

 本専修は、地理学と歴史学の基礎を学んだうえで、そのいずれかを選択、専攻することを特

徴としている。地理学と歴史学は各々独立した学問であるが、と同時に、人間の営為を固有性

の相の下にとらえようとする発想を共有し、相互に刺激し合って発展してきた、極めて親和性

の高い関係でもある。この２つの学問体系を組み合わせて学ぶことによって、それらを別個に

学ぶ場合よりも、より広い視野と柔軟な洞察力が養われる。 
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【実態】【長所】 

 本専修のカリキュラムは、１・２年生で地理学と歴史学の基礎を修得し、３・４年生で専攻

をそのいずれかに絞って履修するという二段構えを特色としている。１・２年生の基礎修得は、

11の専門必修科目が中心となり、３・４年生の専攻は、それぞれの演習とそれに沿った卒業論

文の作成が中心となる。さらに、主として３・４年生を対象とする 31 の専門選択科目が設け

られ、幅広い関心に沿った学習の条件が整えられている。また、これらの科目を履修すること

により、教員免許（中学社会、高校地歴・公民）の取得も比較的容易である。 

 演習と卒業論文を必修科目としてすべての学生に履修させている。これによって、大教室で

の多人数教育ではなしえない双方向的学習が可能となり、学生の主体的問題発見と追求能力、

それを表現する文章力が鍛えられる。また本専修は、他の学科・専修と異なり、卒業論文提出

を冬休み明けの１月初旬とし、学生に論文作成の時間を可能な限り与える配慮をしている。 

【問題点】【改善の方法】 

 本専修には、早急に取り上げねばならぬ課題は当面存在しない。 

 

＜社会科・社会科学専修＞ 

【理念・目的】 

 政治学、経済学、法律学、社会学、マスコミュニケーション学の５つの領域を研究の核に位

置づけ、それぞれの分野における理論的探求を行うとともに、現代社会の諸問題を取り上げそ

の実践的な解明を目指している。これらの諸研究を基礎に各分野を相互に関連づけて、社会科

学全般の総合的な体系化を行い、教育に反映させることで、社会と世界に対する幅広い見識と

高度な知識を習得し、斬新な文化の創造、確たる社会の構築、社会科学への革新的な寄与など

さまざまな方面で活躍と貢献ができる多才な人材を育成することを目的としている。 

【実態】【長所】 

 必修科目の数を少なめに、選択科目の数を多く、設置してある。同時に、１・２年生では広

く多様な科目を、３・４年生では演習を通じて専門特化した科目を履修し、最終的には必修の

卒業論文の作成において学習の成果をまとめ上げるように組み立てられている。これにより、

社会科学に関連した科目を広範に学習し、学生各自がそれぞれの個別の関心や興味を多角的に

考察し検討を行うことができるばかりか、特定の専門領域についても深く探究し能力の向上を

図るれるようなカリキュラムを構成している。 

 専門必修科目、専門主選択科目、専門副選択科目を合わせ約 80 科目の幅広い専門教育科目

を設置し、社会科学の専門的な知識の獲得ができるとともに、学生の関心と必要に応じて、他

学科、他専修、学際コース、および他学部全学オープン科目の履修を可能とすることで、視野

の拡大と知識の向上を目指す。これらの成果に基づいて行われる演習と卒業論文との指導を一

体化し、専門知識の深化と効果的な集約を図っている。さらには、「男女共同参画社会」「マネ

ー」「グローバリゼーション」など社会の変化を見据え、時代の要請に応えたテーマ別の科目

を時宜に応じて設定することで、常に新しい問題意識を喚起し、時代に即応した素養を涵養し

問題解決の能力を高める。 

【問題点】【改善の方法】 

 社会科学が対象とする社会・世界は絶えず動き、変化している。このような流動性の高い対

象の姿を、常に最新の理論や思考により的確にとらえ教育に生かすこと、また、社会と世界の
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動向に対する学生の関心にも配慮し、カリキュラムを更新し続けることを課題としている。 

 

＜理学科・数学専修＞ 

【理念・目的】 

 中学・高校の数学教員、純粋数学・応用数学の研究者、数学の素養を必要とする産業界の各

分野で広く活躍できるような能力を身につけた人材の養成を目的としている。高度な専門数学

の教育に第一の力点を置きつつ、教員養成にも十分に配慮した教育を行い、幅広い学生の興味

に配慮し、情報・コンピューターの分野も含んだ応用数学の教育を行う。 

【実態】【長所】 

 専門数学の標準的なカリキュラムを土台に据え、教員の養成に必要な数学教育のカリキュラ

ムと応用数学までの広範な数学分野にわたるカリキュラムを組んでいる。専門科目を必修と選

択に分けているが、必修科目は１・２年生に置かれた基本的な科目と３・４年生のゼミ形式の

演習からなる。選択科目は、解析、代数、幾何、応用数学（情報・コンピューターを含む）、

数学教育の科目が開講しており、学生が興味に応じて深く学べるようになっている。 

 ゼミ形式の演習は自発的な数学の学習・研究を行う重要な機会ととらえ、これを３年生から

設置している。コンピューター関係の科目では、演習室が用意されている。各教員のオフィス

アワーと大学院生の TA によるアドバイザー制度によって日常的に学生の学習相談に対応して

いる。数学専修図書室には単行本約２万冊、洋雑誌約140誌が整備されている。学生たちの自

習と議論およびTAによる学生相談のために、学生読書・自習室が用意されている。 

【問題点】【改善の方法】 

 高度な専門数学のカリキュラムの下で教育を行い、産業界、教育職、研究職に優秀な人材を

多数輩出してきた。今後は教員需要の増加が期待されるので、教員養成への配慮がより必要で

ある。金融関係を希望する学生も相当数おり、アクチュアリーや金融工学の基盤となる数学の

教育の充実も望まれる。特に選択科目については、産業界などで必要とされる数学の変化や学

生の関心の変化に応じて、教育内容・目的を改善しなければならない。ゼミ形式の演習科目は

カリキュラムにおいて重要な位置を占めるが、ゼミ室は３室のみであり絶対的に不足している。

学生読書・自習室の管理体制についても見直しを図らざるをえなくなっている。 

 

＜理学科・生物学専修＞ 

【理念・目的】 

 生物に関する基本的知識から先端領域まで多岐にわたって教育することに主眼を置いてい

る。生物は「生きている」という根本原理に関してはすべてで同じだが、生息する環境の多様

性に応じて生物にも多様性が生まれ、その結果、生物学の多用な領域設定が必要になる。本専

修では、基本的知識から種の特性、環境に対する応答などを踏まえたカリキュラムに基づいて、

生物学から生物関連科学まで統一的に理解させることを目的としている。 

【実態】 

 先端の生命科学の発展によって、分類系統学や形態学の専門家が減少した。しかし、本専修

では生物の機能には形態的多様性が重要であるとする立場から、多くの大学で廃止ないし縮小

された「分類系統学」や「形態学」を必修科目として維持している。 

【長所】 
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 生物学に重点を置きながら先端の生命科学にも視野を広げていることが、本専修の特徴であ

る。生物学では近年、細胞や組織の培養、DNA のシークエンスや組み換え、タンパク質の構造

解析などに著しい発展があり、その結果、生命関連科学との連携が深まってきた。しかし、こ

れらの生命関連科学を十全に理解するためには、その基礎となる生物学の知識が不可欠である。

本専修では、このような基礎のうえに、先端科学の理解を位置づけ、特に「特殊講義」という

科目において、先端生命科学の最新の知見を学生に教授している（原則２年交代）。 

【問題点】 

 上記の方針から、必須科目が増加し学生の選択自由度が低くなっている。 

【改善の方法】 

 基本的な教育理念を維持しつつ、同時に、多岐にわたる先端生命科学の講義を提供すること

は難しい問題である。そのため、数年後をめどに抜本的なカリキュラムの改定を検討している。 

 

＜理学科・地球科学専修＞ 

【理念・目的】 

 基礎科学としての地球科学、特に固体地球に関する科学（一般地質学、構造地質学、堆積学、

地史学、古生物学、岩石学、鉱物学、地球化学）の教育研究に重点を置いている。国公立研究

機関における研究者、理科教員、地質技術者の育成だけでなく、汎地球的な空間、人類史を超

える地球観を理解した人材を養成することを目的としている。 

【実態】【長所】 

 学生には少人数教育を通じてきめの細かい学習指導を行っている。講述と板書のみによる講

義では、日常生活とはスケールも時間も物理化学条件も大きく異なる地質体の本質を理解させ

ることはできない。野外実習、実験を頻繁に行うだけでなく、講義でも視覚メディアを積極的

に援用している。また、科学英語の習熟のため、入学時に『一般地質学』（英語）を全員に配

付し精読することを指示している。 

 地球科学は、地球そのもの、および地球構成物質の構成・状態・時間的変遷を、物理学、化

学を駆使して解明する学問である。理論を会得するだけでなく、野外における物質の状態の観

察を通じて、その実体像、生成の場、他の地質体との空間的・成因的関係を正しく把握し、そ

れに基づいて室内処理を行うことが必要である。カリキュラムはこの図式に則って組み立てら

れており、現地野外見学・実習、実験を重視し、その準備としての講義にも力を入れている。 

【問題点】【改善の方法】 

 現有のスタッフでは地球科学の全分野を網羅するには程遠い。現有スタッフの専攻を有機的

に結合させた専修全体での研究課題を構築することが必要である。そのためには、基礎化学系

の教員を補充することが不可欠であろう。また、現地実習に要する経済的負担も無視できない。

実験、実習、特に野外実習に不可避な危険の回避策を作成することも検討している。 

 

＜学際コース＞ 

【理念・目的】 

本コースは人文系、社会系、自然系にまたがる５学科８専修からなる教育学部の特徴を生か

し、既存の学問体系内では解決できない今日的課題に立ち向かいえる新しいタイプの知性をも

った学生を生み出すことを目的に、2000年４月に発足した。今までの知識普及型あるいは技能
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習得型の教育観を超えた、問題発見・課題解決型の教育価値の創造を目指している。 

【実態】【長所】 

 本コースには<地球システム領域><メディア・言語コミュニケーション領域><現代社会・文

化領域>の３つの重点領域が設定されている。入学者は、１年生は全員５学科８専修に属し、

一定の条件をクリアした希望者が２年生から本コースに進学する。導入科目として１年生向け

の学部共通科目に上記３重点領域の総論科目が設置されている。３年生より３重点領域のいず

れかを選択する。選択した重点領域の必修・選択科目を中心に履修しながら、各自の課題に従

って他領域や既存の学科・専修科目を横断的に学ぶ。 

 本コースに進学する２年生春にフィールドワークを組み込んだオリエンテーション合宿を

実施し、問題発見・課題解決型の学習への準備を行う。授業科目については、学際的、領域横

断的な視野の獲得のため、１人の教員が担当する従来型の科目に加え、ひとつのテーマについ

て複数の教員が共同で担当する科目も多く設置している。また３年生以降の演習科目について

も複数教員がひとつの演習科目を担当するなど、狭い専門領域に閉じこもることのないよう配

慮している。 

【問題点】【改善の方法】 

 本コースは 2000 年４月に進学者（２年生）の受け入れを開始し、2003 年３月以降、これま

でに３期の卒業生を送り出した。在学生、卒業生からは、学科・専修の枠にとらわれることな

く今日的課題に取り組むことのできる場として肯定的な評価を得ている。しかし、学際コース

委員会の下、各学科・専修の教員が協力する形でつくり上げられている教育組織であるため、

コースの運営、学生の所属などにおいてさまざまな問題点が浮かび上がっている。学部内の位

置づけも含め、本コースのあり方について再検討を行い、より充実した教育の場とすることが

今後の課題である。 

 

＜外国語科＞ 

【理念・目的】 

 教育学部においては、教員の所属組織として外国語科を設置している。外国語科は主として

英語以外の外国語の授業と学際コースの授業の一部を担当している。英語以外の外国語の運用

能力を育成するとともに、当該外国語の文化を学び、多様な異文化を理解することを目的とす

る。また、英語以外の外国語の教員養成にも貢献している。 

【実態】【長所】 

 現在、未修外国語（外国語 A）として、ドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイ

ン語、朝鮮語が開講されている。 

 １・２年生で週２時間２科目４単位、２年間で合計８単位が学部共通の必修単位である。ま

た、外国語能力を向上させたい３・４年生のために、上級クラスとして各外国語にⅢの授業が

２クラスないし３クラス（通年２単位）設けられている。さらに、英語以外の外国語の教員免

許取得を目指す学生のために、各外国語の教科教育法の授業が開講されている。学生は入学時

に未修外国語を選択する。また、未修外国語の指定クラス制が大勢を占める中、教育学部では、

１年生から学生が自分の意思でクラスを自由に選択できるにようになっている。 

 外国語Ⅰ（初級）では、週２時間２回の授業をひとつの科目として設定し、同じ教科書を使

用し、原則として同じ教員が担当している。時間割の編成上、２人の教員が担当する場合も、



Ⅲ－04－ 15

緊密に連絡を取ることで、無駄のない授業運営に努めている。外国語Ⅱは、それぞれの外国語

で、日常的なコミュニケーションに特化した授業、当該外国語の社会の現状に焦点をあてた授

業、当該外国語の文化や歴史を中心にした授業に下位区分されており、学生は自身の興味関心

によって、これらの下位区分された授業の中から最低２科目を選択して履修する。外国語Ⅲも

内容別に下位区分されている。 

 1994年度以降、１年生終了時には、各クラスの教員が課す試験に加え、各外国語で統一到達

度テストを必修化し、学生の最低学力を保証している。2001年度からは、専任教員全員で、各

外国語の統一到達度テストの内容や平均点などを検討し、さらには統一到達度テストの成績分

布と各教員が実施したテストの成績分布の比較を行うなど、到達度の均質化を図る一方、その

結果を非常勤の講師にも通知し、授業運営の改善を促している。 

【問題点】【改善の方法】 

 １年生で正しい発音による口頭での基本的なコミュニケーション能力を含めた外国語運用

能力を身につけるためには、現行の週２時間２回の授業では不十分である。したがって、現在、

必修総単位数８単位を維持しながら、１年生で週３回の授業（日本人が２回、ネーティブが１

回担当、計６単位）を、そして２年生前期で週１回の授業（半期で２単位、ただしオンデマン

ドシステムなどを利用した復習の組み込みによって通年と同じ学習時間を確保）を履修するカ

リキュラムへの改変を検討中である。一方で、１年生終了時の統一到達度テストのさらなる充

実も引き続き行うべき課題である。すでに中国語、スペイン語、ロシア語が、１年次において

統一教科書を使用しており（うち中国語は教育学部の中国語担当の専任教員全員で執筆・編集

した教科書を使用）、ドイツ語とフランス語でも多くのクラスで同一教科書が使われている。

今後は、中国語にならって、その他の外国語でも、専任教員による教育学部の学生の実情に合

った統一教科書の編成が望まれる。また、再履修者の多さも解決すべき課題である。特に、外

国語Ⅰでは、約35％の学生が単位を修得できず、再履修にまわっている。これには、成績不良・

出席不良の学生の呼び出しなどきめの細かい指導が試みられているが、さらに現状を改善する

ためには、これを学科全体の取り組みとして、年度ごとの具体的な数値目標を掲げて、積極的

に推進していく必要がある。 

 

（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】 

 教育者の要請を大きな目的に掲げている本学部にとって、後期中等教育から高等教育への円

滑な移行を可能にすることは重要な課題のひとつである。 

【実態】【長所】【問題点】 

 従来から指摘されてきたことだが、入学後の授業が要求する学力と入学直前までの新入生の

学力との間の乖離は否めない。特に問題となるのが、附属・系属高校からの推薦入学者と、一

般入試以外の方法による入学者の場合である。これらの入学者は、一般入試を経た入学者に比

較して、特定の科目の学力に関し、大学初年度の授業が前提とする水準に達していないことが

少なくない。そのため、早稲田大学はオープン教育センターによる、推薦入学者を対象とした

「導入教育」（数学 I・II、情報、文章表現、Tutorial English など）、留学センターによる、

帰国生を対象とした「予備教育課程」（国語文法、国語古典、現代国語、日本史、政治経済、数
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学 A文科系、数学B理科系、化学、物理、英語など）の履修を部分的に義務づけ、入学者が学

力を補う機会を提供している。特に教育学部は、自己推薦入試を実施しているため、入学前の

学力の補強は不可欠である。 

 導入教育ではないが、教育学部では新入生を対象に、入学時に、①教職科目の履修方法、②

教職科目以外の科目の履修方法、③未修外国語の学習の仕方、④各学科個別の学習方法に関す

る４回にわたるガイダンスを行っている。また、いくつかの学科ではすべての新入生に基礎演

習を履修することを義務づけている。入学直後のケアは十全とは言えないまでも、相当程度ま

で実現されている。 

 また自主的に附属高校に出向き、いわゆる模擬講義を行っている教員もおり、一定の成果を

挙げている。 

【改善の方法】 

 附属・系属高校での模擬授業を制度化したり、附属・系属高校に対し学部の授業を一部開放

し、一定の条件を満たした者には単位を与え、入学後にその単位を認めるという方策をとるこ

とによって、附属・系属高校と学部間の一貫教育を実現することが重要である。 

また入学後の授業が要求する学力と入学直前までの新入生の学力との間の乖離を少しでも解

消するために、新入生が入学直前に学力を補足できる学部独自の授業形態を整えることも検討

すべきだろう。 

 入学後の学習の動機づけを確保するためには、入学初年度および次年度に学生が履修する学

部共通科目と外国語科目の位置づけを見直さなければならない。前者については、学部共通科

目運営委員会を2004年度６月に設けた。従来、学部共通科目は専門科目への準備として位置づ

けられてきたが、今後はそれとともに、学習の動機づけを行う機能も求められる。後者につい

ては、一般英語教育運営委員会を同じく2004年６月に設けた。学生の能力の差異と学生の要求

の多様化に対応すべく議論が進められている。 

 

（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 

【理念・目的】 

 早稲田大学における教職課程は、1949年の学制改革に伴い高等師範部から新生した教育学部

に併置されて、本学学生の教員免許の取得ならびに教員就職にわたる学務を担うに至った。

2004年度の履修者総数は、5,673人（教育学部2,478人）の多きにのぼる。 

【実態】 

 教職課程は、主任、副主任（２人）ならびに教職課程委員会によって構成され、教職関連カ

リキュラムを統括するとともに、教育ボランティア制度や教員就職にかかわるプログラムなど

を運営する。特に教員就職に関しては、毎年度、教員就職講習会１回、教員就職指導会４回を

開催し、私立学校はもとより公立２次試験の合格・採用に至る受験指導をも実施している。ま

た、教員就職指導室を毎週６日開室し、アドバイザー（中学・高校の校長経験者２人が３日ず

つ勤務）が個別指導にあたる。2005年度新規採用者数は、公立58人、私立60人であり、非常

勤あるいは臨時採用としても約100人が職を得ている。参考までに、2004年度教員免許取得者

（東京都一括申請のみ）は801人である。 
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【長所】 

 熱心に教員就職を目指している学生に対しては、卒業後においても教員就職指導室がきめ細

かな対応をとっている。また、上記の講習会、指導会の開催にあたっては、稲門教育会を中核

とする校友の教師たちの支援・協力を仰ぎ、現場に直結した指導が実現している。 

【問題点】 

 教職課程の履修者は、一般就職がなおも厳しい状況の中で教員採用数が上昇していることも

手伝って、毎年５％ほど伸びている。しかし、単なる資格取得のための履修者も少なくなく、

教員職への強い意欲をもつ学生が必ずしも多数を占めていない。その結果、免許取得の総仕上

げともいうべき教育実習に際して、就職活動とどちらを選ぶべきか、悩む者が結構いる。 

【改善の方法】 

 教職課程の履修に関して、ハードル科目を設定し、最低限の淘汰原理を取り入れることの可

否を検討している。当然、「教職に関する科目」のみならず「教科に関する科目」のチェック

機能も加味して、養成する教員の質をも向上させていくことが重要である。2005年度後期から

スタートする「教育臨床を重視した教員養成強化プログラム」（文部科学省「大学・大学院に

おける教員養成推進プログラム」採択）の活動の中で、教員養成のための「インテンシブコー

ス」を開設する。そのカリキュラムによって、今日的問題に即応できる人材を少なからず育成

することができるようになろう。 

 

（インターンシップ、ボランティア） 

ⅠＣ群 ボランティア活動を単位認定している学部・学科等における、そうしたシステムの実

施の適切性 

【理念・目的】 

現在、教職課程を窓口として実施している「教育ボランティア制度」は、教職志望の学生が

教育実習に行く前に教育現場を体験し、進路の決定や教員採用試験等に役立てることを目的と

し、2002 年度に大学が所在する新宿区教育委員会との提携によりスタートした。2004 年度か

らは近接する杉並区教育委員会も加わって、地域に根ざした制度として充実しつつある。 

【実態】 

本制度の運営にあたり、年度初めの募集時に説明会を開催し、各教育委員会および各学校の

担当者からもその意義と必要性を話してもらい、年度終盤には報告会を開催し、各人の活動報

告と意見交換の場を設けている。2004年度は両区合わせて141人が活動を行ったが、本制度に

加えて、他の市区町村からのボランティア要請や募集にも間接的に応じている。 

【長所】 

本制度は、各区内の小・中学校の教員と連携して授業補助、児童生徒への学習支援、コンピ

ューター技術補助、図書館業務補助、部活動補助などを担うもので、教職志望の学生にとって

生の教育環境の中で直に児童生徒に接することは、絶大な意味をもつ。本学で取得可能な免許

は主に中学・高校の教員免許だが、小学校での体験も可能であり、小学校教員としての適性を

見出す学生もいる。各教育委員会ならびに受け入れ校からも、本制度への大きな理解と評価を

得ている。 

【問題点】 

現在、この活動はボランティアとして位置づけられており、単位認定はされていない。また、
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実施にあたっては、各学校から要望される具体的なボランティア内容と、本人の希望する活動

にズレがある場合もあり、事前の打ち合わせが活動の成否にかかわる。 

【改善の方法】 

2005 年度後期からスタートする「教育臨床を重視した教員養成強化プログラム」（文部科学

省「大学・大学院における教員養成推進プログラム」採択）の活動の中で、教員養成のための

「インテンシブコース」を新設する。そのカリキュラムに盛り込まれる「教育インターンシッ

プ」への部分的発展も予定され、近い将来に単位認定される環境が整いつつある。 

 

（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】 

 授業形態と単位とを厳密に対応させることによって、大学内における評価の平等性と大学

外に対する単位の信憑性を維持する。 

【実態】【長所】【問題点】 

 教育学部は、大学設置基準第21条に基づいて授業科目の単位を規定している。すなわち、講

義および演習は、15～30 時間の授業をもって１単位とし、実験、実習および実技は、30～45

時間の範囲で大学が定める時間の授業をもって１単位としている。ただし卒業論文あるいは卒

業研究に関しては、同21条３の「卒業論文、卒業研究、卒業制作等の授業科目については、こ

れらの学修の成果を評価して単位を授与することが適切と認められる場合には、これらに必要

な学修等を考慮して、単位数を定めることができる」に従い、６単位あるいは８単位としてい

る。また、近年の授業形態の多様化に伴い、新たな授業形態が現れた場合は、カリキュラム検

討委員会などで授業形態、総授業時間数と単位との対応の妥当性をチェックしている。 

 なお、授業の総時間数を確保するために、休講に対しては補講をすることが義務づけられて

いる。教員は、学会への出席等を目的とした出張であっても、事前に必ず補講、代講などの準

備があることを申告しなければならない。 

 学生の教室外での自修時間の取り扱いについては検討が要される。改正された大学設置基準

は、単位計算方法の原則として学生の自修時間を条件としていない。しかしながら、ここ数年、

オンデマンド授業システムを利用することによって、従来よりも短い時間数で、従来以上の教

育効果を挙げる授業（例えば語学）が現れている。 

【改善の方法】 

 授業形態の多様化は単位計算方法の画一化を困難にしているが、新しい授業形態について

その都度、単位計算の妥当性をチェックするだけでなく、単位計算の基準そのものについて

も改めて議論する必要がある。 

 

（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 

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 
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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 

【理念・目的】 

 学問の対象はグローバル化し、一学部一大学だけでは学生の多様な知的好奇心を満足させる

ことができなくなっている。また、学生が卒業後の社会を先取り的に経験することが求められ

つつある。附属・系属高校と学部間の一貫教育も重要な課題である。したがって、単位の互換

や認定が必要になるが、学部教育の独自性を維持するためには、卒業必要単位中の教育学部に

よる認定単位数の割合を一定度確保することも重要である。 

【実態】 

 教育学部では、学生が留学期間中に留学先の大学等（語学学校を除く）において修得した単

位のうち、帰国後に本人が申請し学部が適当と認めたものに限り、卒業必要単位または随意科

目として合計60単位を上限として認定している。これは、卒業必要単位数（124単位）の約48％

であり、学生に留学を奨励するために妥当と思われる。 

 また、学部学生交流協定に基づき、同志社大学への１年間の国内留学制度が設けられている

が、同志社大学で修得した単位は本学の設置科目に合わせて認定している。いずれの場合でも、

単位認定の際には、教育学部側の対応する科目を担当している教員が２つの科目の内容や時間

数などを厳密にチェックしており、単位互換は適切である。 

 教育学部では、早稲田大学が学生交流協定を締結している、①学習院大学、学習院女子大学、

日本女子大学、立教大学、②武蔵野美術大学、③東京女子医科大学、④東京家政大学、⑤京都

地域45大学・短大で設置されている科目を履修することができる。１年間の登録可能な上限単

位数は、それぞれ、①は12単位、②④は８単位、③は２単位、⑤は４単位である。履修する単

位は、年間履修制限単位数の 40単位に含み、他学科、他専修、他学部系列の科目として扱い、

卒業必要単位に算入している。 

 教育学部では、教員免許以外に６つの資格（社会教育主事、社会福祉主事、認定心理士、博

物館学芸員、図書館司書、学校図書館司書教諭）の取得に必要な関連科目を設置している。こ

れらの関連科目の中には現場での実践による経験の蓄積を求めるものが少なくない。その場合、

実習は通常の授業時間内におさめることは困難であるが、各担当教員はそれぞれの単位に見合

った形での時間配分を心がけるようにしている。また中学校教諭 1種免許状の取得を希望する

者は、介護等体験実習を行うことが義務づけられている。実習そのものは単位認定の対象では

ないが、「介護体験実習講義」の単位を修得するための条件のひとつとして、７日間の介護等体

験を行い、日々の出来事などをすべて記入した「介護等体験ノート」を体験終了後１週間以内

に提出することが、義務づけられている。 

 入学前の既修得単位に関しては、高校生がオープン教育センターの特別聴講学生として修得

した単位についてのみ認定している。附属・系属高校と学部間の一貫教育を実現するためには、

既修得単位の単位認定が必要であるが、これはまだ実現していない。 

【長所】 

 国内外の留学に関し、留学中の単位認定を受けた結果、留学期間を含めて４年間で卒業に必

要な単位を修得した場合は、留学期間のうち１年または１学期を在学年数に算入することがで

きる。これにより、留学がそのまま在籍年数の増加に帰結しないので、学生にとって、学費負

担などの面で留学がしやすい環境ができていると言えるだろう。 

 学生交流協定を締結している大学で履修した単位を卒業必要単位に算入でき、科目選択の幅
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が広がり、学生の多様な関心に応えられるようになっている。 

【問題点】【改善の方法】 

 教育学部で学部共通科目として設置されている科目が、協定を結んでいる他大学でも一般教

養科目として設置されていることが少なくない。この場合、他大学で当該の科目を履修する必

然性が問題になる。今後は事前に内容等のチェックを個別に行い、履修の可否を検討しておく

ことが必要になるだろう。また、附属・系属高校と学部間の一貫教育を実現するために、既修

得単位の単位認定のための規則を、早急に策定する必要があろう。 

 

（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 

【理念・目的】 

本学部は中等教育教員養成と同時に、より広い意味で「教育」を専門的な職業とする人材の

育成に努めることを目標に掲げている。カリキュラムは学生個人の専門分野を広く総合的に学

ばせ、同時に専門分野の中で各人が深化させることも可能なように組まれてきた。必要な授業

科目を配備し、専任教員を中心に、授業内容に適した専門家に担当を依頼している。 

【実態】【長所】 

専門教育においては専任教員が担当している科目数は532.0で全科目数の61.2％である。こ

の割合は各学科によって多少ばらつきがあり、教育学科 60.8％、国語国文学科 64.7％、英語

英文学科69.4％、社会科59.2％、理学科60.3％、学際コース65.5％となっている。教養教育

（外国語、学部共通科目）においては99.1科目（全科目数の29.8％）、資格関連（教職、図書

館司書、博物館学芸員）においては 84.9 科目（全科目数の 33.0％）を専任教員が担当してい

る。専門教育において、上掲の目的に応じたカリキュラムに対応するためには多様な授業科目

の設置が必要であり、これを限られた人数の専任教員ですべて行うことは困難であるが、学生

にとって大学生活の総括である卒業論文、卒業研究につながる３・４年生のゼミには基本的に

専任教員があたり、学生に対しきめ細かい指導ができるよう配慮されている点は長所といえよ

う（地理歴史専修においては、専任教員以外のゼミも複数あるが、10人程度の少人数ゼミの実

施と、複数ゼミ選択制という教育的配慮がなされている）。 

【問題点】【改善の方法】 

専任教員が行う授業の比率が60％程度であるにもかかわらず、各専任教員が受け持つ週授業

時間数は平均15.89であり、かなりの負担となっている。専任教員の受け持つ授業を安易に減

らすことなく、かつ教員負担を軽減していくために、学科・専修間、大学内他箇所、国内協定

校との協力体制を視野に入れた各学科・専修のカリキュラムの見直しをさらに進めていく必要

がある。本学が推進している授業のオープン化を受け、学生が所属する学部や学科・専修以外

で開講している授業を卒業必要単位により多く含められるように、卒業要件やカリキュラムの

改定が行われてきたが、2007年度からの学部共通科目改革等に伴い、さらに卒業要件の見直し

が行われる予定であり、これに伴うカリキュラムの改定も見込まれる。 

 

ⅠＢ群 兼任教員等の教育課程への関与の状況 

【理念・目的】 

本学部では、学部の掲げる目的に沿ったカリキュラムの中で、必要とされる多種多様な授業
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科目において、それぞれの授業に適した教員に授業を委嘱することとしている。 

【実態】【長所】 

兼任教員の担当授業数、および全授業数に占める割合は専門教育では321.0（29.2％）、教養

教育（外国語、学部共通科目）は 233.9(70.2％)、資格関連（教職、図書館司書、博物館学芸

員）は、172.1(67.0％)となっている。兼任教員によって、①カリキュラム上必要であっても

本学部の専任教員の専門と異なる領域の教育をその領域の専門家によって学生に提供するこ

と、②専任教員と共に、ひとつの学問領域にかかわる多様なテーマを、現代的な視点をもって、

最新の研究成果を踏まえ、学生に提示すること、が可能になっている。 

【問題点】【改善の方法】 

兼任教員による授業担当比率の高い、一般英語、学部共通科目において、兼任教員に学部が

委嘱する授業内容をきちんと提示し、それが兼任教員によって遂行されているかをチェックす

る仕組みが必要である。一般英語、および学部共通科目に関して 2004 年度より運営委員会が

発足した。一般英語については、2007年度から新カリキュラムを設定し、授業のレベルや種類

ごとにコーディネーターを配備して、担当教員に対して授業目標の伝達やシラバスの事前チェ

ックを行い、授業の質を確保する方針である。学部共通科目も 2007 年度全面改定に向け、授

業内容や担当者の変更を進めている。学部共通科目については３年ごとに授業内容の見直しが

決められてり、これに対応して担当教員の見直しも行う予定である。 

 

（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】 

本学部は外に開かれた学部として、講義などの公開、大学院での社会人対応、リカレント教

育等の充実を目指している。臨時教育審議会において「生涯学習体系化への移行」が提唱され

て以来、20年余を経た現在、さらに、その制度の質的充実を図るべく検討を行っている。 

【実態】【長所】 

本学部の教員は大学全体が取り組むエクステンションセンターでの講義、公開講座などの一

翼を担っていることに加え、その設立趣旨に「生涯教育」を掲げる教育総合研究所を中核に、

教育の現代的課題に対処するための問題提起、検討のための各種講座を継続的に開催し、自治

体、教育委員会等と連携を図っている。教育総合研究所では、毎年、現職教員向けの夏季講座

を開催しているが、2005 年度からは都立教職員研修所の委託により着任 10 年を経た教員研修

も実施している。さらに、生涯学習関連で受託した事業として、2002年度はマルチメディア教

育関連１件、2003 年度はマルチメディア教育関連（オープンカレッジ）、遠隔授業関連（JICA

委託研究プロジェクト）１件、科学技術試験研究関連（文部科学省、山梨大学）、2004 年度は

女性の就業支援関連（文部科学省）１件、リテラシー教育関連（みずほ証券・新光証券共同研

究）１件、科学技術試験関連（文部科学省、山梨大学）が挙げられる。 

【問題点】【改善の方法】 

 本学部では、教職課程、生涯学習資格科目（博物館学芸員、図書館司書、社会教育主事）を

設置し、全学生が履修できるような課目設置を行っていることから、社会人の履修しやすい科

目配当は行えない現状がある。しかし、大学が社会人に広く開かれたものであることに異議は

なく、オンデマンドなどの教育方法も含めた検討をする必要がある。 
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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 

【理念・目的】 

講義を担当する教員が設定した教育目標への達成度を評価する方法を定めている。なお、そ

の適切性については、学科、専修、教職課程など、カリキュラム全体に責任をもつ組織に判断

と責任を委ねる。 

【実態】【長所】【問題点】 

評価方法は、出席率、小レポート課題、最終レポート課題、テスト、定期テストなどを組み

合わせた実施が多く、多角的にとらえる工夫がなされている。また、外国語 A（未修外国語）

では、統一到達度テストを実施している。教職課程科目については、委員会において、科目、

クラスごとの成績分布データを閲覧することで各教員が検証を行う機会がある。 

 なお、新しい科目の設置もしくは担当者変更の場合には、カリキュラム検討委員会等におい

て、科目の設置目的、担当者の妥当性について検討される。その中で、教育効果や目標達成度

の測定方法などについても議論される。 

 問題点として、絶対評価、相対評価の採用についての議論が不十分なことが挙げられる。 

【改善の方法】 

学科・専修において、カリキュラムにおける各講義の位置づけを再確認し、絶対評価か相対

評価かを含め、教育効果の測定方法（成績評価）の妥当性を検討し、講義要項等への明示を広

めたい。それにより、教員間の合意形成、履修学生への周知と履修目的との適合に資すると考

えられる。 

 

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】【問題点】 

本学部では教育効果を定量的に検証する仕組みは導入されていない。しかし、英語教育につ

いては、学生からの多様なニーズに応えるため、実態調査を 2002 年度末に行い、その結果を

受け、一般英語運営委員会が発足し、現在新カリキュラムを策定中である。 

【改善の方法】 

卒業後の追跡調査を徹底的に行い、教育に関するアンケート調査等を実施し、その結果を各

学科・専修へフィードバックさせることの必要性と可能性の検討を行っている。ただし、この

調査は本学部だけでなく、全学的取り組みの拡充と充実が望ましく、大学全体でのシステムの

構築と集約された意見をもとに有効な教育方法を考えていくことを検討している。 

 

ⅠＢ群 卒業生の進路状況 

【実態】【問題点】 

2004年度（および2003～2001年度）の卒業生の進路状況は下記のとおりである。 
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公務員（国家）９人（2003年度 14人、2002年度10人、2001年度15人） 

公務員（地方）33人（2003年度 36人、2002年度15人、2001年度25人） 

教員（国公立専任）14人（2003年度23人、2002年度11人、2001年度 16人） 

教員（私立専任）15人（2003年度 11人、2002年度17人、2001年度 16人） 

教員（非常勤）16人（2003年度 10人、2002年度18人、2001年度12人） 

民間企業等就職者数649人（2003年度582人、2002年度596人、2001年度674人） 

大学院進学（早稲田大学）118人（2003年度134人、2002年度104人、2001年度83人） 

大学院進学（早稲田以外）32人（2003年度38人、2002年度 30人、2001年度31人） 

留学18人（2003年度 13人、2002年度15人、2001年度 18人） 

早稲田大学他学部進学４人（2003年度４人、2002年度１人、2001年度２人） 

他大学進学８人（2003年度10人、2002年度５人、2001年度１人） 

資格試験受験66人（2003年度 85人、2002年度72人、2001年度79人） 

その他未定・不明239人（2003年度279人、2002年度195人、2001年度177人） 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――  

卒業生総数1,221人（2003年度 1,239人、2002年度1,089人、2001年度1,149人） 

 

卒業生の進路状況の把握は、民間企業に関してはキャリアセンターにおいて指導とその後の

報告があり、教員就職については教職課程が担当しているが、その他はそれぞれの学科・専修

および個々の教員に任されている。 

【改善の方法】 

 本学部では大学院進学者が１割強おり、教員就職、公務員就職者については卒業後に再受験

する者も多数存在する。若年雇用の困難さと進路選択に関する多様性、また就業後のミスマッ

チ問題が指摘される中で、大学における進路指導は従来のような専門的知識・技術の延長上に

ある、という状況ではなくなりつつある。以上の認識に立って、キャリアセンター、学生生活

課などと連携しながら入学後早い段階からのキャリア教育、また「仕事とライフデザイン」に

関する教育機会の設置を検討している。さらに、個人情報に関する課題はあるが、卒業生の進

路状況の的確な把握と指導のあり方を検討する必要がある。 

 

（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 

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 

【理念・目的】 

 本学部では、学生が着実に学習成果を挙げ、その学習成果が適正に評価されることで、学習

がさらに動機づけられるようにすることを目的としている。学生が学部在籍の前半に卒業必要

単位数を満たし学部在籍の後半に学習から離れたり、学生が各年度に多くの科目を登録したの

ち、学習が過剰負担になり途中離脱したり、学習成果が正当に評価されないことで学習意欲が

低下するようなことがあってはならない。そのために履修科目登録数の上限を設け、厳格な成

績評価を維持することを心がけている。 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 
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 本学部では卒業必要単位数を124単位と定め、年間の履修科目数には40単位という上限を設

けている。これにより、学生は年度ごとに学習を積み上げることができ、４年次に余裕をもっ

て卒業論文や卒業研究に取り組むことが可能になる。学習意欲の高い学生は、科目を随意科目

（卒業必要単位外）として登録することにより、年間履修制限単位数である40単位以上を履修

することができる。なお、本学部では教職課程科目などの資格関連科目を随意科目として設置

しているが、教職課程科目は所定の手続きを経て、卒業必要単位に算入することができ、この

場合、年間履修制限単位数に含まれることになる。 

 本学部は、文系から理系までの５学科８専修で構成され、各種の資格関連科目も設置してい

るため多くの開講科目を抱えるが、教室の総数と各教室の座席数は限られている。あらかじめ

学生番号などでクラスを指定している科目以外では、履修者を適切にクラス配分するために抽

選に頼らざるをえない。「保険」として科目登録を行い最初の数回しか出席しない学生もおり、

これにより学習意欲の高い学生が希望するクラスに配分されないという弊害も出ている。年度

開始時のガイダンスなどで、この弊害に言及し学生の自覚を促すようにしているが、より有効

な改善策を検討中である。 

 成績は、教場試験、定期試験、レポート、平常点、出席点などにより評価している。本学で

は数年来ネット環境の整備が進み、これに対応して、成績評価に際して１～２回の定期試験の

結果よりも平常点や出席点を重視する教員が増えつつある。例えば毎回の授業終了後に授業に

対する感想・意見・批判などを学生に書かせ、それを一定期間内に担当教員に送信する方法を

とっている教員もいる。 

 ネット環境が整う一方で、学生がレポートを捏造することが容易になってしまった。本学部

は試験における不正行為者に対しては、停学を含む厳重な処分を行っているが、レポートの捏

造に関しては処罰規定がなく、各教員の個別判断に任せているのが現状である。レポート提出

方法の再検討と罰則規定の整備が緊急の課題である。 

 成績通知書における成績評価の表示は、100～90点を「秀」、89～80点を「優」、79～70点を

「良」、69～60点を「可」、59～１点を「不可」、０点を「否」とし、100～60点が合格、59～０

点を不合格としている。教育学部では成績の評価の方法として絶対評価を採用しているが、採

点者である教員には、教育学部の内規となっている「評点の配分については、ゼミ・卒業論文・

特別研究・その他の少人数のクラスを除く一般的なクラスでは、80点以上はクラスの評価対象

者数の 1/3 程度とすることが望ましい」という成績分布の目安をその都度、周知している。実

態としては、教育学部全体で「秀」が11.5％、「優」が31.1％、したがって80点以上が42.6％

に上り、1/3程度という目安からかなり逸脱した数字となっている。「ゼミ・卒業論文・特別研

究・その他の少人数のクラスを除く一般的なクラス」という例外規定があるにしても、この数

字は問題であろう。今後は上記の内規をより有効な形で教員に周知する方策を探らなければな

らない。 

 ところで、早稲田大学には、全面的ないし部分的に相対評価で成績を表示している学部があ

る。全学オープン科目の導入により他学部の科目履修が比較的容易になってきた現状では、学

部間の成績評価の差異は混乱をもたらしかねない。学部間の成績評価の差異と学部間の科目の

オープン化とを両立させる方策を、全学的な会議体で検討することが必要である。 

 授業科目人が同一でクラスが異なる場合、成績評価の基準を均一化しクラス間の差異をゼロ

に近づけることは必須である。外国語 A（未修外国語）では、成績評価のクラス間格差を少な



Ⅲ－04－ 25

くするために、1995年度より統一到達度テストを導入している。外国語のクラスは複数あるが、

学生は各教員が課す教場試験以外に、すべてのクラスに共通する統一到達度テストを受けなけ

ればならない。2004 年度より、最終的な成績評価における統一到達度テストの比重を増やし、

各教員の評価（200点満点）と統一到達度テスト（100点満点）を加算し、３で除して最終成績

を算出している。また各外国語間の差異を少なくするためにテスト実施後には必ず学科会議で

テストを相互に開示し、次年度のテスト作成に向けて批評会を開いている。 

 今後の課題としては、教育学部全体としても、成績評価に関して同一科目のクラス間の差異

の減少に取り組む方策を検討していきたい。また、成績評価に疑問を抱いた学生に対する当該

科目担当教員による説明は、従来は個別に行ってきたが、成績評価の信憑性を高めるためにも、

今後は個別対応ではなくシステム化する必要がある。 

 

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  

【理念・目的】 

本学部では、学生個人の専門分野を広く総合的に学ばせ、同時に専門分野の中で各人が深化

させることも可能なようにカリキュラムが組まれており、これにより、専門的な知見を踏まえ

つつ、現代的な問題に柔軟に対処できる人材を育成することを目指している。 

【実態】【長所】 

学生は、学部要項に定められているように、各区分・系列に沿って決められた単位数を修得

していることが卒業の要件となる。各学年で修得すべき単位数は決められておらず、学生は修

得単位数にかかわらず、入学後、卒業時まで毎年学年が上がる。しかしながら、より効果的に

学修が進められるよう、授業科目ごとに履修学年を指定し、系統的な学びを提供している。各

授業の講義内容、講義計画、成績評価の仕方などは登録前に配付され、ウェブ上でも閲覧可能

である。学生が学習計画を立てやすいよう配慮されている。学生の学習状況については、プレ

ゼミ、ゼミといった少人数の演習や卒業論文、卒業研究によって、学生に個別に対応すること

で把握され、それに基づいた学習指導がなされている。 

【問題点】 

卒業予定者のうち卒業判定に合格するものは、2002～2004 年度において 65％程度となって

いる。学習意欲を刺激し、学習を円滑に進めさせる方略について、さらに検討すべきである。

１～３年生は終了時の担任による成績書の手渡しや保証人への成績通知（成人学生については

本人の許可を得て行っている）により、担任、保証人が学習状況を把握することはできている

が、これが学習促進につながるような手立てが必要である。 

【改善の方法】 

全学生必修の外国語 A（未修外国語）の１年生前期の出席をもとに、欠席の多い学生を特定

し、個々に指導を行うことを計画している。学生の学習状況について保証人が教員と相談する

機会をペアレンツデー開催時に提供しているが、これをさらに活用していきたい。ゼミ担当者

と担任者の連携などを念頭に、担任制度の見直しを図りたい。 

 

（履修指導） 

ⅠＡ群 学生に対する履修指導の適切性 

【実態】【問題点】【改善の方法】 
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履修に関して、１年生には入学前に学部要項、科目登録の手引き、授業ガイド、外国語ガイ

ド、オープン教育センターガイド、メディアネットワークセンター講義要項、各種資格取得手

引きなどが送られている。それらを熟読のうえで学部入学ガイダンスに臨むのが原則であるが、

事前に読んでこない、当日持参しない、また、情報量が多すぎる、短期間で決めなければなら

ないという中で混乱を起こす学生もいる。そこで各学科・専修のガイダンスでは、卒業時まで

の科目履修の流れを説明し、配当学年に注意する、必修科目は配当年度中に取る、学部共通科

目・外国語は低学年のうちに取る、各種資格科目は希望に応じて計画的に取る、自分の興味・

関心のあるものを取る、といったことを指導している。加えて個別に学科・専修の助手が相談

に乗っている。２年生以上には成績発表時に科目登録に向けて同様のガイドを配付している。 

実態としては、学生は各自の興味・関心、進路に従い履修しているが、学生の間に学生によ

る授業評価・情報が流布している。また、授業ガイドのみではわからないため、授業開始前に

直接担当教員による授業紹介、ガイダンスを求める学生もいる。各種資格に対する学生の関心

は高いが、勉学の負担が増すため途中で履修をやめたり、目的意識が甘いまま教育実習、介護

等体験に臨んでしまう場合もあるため、実習体験に至るプロセス（履修単位数、成績）を厳し

くすることが検討されている。授業においては出席確認、小テストやレポートの実施、授業形

態の工夫、少人数クラス設置等が実施されているが、まだ適正規模ではない授業もあり、クラ

ス増などの改善策が望まれる。 

 

ⅠＢ群 オフィスアワーの制度化の状況  

【実態】 

オフィスアワーとは、本学部専任教員が曜日・時間を決めて研究室に在室し、学生は授業内

容、修学上の問題について、自由に質問・相談などをすることができる制度であり、2000年度

より実施されている。教員には任意で希望日程を提出してもらい、学部ホームページで公開し

ている。事前にメールでアポイントメントをとるという形が多い。一般的に見て、理系の場合

は文系に比すれば授業の性質上、学生の研究室への出入りは多く、教員との関係は密になり、

先輩と後輩といった学生同士のつながりがあるといえる。そこでオフィスアワーの利用により、

文系の学生が大学教員の存在を身近に感じること、学問に興味をもつことにつながることが期

待されている。実態としては、学生はオフィスアワーの日時を確認したうえで利用するのが決

まりであるが、指定の日時以外にも訪れるなどさまざまである。教員は可能な限り相談に応じ

るように努めている。 

 

ⅠＢ群 留年者に対する教育上の配慮措置の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

５年生以上の留年者には、科目登録の際に専門選択科目に関しては登録希望者多数時に実施

される抽選の優先順位を１位にしている。また 2004 年時より成績表を学生ならびに保証人に

送付することで、本人のみならず保証人も早い段階から成績状況を把握し、対策が講じられる

ようになっている。さらに、必ずしも留年者イコール成績不振者ではないが、学年が進まない

早めの段階で成績不振者には成績発表時にその旨を通知して自覚を促すこと、個別面談を行う

ことなどの対策が求められる。学費に関しては、５年生以上の学生には登録単位数に応じて定

めることで経済的配慮を行っている。 
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（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 

【理念・目的】 

 学生が単位取得だけを自己目的化せず学修そのものに積極的に向かうようにすることが重要

である。また教員はその方策を絶えず意識化しておかなければならない。 

【実態】【長所】【問題点】 

 学生が積極的に学修に取り組む方策は、今のところ各教員の創意工夫に委ねられている。教

員間の意見交換は私的なレベルにとどまり、組織化されるに至ってはいないのが現状である。

教員個人の創意工夫を公開し他の教員と共有できるような場を設けることが緊急の課題である。 

【改善の方法】 

 学修の活性化が最も必要になるのは、１年生である。かなり多くの新入生にとって、大学入

学試験に合格した直後は、学修の当面の目標が消えてしまうことは否定できない。その一方で

この時期は、受験勉強から解放された新入生が新たな学習内容に対し好奇心をふくらませる時

でもある。その意味で、１年生、特に前期の授業は学修の活性化にとって重要である。この問

題を解決するために、2003 年 10 月に学部共通科目検討委員会を設置、学部共通科目の再検討

を理念レベルで開始した。この委員会の答申を受けて、2004年６月に学部共通科目運営委員会

が発足し、具体的なカリキュラムにおける学部共通科目の改革に関する検討を行った。学部共

通科目のカリキュラム構成の原則として、従来通年科目であったものを半期化し、ひとつのテ

ーマを前期・後期、同じ時間帯に配したうえで、前期はアクチュアルな問題意識からのアプロ

ーチ、後期は概論的なアプローチというように授業内容をデザインしている。これにより、新

入生は自分の足元にある問題から入り、次第に一般的な問題構成の中で歴史的な視野にも立つ、

という流れがつくられる。この学部共通科目のカリキュラム改革は2007年度に完全実施される

見込みである。 

 

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 

【理念・目的】 

本学部では、教員が各授業の講義内容、講義計画、評価方法などを授業ガイド等に明示する

ことにより、教員が授業運営に責任をもち、かつ学生が主体的に学習計画を立て、積極的に授

業に参加することを促進している。 

【実態】【長所】 

本学部では３月中旬ないし下旬に授業ガイドを配付、同内容をウェブにも掲示することによ

り、次年度開講の授業を学生に周知させている。授業ガイドに含まれる情報は、講義内容、講

義計画、教科書、参考文献、評価方法、備考（注意を促したい点など）となっており、通常シ

ラバスといわれるものに含まれる内容を網羅している。長所として、まず授業ガイドの詳細な

記入例が教員に配付され、それに基づき各教員が担当授業についての情報をオンライン入力し

ている点、学生は一年を通しこの授業ガイドをウェブで閲覧可能であり、科目登録もウェブ上

で行える点が挙げられる。 

 授業評価については、大学全体の取り組みとして、2003年度はアンケート用紙を用い、前期

および後期に教員が実施を希望する授業で行われた。教育学部での実施状況は、前期・後期合
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計で実施科目数426、回答者数16,488人であり、2002年度（実施科目数322、回答者数12,123

人）に比べ、実施率が上がっている。シラバスに関する評価項目は「シラバスの書き方が適切

であった」と「内容がシラバスに沿っていた」であるが、後期における５段階評価の回答平均

値は、それぞれ3.9、4.5と高得点である。 

 2004年度末からはウェブ上での授業評価に変わり、評価項目の改定も行われた。本学部では

実施を希望する教員がウェブ上で登録をし、授業で学生に周知させ、評価を受けたが、対象学

期科目総数1,730に対し実施科目数は110 (６％)、実施科目履修者総数（延べ人数）6,706人

に対し回答者数（延べ人数）は 1,715 人(23％)、設置科目履修者総数（実人数）9,241 人に対

し回答者数（実人数）は 1,147 人 (12％、ただし教育学部学生に限ると 18％)であった。シラ

バスに関する評価項目は、「科目登録時にシラバスが役立った」であり、５段階評価の回答平

均値は3.4であった。 

【問題点】 

授業ガイドに掲載する情報の入力時期が授業終了より１カ月前であることから、授業担当者

によっては、詳細な講義計画を示すことが困難で大枠での提示となっている。また、授業評価

の実施科目数が少なく、学生の回答率も低い。2004年度はウェブによる評価の初年度であった

ことが影響している可能性は否めないが、授業評価への参加率を高める方策が必要である。 

【改善の方法】 

授業ガイドに掲載する情報のオンライン入力時期について検討する必要がある。授業ガイド

の印刷日程の関係で、初めの入力に関する大幅な日程調整は困難かもしれないが、ウェブに載

せる情報を後日追加できるようなシステムが構築できないか検討したい。同時に教員が、授業

ガイドに記載できなかった情報をウェブ上に掲示すること、または、授業初日に提示すること、

を明示するように指導していきたい。 

 授業評価については、教員が実施を躊躇する理由として、授業評価の実施方法や評価項目の

妥当性への不信感、教員の授業改善につながる授業評価分析手法の開発についての不備が挙げ

られる。授業評価のあり方や効果的な利用方法について教育学科の教員を中心に検討が始まっ

ており、教務部と連絡を取り、授業評価システムの改善を図りたい。授業評価を行う科目が増

加すれば、学生の授業評価への認知度も高まり、回答率も上がると思われるが、学生の参加を

促すよう、今後も学部ホームページなどで授業評価の周知徹底を行う。 

 

ⅠＢ群 ＦＤ活動に対する組織的取り組み状況の適切性 

 

※大学全体で記述。 

 

（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】 

本学部は文系、理系にまたがる５学科８専修および学際コースからなるため、専門科目の内

容、それに伴う実施方法は学科・専修により大きく異なる。そのためそれらの授業形態と授業

方法を一概に述べることはできないが、各学科・専修とも大学院と連携してこれまでに多くの

研究者を輩出していることから、専門科目においては、それぞれの学修分野の体系的カリキュ
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ラムに従い、講義、演習などを適切に組み合わせて行われていると考えられる。 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

実態として、本学部では、ほとんどの学科、専修、コースにおいて、専門演習(ゼミナール)、

卒業論文ないしは卒業研究を必須としている。近年は低学年においてもゼミナール形式の少人

数教育を実施する学科・専修も出てきた。その結果、長所として、大規模校にもかかわらず学

生は少人数教育を受けられ、これにより教員・学生間の交流、意思疎通が適切になされている

と考えられる。ゼミ合宿なども、大学のセミナーハウスなどを活用して積極的に行われている。

これら少人数教育を実施する問題点として、非常勤人事枠(人数枠、時間枠)が限られているた

め、少人数教育を実施する場合、すでに持ちコマ数の多い専任教員に負担が大きくかかり、持

ちコマ数が、通年 10 コマを超えるような教員もいることが挙げられる。また教室等の不足に

もつながっている。持ちコマ数の問題改善方法としては、適切な非常勤人事枠の確保、講義形

式と少人数演習形式の比率の調整などが考えられ、教室に関しては、演習室を多数確保できる

ように教室改装等により改善中である。 

一般教養に相当する学部共通科目は、主に講義形式で行われているが、講義や資料をストリ

ーミングによって配信するオンデマンド授業による科目も設置している。オンデマンド授業の

問題点として受講生のモチベーションが維持できない、現システムでは細かい学習履歴を参照

できない、などがあるが、改善を目指して現在、遠隔教育センター側で、詳細な学習履歴がと

れるような次期システムの開発を行っている。また Computer Based Testing と適宜組み合わ

せるなど教材作成面で注意していくことが必要である。 

 

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 

【理念・目的】 

本学部では、効率よい教養教育、専門教育、または教員養成の立場からの「新しい教育方法

の実践」のために、積極的にマルチメディアを授業に活用している。 

【実態】【長所】 

実態としては、教員はパソコンを持ち込むだけで使えるように、定員100人規模の大教室に

は、液晶プロジェクターやAV機器が、ゼミ室にはプラズマディスプレーとAV機器が、それぞ

れ常設されている。AV機器とプロジェクターが一体型になった可動式の装置も用意され、どの

教室でも常設教室と同様の利用が可能である。また、全教室には動的ホスト設定プロトコル

(DHCP)によるネットワーク環境が設置されている。本学では全学的に統一された環境を用意し

ており、その利点は、教員は利用教室による環境の違いを気にすることなく教材作成が行える

点にある。また、授業中にオンデマンド授業システム(Oic)を利用できるようになったため、

講義とオンデマンド授業を同期／非同期で用いる、いわゆるハイブリッドオンデマンド環境で

授業を実施することも可能となっている。レポート提出、提出物管理もOic上で可能である。 

【問題点】【改善の方法】 

問題点としては、マルチメディア授業を実施可能な情報環境が整っているにもかかわらず、

いまだに出席カードによって出席管理が行われているなど、細かい授業支援にまでサービスが

行き届いていないことである。そのため Oic の利用率はそれほど高くない。授業支援環境も、

教務部により全学的に統一したサービスがなされることが望ましい。 

 



Ⅲ－04－ 30

ⅠＢ群 「遠隔授業」による授業科目を単位認定している学部等における制度措置の運用の適

切性 

【理念・目的】 

 本学部では、学生の情報リテラシーを高めつつ、英語力の強化を図り、国際感覚を身につけ

させるため、①マルチメディアを活用した実践的な双方向異文化語学演習（Cross-Cultural 

Distance Learning（CCDL））、②海外ネットワークを利用した共同ゼミ、③テレビ会議を利用

したリアルタイムの遠隔講義、④オンデマンドインターネット(On-demand Internet Courses)、

といった４種類の海外協定校とのネットワーク型授業を展開している。 

【実態】 

実践された授業を上記の区分に従って概括する。 

 ①は、1999年度に本学部の教員を含む３人で開始され、約120人の本学学生が、韓国・高麗

大学 40 人、フィリピン・デラサール大学 30 人、マレーシア・マラヤ大学 40 人の学生と文字

チャットなどを交信しながらコミュニケーションの道具として英語を使う実践を積み、異文化

への理解を深めた。参加する大学も年々増加し、2004年度においては、22カ国44大学となり、

本学全体で3,500人の学生がCCDLを取り入れた授業を受けた。 

 ②については、2000 年度、韓国・高麗大学との間で、大学院共同ゼミが開始された。2002

年度からは学部共同ゼミも開始された。交流校は年々増加し、2004年度までに、米国・シラキ

ュース大学、同・コロラド大学、韓国の江原国立大学、同・首都師範大学、香港・バプチスト

大学、台湾師範大学、フィリピン・デラサール大学、同・ザイド大学との間で共同ゼミが開か

れている。 

 ③については、2000年度に韓国・高麗大学から、「総合第二言語獲得コース（12回）」、英国・

エセックス大学、米国・ハワイ大学マノア校から「Human Rights and Asian Values（10回）」、

英国・エディンバラ大学から「応用言語学の現代的な課題（８回）」「Language in Use（10回）」

の講義を受けた。エディンバラ大学からは 2001～2003 年度も継続して授業の提供を受けてい

る。ほかにシンガポール･Reginal Language Center(RELC)より 2000 年度後期から現在まで年

５回の遠隔授業を、RELC International Seminar 2004、 2005から３回ずつ遠隔講演を受けて

おり、シンガポール国立大学、シラキュース大学からも不定期ながら授業の提供を受けている。

また、2004年度からは多地点オムニバス遠隔授業も開始されている（下記参照）。 

 ④については、2004年度よりオンデマンド型講義として以下のものが提供された。欧米豪の

教授に依頼したものは、「Task-Based Language Learning and Teaching（８回）」「Current Issues 

of Applied Linguistics（10 回）」「Language in Use（８回）」「Speech act and Language 

Acquisition（４回）」「Learning Style Assessment，and Learning Strategies（８回）」があ

り、アジア圏の教授を中心とした多地点オムニバス遠隔授業「Co-existence in Asia（８回）」

「World Englishes and Miscommunications（32回）」でも、オンデマンド方式が併用されてい

る。 

【長所】 

学生に人気があり、国内外で評判がよい。また、遠隔講義、CCDLの活動と実績、および英語

能力測定テストの開発と実績が、多くの出版物などに紹介され、評価を得ている。 

【問題点】 

時差がありすぎる箇所とは遠隔授業がやりにくい。教育学部では設備が不十分である。 
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（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】 

本学部は、学生の国際化社会への対応力を育み、国際的に活躍できる人材を輩出することを

目的とし、各専門分野において国際社会で十二分に通用する質の高い教育内容を提供し、コミ

ュニケーションや情報収集に必要不可欠な外国語や国際理解の教育を進めるものとする。 

【実態】【長所】 

外国語に関しては、外国語 A（未修外国語）８単位が必修である。外国語 A は１年次、単一

の授業を週２回行い、集中的な学習を可能にしている。また１年生末には統一到達度テストを

行い、授業の達成度の均質化に努めている。外国語 B（英語）に関しては、社会科と理学科数

学専修以外は修得が卒業の要件となっている。ただし、社会科地理歴史専修においては基礎演

習で英文専門書購読を行っている。卒業の要件としている学科・専修では、理学科生物専修は

４単位、教育学科教育学専修、教育心理学専修は８単位、英語英文学科は 10 単位が必修とな

っている。教育学科生涯教育学専修、国語国文学科、学際コースでは、TOEFL や TOEIC といっ

た外部試験で一定の点数を取るか、本学部設置の「英語Ⅱ」もしくはそれと同レベルの大学内

設置科目を４単位取ることが卒業の要件になっている。外国語の単位は本学部設置の外国語科

目を履修し修得することが基本であるが、オープン教育センター設置科目を履修して得られた

単位の振り替えも認めている。学内でさまざまな新しい外国語教育のプログラムが組まれてお

り、外国語に関し、学生が多様なやり方で卒業の要件を満たすことができる点は長所といえよ

う。Speakingや会話の授業は基本的にネーティブスピーカーが担当するように配慮されており、

英語Ⅱ (Speaking)のクラスは学生数が25人までに制限されている。 

 語学力と共に国際感覚を身につけさせる手立てとして、アジア地域の学生とチャット（英語

使用）で議論をする授業や、英語圏ならびにアジアの国からの遠隔授業といった新しい形態の

授業が取り入れられていることも長所といえよう。ほかに英語圏からの招聘講師による授業・

講演も行われている。英語英文学科、理学科地球科学専修においては、専任または専任扱いの

外国人教員がおり、専門分野の指導にあたっている。 

 本学部は外国学生や帰国生に対して別枠で入学試験を行っており、2005年度において学部内

のすべての学科に外国学生や帰国生が在籍し、こうした学生の総数は外国学生 87 人、帰国生

90 人である。短期留学生（学部交流学生）は各年度１人程度である。外国に留学するものは、

2004年度で留学センター選考交換留学24人、私費留学21人であった（夏期短期語学留学など、

授業期間外の留学実数は含まれていない）。 

 教員の国際性も国際的に通用する学生の育成に欠かせないであろう。2004年度、交換研究員、

学会出張などで国外に派された教員の延べ数は119人であり、教員の海外機関での研究交流は

活発といえよう。なお、2004年度の国外研究者の受け入れは、長期１人、短期４人であった。 

【問題点】  

2003～2004年度に行われた一般英語カリキュラムの見直しの結果、カリキュラム方針や運営

方法の改定の必要が指摘された。チャットや遠隔授業といった新しい形態の授業の試みは一般

英語や英語英文学科を中心にまだ一部でしか展開されていない。学生が留学先で取得した単位
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は 30 単位を限度として卒業単位として認定されるが、通年授業が基本であり、特にゼミ履修

の制限によって、留学した場合は４年で卒業することが難しく、学生の負担となっている。 

【改善の方法】 

2004 年度に一般英語運営委員会が設立され、2007 年度実施に向け、一般英語教育プログラ

ムの改定作業を行っている。英語の必修化や実力判定試験によるレベル別クラスの実施、外部

試験対策やディベート、英語で専門を学ぶクラスといった新機軸の展開、コーディネーター配

置による授業内容の統制などが検討されている。2005年春に学生アンケート調査が行われ、分

析結果は 2007 年春に『がくぶほう』別冊で公表される。チャットや遠隔授業といった新しい

形態の授業への協力教員を増やすため、このような授業を現在担当している教員が、授業の運

営方法の説明を行い、他の教員へ働きかけている。留学した際のゼミ履修については、社会科

がゼミ履修特別措置を設けたが、他学科もこの措置の設置を検討する必要がある。 

 

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 

【実態】【長所】 

 本学部は他の学部にも増して、教育問題に関しては教育研究の成果を外部発信することが求

められている。まず、中学・高校における教育の情報化を支援するために、教育総合研究所、

大学院教育研究科、稲門教育会との共催で「現場に活かすコンピュータ講座」を毎年夏休みに

開催している。本学部関係者が講師を務め、本学部のコンピュータ室を利用してパソコンの実

習を行う。「入門」「学級運営・成績管理」「英語」「数学」「国語」「社会科」「地球環境」「ハー

ドウェア」「ネットワーク」の９コースに分かれ、例年参加者は数百人に上っている。 

 研究成果については、学部に所属する教員の研究成果を８種類の『学術研究』（「教育・生涯

教育編」「教育心理学編」「国語・国文学編」「英語・英文学編」「地理歴史・社会科学編」「数学

編」「生物・地球科学編」「外国語・外国文学編」）として公表している。冊子形態とは別に、PDF

ファイル版も作成し、教育学部のホームページから誰でも無料でダウンロードできるようにな

っている。 

【改善の方法】 

 早稲田大学内や周辺地域の教育問題に関して、従来にも増して問題解決のための具体的な提

案をする。 

 

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 

（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 

【理念・目的】 

本学部は、開放系教員養成の教育理念、教育体系に則して、多様な募集制度の下で学生を受

け入れている。それらは、高校における教科学習の達成度に加え、学業以外の分野における諸

活動、異文化体験、意欲や関心などに着目したものとなっている。 

【実態】 
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１年生の募集方法は、「一般入試」「自己推薦入試」「帰国生入試」「外国人留学生入試」「附

属・系属校からの推薦入試」である。このほかに、「学士入試」「転科・転専修入試」「科目等

履修生」の受け入れを行っている。それぞれの目的と位置づけは、以下のとおりである。 

「一般入試」は、入試制度全体の中心となるものであり、高校の教科学習の達成度を評価し、

優れた資質を備えた者の受け入れを目的とする。「自己推薦入試」は、高校時代に、スポーツ、

学芸、生徒会活動のいずれかで顕著な実績を挙げた者を対象とする。教科学習に加え、能動的

に活動し、充実した高校生活を送った者の受け入れを目的とする。「帰国生入試」は、外国の

教育制度の下で高校卒業に相当する資格を得た者を対象とする。教科学習に加え、異文化体験

で得た知識や能力を併せ持つ者の受け入れを目的とする。「外国人留学生入試」は、外国学生

の受け入れを目的とする。「附属・系属校からの推薦入試」は、大学と高校との間で定めた基

準に従い、連携教育を受けた学生の受け入れを目的とする。対象は、２つの附属高校と３つの

系属高校であり、選抜は高校側に任せている。「学士入試」は、大学卒業資格を持ち、新たな

領域で学ぶことを希望する学士の受け入れを目的とする。「転科・転専修入試」は、本学部の

１年生で、専攻を変えることを希望する者の受け入れを目的とする。「科目等履修生」の大半

は、各研究科の大学院生で教職課程の科目を履修する者である。 

このうち、「一般入試」においては、試験科目と配点を設定することによって、また、その

他の入試においては、受験資格、選抜方法、志望動機などを総合することによって、各学科・

専修の教育目標・教育内容と適合した学生を受け入れるようにしている。 

 

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】【実態】 

教育学部では、外国語(英語、フランス語、ドイツ語)、国語、社会(日本史、世界史、地理、

政治経済）、数学、理科(物理、化学、生物、地学)を科目として入学試験を実施し、その試験

内容は高校の学習指導要領に対応したものである。また、入学後の各学科・専修の基礎、専門

にかかわる科目履修は高校での基礎学力習得のうえに成立する。一般入試以外の入試の諸形態

については、調査書による基礎学力の判定とともに、面接および小論文によって大学での能動

的、個性的な学習の可能性について見極めるものである。 

【問題点】【改善の方法】 

一般入試以外の入試の最適化と入学後のカリキュラムの整合性については、入試検討委員会

において継続的に検討を行っている。 

 

（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】 

入学者選抜の方針・方法、ならびに入試制度の変革についての審議は、学部執行部の代表、

学科・専修の代表、事務局の代表および入試業務担当者を構成員とする入試検討委員会が行う。

入試検討委員会委員長は学科・専修代表から選出される。また、大学全体との調整は教務担当

主任が行い、入試センターにおいて他学部と審議、調整した成案を、入試検討委員会に諮る。

決定はすべて教授会が行う。入学者選抜の実施にあたっては、それぞれの入試について、学部
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執行部が試験本部を構成し、入試業務の全般を指揮する。 

入学者選抜基準の透明性を確保するために、「一般入試」においては、科目間の平均と分散

の違いによる影響を排除するため、一部外国語を除くすべての科目について偏差値変換を行い、

その総点によって合否を判定している。なお、高校の調査書は判定に使用していない。また、

その他の入試については、入試要項等に趣旨を示すとともに、制度に応じて、小論文試験、面

接、推薦書、調査書などを点数化し、その総点によって合否を判定している。 

すべての入試の合否判定は、学科・専修主任会で検討された後、教授会で審議、決定される。 

 

（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 

【実態】 

2001 年度以降、入試に関していくつかの変更が行われた。第一に、2002 年度入試から、推

薦入試制度の充実を目的として、「自己推薦入試」の拡充が図られた。主たる変更点は、定員

枠を増加させたこと（60 人以内から 150 人以内）、および定員の２倍（120 人以内）という 1

次試験合格者定員を廃止したことである。これに伴い、選考手順の見直しも行われた。 

第二に、2004 年度入試から、「帰国生試験」について、本学入学センターによる帰国生志願

者に対する全学統一試験が導入されたことに合わせ、従来学部で独自に実施していた学科試験

を廃止した。これにより、選考手順も、入学センターで作成された学科成績と、各学科・専修

の必要に応じて課される面接や小論文試験の成績の総点を用いた判定へと変えた。 

第三に、2004年度入試から、「留学生試験」について、渡日前入試を導入した。この合否は、

日本留学試験の成績、TOEFLの成績、志望理由を含む書類審査によって判定される。 

【問題点】【改善の方法】 

現在の主たる問題点は、制度を変えたことの評価にかかわる。特に「自己推薦入試」につい

て、それが適正に機能しているか検証が求められる。具体的には、新制度による入学者の在学

成績が確定後、他の制度による入学者、とりわけ一般入試者と、成績を比較することが必要で

ある。さらに、入試手続き全体の公正さに対する社会的な理解を高めていくという視点から、

これらの検証結果をどのように、またどの程度公表していくかについても、検討が必要となる。

なお、各年の入試問題の内容自体を検証する仕組みは、現在のところ用意されていない。 

 

（科目等履修生・聴講生等） 

ⅠＣ群 科目等履修生、聴講生等の受け入れ方針・要件の適切性と明確性 

【理念・目的】 

本学部は教職課程、また、図書館司書、博物館学芸員といった資格取得関連において早稲田

大学で中心的な役割を担っており、その活動の一環として教職課程(大学在学中に教員免許が

取得できなかった者が免許状取得に必要な科目を履修する課程)、博物館学芸員課程(博物館学

芸員資格を取得するための課程)で、科目等履修生を募集している。 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

科目等履修生総数は毎年増加しており、2004年度では総数で120人（内、博物館学芸員課程

８人）である。当制度は 2001 年度から新設された情報科免許状取得に対応しており、教職以

外の免許も取得できる道を開いているという長所はあるものの、図書館司書などの他の資格取
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得についても、科目等履修生制度を開く可能性を探っていく必要があると思われる。 

 

（外国人留学生の受け入れ） 

ⅠＣ群 留学生の本国地での大学教育、大学前教育の内容・質の認定の上に立った学生受け入 

れ・単位認定の適切性  

【理念・目的】 

本学部では多様な学生を受け入れて学部の活性化を目指し、また、卒業後、さまざまな分野

で、国際的にも活躍する人材を育てることを目的としており、外国学生も積極的に受け入れて

いる。 

【実態】 

本学部では、外国で 12 年以上の学校教育を受けて大学入学資格を有する者、またはそれに

準ずる者で、日本留学試験において、日本語で学習する能力を示し、かつ、各学科・専修の課

す英語や専門科目試験、小論文、面接等で優秀な成績を示した者を受け入れている。募集若干

名に対し、2005年度外国学生入学試験(渡日前入試を含む)では志願者86人、合格者25人、入

学者21人であった。外国で16年以上の学校教育を受けた者に対しては、編入学の道も開いて

いるが、2001～2005年度の志願者はなかった。 

【長所】【問題点】【改善の方法】 

各学科・専修が独自に選考試験のあり方について決定できる点は、それぞれの学科・専修が

求める学生の能力を判断する際に有益であり、長所である。しかしながら、学部共通で求めら

れる能力についての配慮も一方で必要であり、現在、英語試験を行わない学科・専修の留学生

の英語力が問題視されている。中国における中等教育の英語の取り扱いが変更されたことや、

現在検討中の英語力不足の学生に対応する英語クラスの導入によって、問題が緩和される可能

性もあるが、英語試験の導入については再度検討を行う必要がある。 

 

（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】 

 理想的な教育環境を確保するためには、学生収容定員と在籍学生数の比率は1.00であること

が望ましい。しかしその一方で、理想的な教育環境を維持するための財政的な裏付けも必要に

なり、そのためには、在籍学生数が学生収容定員を下回るような状態は避けなければならない。 

【実態】 

 教育学部の収容定員は3,903 人、在籍学生数は5,088 人であり、在籍学生数を収容定員で除

することで得られる比率は 1.3 である。主たる理由は、入学選抜による合格者の歩留まりと学

生の異動である。学生の異動に関しては、復学、退学などの要因のほかに、ここ数年、留学の

ために４年間で卒業しない学生が増えたことも挙げておきたい。 

 入学定員960人に対して、2001～2004年度の入学者数は、1,110人、1,064人、1,181人、1,165

人であり、入学者数を入学定員で除することで得られる比率は、それぞれ 1.16、1.11、1.23、
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1.21、平均すると1.18である。 

【問題点】【改善の方法】 

 外国学生の入学者数は定員に算入されないが、理想的な教育環境を維持するためには、各学

科における在籍学生数を勘案したうえで、外国学生の入学者数を決定する配慮が従来以上に必

要になるだろう。 

 

（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】 

 学部全体の退学者数は、在学者の2～3％で、2000年度109人、2001年度121人、2002年度

103 人、2003 年度 89 人、2004 年度 93 人と、近年は減少の傾向を示している。2004 年度の退

学理由は、学費未納末籍（34人）、一身上の理由（20人）、転学・転校（６人）、経済的理由（５

人）、就職（４人）、在学年満了（３人）が主たるものであり、その他に疾病、転学部、基準単

位未修などがある。退学に際し、一身上の理由以外の理由・概略の把握を試み、その対応につ

いて検討する必要がある。 

【長所】 

 学業継続をめぐる学生個々の問題については、教育学部ではゼミ選択以前の１・２年次から

学科・専修のクラスごとに担任制度を設けて個別の相談に乗り、また、教務主任学生担当が休

学、退学の手続きに際しては面接を行うことにより、学生の問題を把握し、学業面、経済面で

の対応の可能性について確認をしている。なお、正規の手続きを経た退学者は、その年限にか

かわらず教授会の承認を経て復学することが可能である。 

 

ⅠＣ群 編入学生及び転科・転部学生の状況 

【実態】 

 他大学入学・転学者、転学部者（かっこ内は他学部入学者）は、2000年度13人(１人)、2001

年度10人(５人)、2002年度15人(２人)、2003年度８人(２人)、2004年度６人(１人)である。

また、学部内の定員の許容内で１年生から２年生への進級時に認められる転科学生は、2001年

度１人、2002 年度４人、2003 年度５人、2004 年度３人であり、他大学、学内他学部から３年

生として受け入れる学士入学者数は、2000 年度 11 人、2001 年度 13 人、2002 年度２人、2003

年度14人、2004年度 11人である。 

【長所】【問題点】【改善の方法】 

近年は、大学卒業後の就業継続の問題、進路選択の多様化、キャリア選択をめぐる課題

から入学後に進路変更を希望する学生が存在する。わが国における受験の現状が過酷であ

ることから入学後に目標を見失うケースや、大学選択、学部での専攻選択においてもミス

マッチも見られる。本学には、一定の範囲以内で転学部制度があるほか、本学部では、学

部内での転学科・転専修、また文理領域と総合的なカリキュラムによる学際コースの         

設置によって、多様で変化する学生の要望への対応を受けとめている。 

入学直後の早期から学内全体で連携し、将来のキャリアを見通した講座、インターンシップ

などにより学生の勉学への熱意を確かにする試みがなされている。また、本学部としては、

教員を目指す学生には学校ボランティア等を通じて学校教育への理解を深めさせ、それに
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よって教員になるための目的意識を明確にするなど、機会の充実化を図る必要がある。 

 

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 

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 

ⅠＡ群 教員組織の年齢構成の適切性 

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 

【理念・目的】 

 教育学部は1903年に創設された高等師範部を母体としており、その教員組織は教育学科のほ

か、個別教科（および教育学）に対応した６学科（教育学科、国語国文学科、英語英文学科、

社会科、理学科、外国語科）の区分を前提にしている。本学部の最も重要な目的のひとつは、

幅広い視野に立ち深い専門性を備えた優秀な教員を養成することであり、教員組織における教

科ごとの区分が、学生に深い専門性を与える基盤を保障する形になっている。一方、専門性と

教育性を共に重視するという立場から、開放制を掲げている。 

【実態】【長所】【問題点】 

 教育学部の教員組織は126人の専任教員からなる。その内訳は、教授101人、助教授20人、

講師５人である。これ以外に教育研究スタッフとして31人の助手がいる。専任教員１人当たり

の在籍学生数は、40.4人である。しかし、学科・専修によってこの数字にはかなりの幅がある。

各教員の献身的な工夫によって教育の水準を維持する努力がなされているが、抜本的な改革が

必要である。 

 専門教育科目について見ると、専任教員と兼任教員の比率（専兼比率）は、教育学科60.8％、

国語国文学科64.7％、英語英文学科69.4％、社会科59.2％、理学科60.3％となっており、概

ね60％を超えている。しかし、資格関連科目についての専兼比率は33％であり、専任教員数が

少ないことが歴然である。 

 開放制の意味は、教育学部の目的を教員養成に限定していないことである。そのため相当数

は入学当初から教員免許の取得を目指していないのが現状である。教員組織の構成もまた、こ

のような現状に対応する必要がある。 

 学科・専修においては、演習科目は専任教員によって行われ、卒業研究が指導される。これ

に対し、学際コースにおいては、いくつかの演習と卒業論文の指導が非常勤講師によって担わ

れている。非常勤講師は自分の研究室を持たないためこれらの学生は常時指導を受けることが

できないなどの、格差が生じることとなる。 

専任教員の年齢構成は、2005年４月１日現在、65歳以上16.7％、64～60歳 12.7％、59～55

歳 16.7％、54～50 歳 19.8％、49～45 歳 17.5％、44～40 歳 10.3％、39 歳以下 6.3％となって

いる。60代は約30％、50代は約37％、30代と40代とで約34％である。 

 教員間の連絡調整は、原則として各学科・専修に任されている。学部全体の統一をとるため

に、各学科・専修の会議で立案されたカリキュラムの変更や教員の担当科目などは、全学科・
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専修の代表者からなるカリキュラム検討委員会において、その有効性と整合性が必ず検討され

る。非常勤講師との連絡調整もまた、原則として各学科・専修に委ねられている。担当しても

らう共通科目が５学科８専修のいずれともかかわりがない場合（例えば音楽関係や美術関係の

科目）、その非常勤講師との連絡調整は必ずしもうまくいっていない、などの問題もある。 

【改善の方法】 

 2005年度より学術院体制が本格的に始動したので、教員組織の改革は大学院などを含むより

大きな枠組みの中で進めなければならない。そのためにも、学部計画委員会での検討を早急に

進めたい。 

 学際コースの学生にも、他の学科・専修の学生と同等の教育条件を整える必要がある。その

ため、2005年度よりかなりの数の演習を専任教員が担当することにした。しかし、同等の教育

条件を保障するためには、学際コースにも専任教員を充てなければならないであろう。 

 学部共通科目に関して非常勤講師との連絡調整が必ずしもうまく機能していないという弊を

改めるために、2004年６月に学部共通科目運営委員会を発足させた。 

 専任比率の低い資格関連科目については、早急に専任教員を雇用するなどの対策をとる必要

がある。 

 

ⅠＣ群 教員組織における外国人研究者の受け入れ状況 

ⅠＣ群 教員組織における女性教員の占める割合 

【理念・目的】 

教育学部では、学部のカリキュラムに沿って必要な人材を、研究および教育業績に基づいて

採用している。外国人や女性もそのことによっては全く区別されない。 

【実態】 

教育学部専任教員（専任扱いの客員教授を含む）は126人(2005年度)であり、このうち、外

国人教員は３人、女性教員は16人である。 

【長所】 

外国人教員の存在は、多面的な見地から物を見たり関心をもてたりするので、他の教員や学

生にとっても好ましいことである。女性教員数は 1995 年度に比べ２倍強となっており、これ

は各研究分野における女性研究者の増加を反映しているものであろう。助手も半数近くが女性

であり、今後もこういった傾向が続くと思われる。女性教員が相当数いることは、女子学生へ

の対応といった面からも有益である。 

【問題点】 

外国人研究者の場合も、会議などでの日本語能力が求められるため、選考過程で適当な人材

を得ることは必ずしも容易でない。 

【改善の方法】 

2005年度から外国人研究者客員助教授（専任扱い）を１人採用した。本人の業績の優秀さや

国際的に通ずる学生の育成を考慮した人事案である。このような人事の可能性について、さら

に検討を重ねていきたい。 

 

（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
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体制の整備状況と人員配置の適切性 

ⅠＢ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 

【理念・目的】 

理学科においては、実験・実習教育が重要であり効果的である。しかしその実施には、安全

の確保と技術的支援が特に必要とされる。そこで、学生が教育研究活動を行ううえでの安全の

確保と設備面での充実を目指し、人員を配置している。また、情報処理関連教育では、情報設

備の維持管理および授業支援を目的として相応の人員を配置している。 

【実態】 

理学科生物学専修と同地球科学専修の教育研究実験における安全確保と技術支援を行うた

めに、両専修に職員（専任職員４人、嘱託職員２人、派遣職員７人）が配置されている。これ

らの職員は指導教員と極めて密接に連携して、学生の教育研究環境の向上に寄与している。 

学部の情報処理関連教育として、「教育情報化推進委員会」が設置されており、情報教育の

課題に対応している。このために職員（専任職員１人、派遣職員１人）および助手（２人）が

配置されている。また、TAを常時配置しており、学生支援サービスを行っている。 

【長所】 

理学科の学生定員はそれぞれ40人で、実験教育においてもきめ細かい対応ができている。 

【問題点】 

情報関連の設備が分散しており、学生の利便性からみて整理・統合が必要である。また、教

育学部独自の情報システムの維持費が大である。 

【改善の方法】 

情報施設については、現在「教育情報化推進委員会」で議論されており、近く具体案が策定

される予定である。 

 

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 

【理念・目的】 

 TAの仕事は、教員がより効果的な形で授業を展開するための補佐である。 

【実態】【長所】【問題点】 

 教育学部には164人の TAが登録されている。雇用は原則として早稲田大学のいずれかの大学

院に所属している学生に限られるが、早稲田大学に対応する大学院がない場合（例えばスペイ

ン語の TA）は、例外的に他大学の大学院学生を雇用することも認めている。TA という制度は、

授業支援を目的とするが、大学院学生が授業の仕方を学ぶ機会を得られるという副次的な効果

もある。 

 TAの仕事は、配付資料のコピー、出席調査、レポートの整理、採点集計などであり、授業中

およびその前後に教員を補助し、教員の負担を軽減している。コンピュータ教室に所属してい

るTAは、コンピューターの管理を手伝い、学生の質問に応じて、コンピュータ教室の円滑な管

理に貢献している。TAの仕事は、授業に関する補助に限定されており、教員が研究に関する補

助としてTAを用いることは禁じられている。 

 TAの就労時間数は年度開始時に決定するが、年度末には、就労時間数が超過する箇所と余る

箇所に分かれる。特にコンピュータ教室のTAの就労時間数は慢性的に不足している。予算枠の

弾力的な配分を検討する必要がある。 
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 教育学部では、特別な場合を除き、学部生を TA として採用していない。TA は学部生の出欠

調査や成績評価などにかかわるからである。しかし、配付資料のコピーなど、これとは無関係

な仕事もあり、また、外国語教育については早稲田大学の学部に留学している外国学生をネー

ティブスピーカーとして活用することもできる。今後は、学部学生をスチューデント・アシス

タント（SA）として雇用することも検討すべきであろう。 

【改善の方法】 

 TAの予算配分およびSAという制度の導入について検討する委員会を設ける。 

 

（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 

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 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

教員の退職等に伴い欠員が生じ、当該人事枠によって新たな教員を補充しようとする学科・

専修は、その旨を学術院長に申し出る。学術院長の提案に基づき、教授会は人事枠の当該学科

への割り当てについて審議し決定する。人事枠を承認された学科は、募集と選考手続きを行い、

候補者を教授会に推薦する。これを受けて教授会は人事委員会（５人）を設置する。人事委員

会は、当該候補者について書類審査と面接を行って、学術院長にその結果を報告する。学術院

長は、教授会において人事委員会報告を紹介し、投票による候補者の採否を提案する。採否は

教授による無記名投票の過半数をもって決定される。 

 選考にあたっては、嘱任時の資格（教授、助教授、専任講師）に応じて、研究業績、教育歴、

人物などが多面的に評価されるが、これらが選考基準として画一的に実施されているわけでは

ない。また、状況に応じて、公募を行ったうえで候補者の選考を実施している。 

 教育・総合科学学術院は、専門分野を異にする教員により組織されている。このため、教員

候補者を他学科の教員が評価するうえでの情報不足は否めない。特に当該学科が１人に絞り込

んだ候補者を人事委員会において審査する現在の手続きでは、比較検討する材料に欠けるきら

いがある。今後、人事委員会では複数候補の比較審査等を可能にするような改革も検討する必

要がある。 

 昇格人事にあたっては、当該教員が所属する学科からの申し出により、教授会において審議

される。教授による無記名投票を実施し、過半数により決定する。審議にあたっては教育研究

歴や学内業務に対する対応などが総合的に検討される。 

 

（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 

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】【問題点】【改善の方法】 

 研究業績は、大学のホームページで公開しているが、入力は任意である。昇格は研究業績を

中心に、教育歴や学内業務に対する対応等が審査対象となる。 

 新規採用においても昇格人事においても、従来は研究業績に重点が置かれていた。今後は、

教育面をどのように評価するかについて検討する必要がある。 
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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  

【実態】【長所】【問題点】 

教育・総合科学学術院の教員は、国内外の専門誌や教育学部の紀要などに論文を発表したり、

各学会で講演や発表を行うなど、原則として、その研究成果を公表している（詳細については

本学の研究者データベースを参照）。 

【改善の方法】 

大学の教員にとって、教育とともに研究が重要な仕事であるとの自覚を促し、研究時間や研

修機会を確保する環境づくりを行う。 

 

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 

教育・総合科学学術院には、特筆すべき研究や特色ある研究を行っている研究者がいる。 

 

＜数学専修＞ 

 偏微分方程式の粘性解の研究で世界的な業績を挙げ、その関連論文の引用に関して 2003 年

６月に ISI 社の Highly Cited Researchers に選ばれ、News Week 誌の表紙を飾った。日本数

学会賞の受賞者。計算論的学習理論、分子計算論（DNA計算論）、生命情報学などの最先端の研

究分野において世界的に著名で、国際的な学術誌の編集もしている。新しい計算パラダイムを

より包括的かつ統一的に研究する目的で、学内プロジェクト研究所「ナチュラルコンピュテー

ション研究所」を主宰している。国際数学オリンピックおよび国際情報オリンピックの日本に

おける組織化に努め、現在、その役員を務め、日本代表選手を国際大会に派遣し、もって中等

教育から高等教育にかけての数理情報教育の教育研究に従事している。 

 

＜生物学専修＞ 

再生可能なエネルギー源の創出を目指し、太陽光を利用したラン色細菌による水素生産技術

開発の可能性を探るために、学内プロジェクト研究所「持続的未来研究所」を主宰している。 

21世紀を迎えて山積する課題の克服に必要な独自性に富んだ研究を支援し、真にオリジナリテ

ィーの高い研究が創出されるための具体的方策研究をする学内プロジェクト研究所「新領域創

出推進研究所」を主宰している。 

 

＜地球科学専修＞ 

高エネルギー天体現象の電波観測、パルサー観測用低周波大型干渉計の基礎開発などに、多

くの学外研究資金を得て研究している。日本古生物学会の会長（2000～2003年）として学会の

指導的役割を果たしている。 

 

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 

＜理系分野＞ 

数学専修の研究者の大部分が学内外の助成金を獲得して研究を行っており、2001～2004年度
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に科学研究費補助金 18 件と特定課題研究費５件による研究が行われた。その内容は、偏微分

方程式の粘性解の理論と応用、非線型放物形偏微分方程式の解の漸近解析・数値解析、概周期

関数の拡張と零点の分布、空間グラフの位相幾何学的研究、弱球等質空間上の調和解析とその

数論的応用、オートマン理論・計算量理論、構造的分子計算理論などである。 

 生物学専修の研究者の場合、2001～2004年度で５件の科学研究費補助金と17件の特定課題

研究費、文科省の学術フロンティア事業１件（共同研究者として参加）、それ以外の学外研究

費１件を得て、森林低層常緑植物や地衣類、造血制御解析法、ホルモンおよびフェロモンによ

る生殖の調節、ラン色細菌の光生物的水素生産性、緑色硫黄細菌における光合成、両生類の性

決定機構、発生におけるポリコーム相同遺伝子群の機能解析などの研究で多くの成果を挙げた。 

 地球科学専修の場合、2001～2004年度で11件の科学研究費補助金と10件の特定課題研究費

を得て、炭酸塩岩の深部沈み込みとそれに伴うマイクロダイアモンドの形成プロセスの解明、

色素修飾メソポーラスシリカの光機能の解明、地表地質調査への重力測定の併用、活断層の発

生時期と発生機構の解明、花崗岩類・変成岩類の帰属からみた九州中軸部の地体構造の解明、

白亜紀環境変動の進化古生物学・層序学・地球化学的研究などで成果を挙げた。 

 

＜文系分野＞ 

2005年５月１日現在、教育学部の文系５学科（教育学科、国語国文学科、英語英文学科、社

会科、外国語科）の専任教員と助手が行っている研究のうち、文部科学省の科学研究費補助金

の給付の対象となっている研究は 22 件ある。「基盤研究」が 15 件、「若手研究（B）」が６件、

「萌芽研究」が１件である。 

その中には、教育学部プロパーともいえる独自の専門性を生かした「＜公共圏＞を生成する

教育改革の実践と構造に関する総合的研究」「＜公共性＞を育む高校教育改革の実践と構造に

関する臨床的研究」といった研究をはじめとして、より科学的な手法を用いた「脳科学的観点

から見た子どもの発達と学校カリキュラムの開発に関する基礎研究」、臨床心理学に基づいた

「軽度発達障害児に対するグループソーシャルスキルトレーニングプログラムの開発」、統計

的な心理学を用いた「評定・選択判断の反応時間分布の研究」「項目反応理論を用いた新しい

中学生用ストレス反応尺度の開発」などの研究がある。また、「複数教員によるデジタル・テ

ィーチング･ポートフォリオを用いた大学授業の開発過程」といった大学教育の改善を主眼と

した研究や「マレーシアにおける青年期の生涯設計と進路形成－ジェンダーとエスニシティの

観点から」といった国際的な視点に立った研究もあれば、「国際教養育成と議論力及び交渉力

養成の為のオンデマンド遠隔型語学国際交流の展開」や「韻律中心の英語音声教育の有効性を

検証する：音素識別練習からの脱却」というような外国語教育に特化したものもある。 

一方で、教育学部の教員が展開する研究は、狭い意味での教育分野にとどまらず、社会的文

化的な多くの領域にまで広がっている。政治学の分野では「トクヴィルとデモクラシーの二つ

のモデル～米仏政治文化の比較思想史的研究」「現代中国の外交―その構造的パラダイムを求

めて」といった研究が、歴史分野では「チベット中世教会史の解明－聖ツォンカパ伝の研究－」

「中国･唐末五代期における沙陀族の動向についての研究」などの研究が、地理分野では「東

京大都市圏における小売業態の多様化とその分布特性に関する地理学的研究」「地方都市の郊

外化進展段階の差異による分類とその要因の都市立地環境からの分析」などの研究があり、複

数の教員によって多様な社会科学的な研究が行われている。同じ社会科学的な視点に立ちなが
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らも、社会学の分野では「1980年代以降の東京を中心とする大都市における空間の社会的生産

の研究」「『ポストヒューマン』の眼と現実－視覚とヴァ－チャリティ－」といったより学際的

な研究、あるいは建築学に依拠しつつ社会学的アプローチを応用した「都市地域の非計画的空

間利用実態からみる成熟期の都市計画に関する基礎的研究」などの研究がある。これらの学際

的な研究は、ポストモダンにおける表象生産にかかわるものととらえられる。 

それに呼応して、人文科学分野でも「ドイツ文学研究とカルチュラル・スタディーズ」「漱

石文学における『読者の期待の地平』取り込みの構造に関する研究」「暴動する反近代として

の＜過剰な食＞－規範の逸脱をめぐる複合文化学研究」など、ポストモダン社会における文化

の複雑なあり方を考察する複数の研究が展開されている。 

 これらは教育と総合科学を２つの柱とした本学術院が、研究においても、教育学分野から人

文・社会科学分野まで、広く多様な活動を積極的に展開していることを示している。 

 なお、上記の研究成果は、出版やシンポジウムといった形で社会に還元されており、その点

でも教育学部が担うべき教育という役割を広い意味でも果たしているといえる。 

 

（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 

【実態】【長所】 

理学科には、次のように、国際共同研究をしている研究者が多数いる。 

＜数学専修＞ 

非線形偏微分方程式論。DNA 計算論や分子計算論を展開し、多数の国際会議の運営委員や国

際的学術雑誌の編集者を務める。計算量理論やオートマトン理論を展開。空間グラフと結び目

論を展開し、2004年７月には国際ワークショップを早稲田大学で開催。 

＜生物学専修＞ 

国際共同研究や国際会議を日本で開催（脳・鼻・下垂体国際シンポジウム、2000 年 12 月、

10カ国、250人）。光化学反応系の比較研究。 

＜地球科学専修＞ 

花崗岩中の融体および流体包有物の研究。白亜紀海洋無酸素事変の研究。2001年８月に国際

会議「マントル・スラブ・流体間相互作用と超高圧岩石学・鉱物学」を開催（15カ国、79人）。 

 

（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 

【理念・目的】 

教育総合研究所は、1998年、全学的組織・機構を有する研究所として、教育学部内に創設さ

れた教育研究のシンクタンクである。その前身は、「教育がかかえる緊急の課題に立ち向かい、

社会的責任を果す」ことを理念に、1986年、教育学部に設置された教育総合研究室である。こ

のように、設置の原点は学部の教育研究であるが、学術院体制となって以降、大学院との関係

も日増しに強固なものとなりつつある。 

【実態】 

本研究所には、創設時より、①高等教育基礎研究、②初等・中等教育研究、③生涯教育、④

教育の実践活動の各研究部門があり、企画、公募、特別、重点の各研究プロジェクトを学内予
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算および外部資金で立ち上げ、共同研究を推進している。研究成果は、紀要（年１回）、所報

（年２回）、叢書（原則年２冊）、研究発表会（年１回）において示され、学内外の研究者、

教師、大学院学生、学部学生に公表されている。2004年度からは、教育現場の教師や親、一般

社会人、子ども問題の従事者を対象に、教育実践講演会を開設し、臨床的教育問題への専門的

知見の開示と、研究成果の社会的還元も推進している。 

【長所】 

本研究所は、①多様な分野の学内外の研究者に開放された教育研究機関であり、②教育現場

との密接な交流を重視していること、③基礎から臨床までの多様な教育問題を幅広い視点から

研究できることにその長所がある。 

【問題点】 

現在の体制の人員、空間、予算枠の制約を可能な限り改善し、外部評価に堪える研究成果を

挙げ、教育活動の展開を図っていくことが必要である。研究所予算の増額と、専任事務職員の

増員ならびに研究所スペースの拡充などの問題を抱えている。 

【改善の方法】 

今日、教育をめぐる環境は大きく変化し、研究所のシステムは転機に立っている。今後は、

①家庭、学校、社会が抱える教育問題への取り組みを一段と強化すること、②学校など教育実

践の諸機関・組織との連携を強化し先端的な研究、活動を推進すること、③諸外国の高等教育

機関、研究所との学術交流が展開できる国際的に開かれた研究所となること、が肝要である。

当面の改善策は、①研究費の配分方式を多岐小額配分方式から重点課題配分方式へ転換する、

②外部資金の導入を図る、③昨年来刷新した所報、紀要、叢書を拠点として研究成果をさらに

社会に公表し、本研究所の存在価値を国内外に示すこと、である。 

 

（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 

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 

【理念・目的】 

大学の重要な使命のひとつは研究である。本学においても、研究者個人の日常的な研究活動

を支援するために、個人研究費、研究旅費、共同研究費、あるいは特別研究期間などの制度が

設けられ、教員研究室などの研究環境の充実を図っている。 

【実態】【長所】【問題点】 

教育・総合科学学術院の教員の研究室は、16 号館の６～10 階、14 号館の９階、6 号館の１

～２階にある。専任教員１人に１室（面積は 16～21 ㎡）が与えられる。各研究室には、空調

設備が整い、机、椅子、電話などの基本的備品も用意されている。また、各研究室には、情報

コンセントがあり、ネットワーク環境も整っている。このように、研究室の整備状況は概して

良好といえる。 

 本学術院の 2004 年度における共同研究費の研究費総額に対する割合は 10.4％であり、共同
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研究費を含めた教員１人当たりの研究費は、525,412円である。研究費や研究旅費については、

総じて適切な制度化がなされているといえる。ただ、一律に支給される個人研究費については、

必ずしも研究の実情や成果と対応していない面もある。 

 現在、多くの専任教員が教育学部と大学院研究科の双方の研究指導を担当している。その結

果、教員の授業持ち時間数は極めて多くなる。学部改革の動きの中で会議などの校務に割かれ

る時間も多く、研究時間の確保は喫緊の要事である。 

本学には、半年間、あるいは１年間、研究活動に専念することのできる、特別研究期間制度

があり、教育・総合科学学術院には、年間８人までの割り当てがある。2003 年度３人、2004

年度４人、2005年度６人と、希望を満たすことができている。しかし、特別研究期間中であっ

ても、大学院研究科の研究指導を担当する教員は、学生の指導を行っているのが現状であり、

特に海外での研修を難しくしている。また、理学科の生物学専修と地球科学専修では、専任教

員数が少なく、実験・演習が多いなどのカリキュラム上の問題から、特別研究期間制度を利用

することが困難である。 

なお、研究環境のひとつとして、海外協定大学への交換研究員派遣制度もある。 

【改善の方法】 

研究室の不具合については、すでに専門業者による調査がなされ、順次補修を加えると同時

に、教員図書室の書籍を早急に地下へ移すことになっている。 

個人研究費については、研究の実情や成果に見合った重点的な支給のあり方も議論をする必

要がある。 

研究時間や研修機会の確保については、カリキュラムの改定を行い、これをスリム化するこ

と、あるいは委員会の統廃合などを行って校務の効率化を図ること、さらには研修期間中の授

業や学生指導への十分な対応を確保できる体制を整えることなどが考えられる。また、大学院

研究科と共同でこの問題を考えることが大事である。 

 

（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 

【理念・目的】 

 科学研究費補助金等の外部資金を得ることで研究を活性化することが重要である。また科学

研究費の採択にあたっては厳しい審査を経ることになるので、その申請は研究の客観的な評価

を受ける機会でもある。 

【実態】【長所】【問題点】 

 2002～2004年度の教育学部における科学研究費申請件数は49件、53件、58件と着実に伸び

ている。採択件数は12件、13件、11件とほぼ同じ水準である。今後は申請件数を増やすと同

時に、採択件数を上げることが課題になる。 

【改善の方法】 

申請件数を増やすためには、科学研究費補助金についてのアナウンスやアドバイスを頻繁に

行う必要がある。また、採択件数を増やすためには、各教員の研究環境を改善していかなけれ

ばならない。 

 

７ 施設・設備等 
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（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 

【実態】【長所】【問題点】 

教育学部が管理する優先使用権を持つ教室は42室ある。内訳は、大教室（201人以上）１室、

大教室（101～150 人）４室、中教室（51～100 人）25 室、小教室（26～50 人）１室、ゼミ室

11 室である。全体で見た使用率は 80％程度であるが、時間帯によってはもっと高くなる。特

に平日の２～４時限の空き教室は非常に少ない。またゼミ室も不足しており、かなりの数のゼ

ミが担当教員の研究室で行われている。大学院においてのそれは特に劣悪であり、専任教員の

担当授業の半数以上が教員の研究室で行われている。毎年度の時間割作成に際して、教室の割

り当て作業は困難を極めている。 

 教育学部は14号館地階に学生読書室を有している。総面積1,200㎡、席数230。 

教育学部には３つのコンピューター教室（16－408、16－509、14－507）、および視聴覚教室

（14－503）があり、それぞれ58、85、52、70台のパソコンが設置されている。このほか、64

人収容のLL教室（16－509）がある。 

理系用に、実験設備を伴う実験室や実習室が用意されている。一般教室においても、視聴覚

機材の整備に毎年努めており、DVD化を進めている。また、コンピュター関連のAV関連機材の

設置状況も同様である。 

教員図書室は16館８～10階にある。面積は461㎡、図書約15万冊を所蔵し、雑誌約1,500

種類を受け入れている。大部分が書庫であり閲覧スペースはほとんどない。 

 

ⅠＢ群 教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 

【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

本学では、教員にはソフトウエア、ハードウエアともに統一された貸与ノートパソコンが、

学生には共通端末室および自宅等からのVPNによる学内環境への接続が用意されている。また

ネットワーク環境も全学的に情報企画課により整備されている。教育学部では、これとは別に、

教育研究用UNIXシステム(Edusystem)と情報化された視聴覚教室とが用意され、情報教育、情

報数学、視聴覚教育のカリキュラムを実施するために独自の環境が整っている。 

実態として①UNIXサーバーと14－513学部管轄共通端末室にインストールしたX端末ソフト

ウエアを中心とした教育研究用 Edusystem 環境、②14－503 視聴覚教育教室と 14－511 視聴覚

実習室を中心としたデジタル的にマルチメディアを扱うためのパソコンおよびソフトウエア、

周辺機器からなる情報環境がある。 

 ①は、研究者養成の観点から、また情報科学を学ぶうえでも有意義である。一般的なWindows

環境だけでなく、学術的に長く用いられてきたUNIX環境を習得できるのは長所である。 

②では、旧来型の視聴覚教育を現代対応にして実施できるという長所があり、全学対象の博

物館学芸員資格取得関連科目「視聴覚教育メディア論」をはじめとして、多くの学部内外の授

業で用いられている。 

問題点は、学部独自で運営するために管理コストがかかることである。これを改善するには、

的確な予算措置と人員配置が必要である。 

 

（キャンパス・アメニティ等） 
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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 

ⅠＢ群 大学周辺の「環境」への配慮の状況 

【理念・目的】 

教職員や学生が教育研究活動に専念できる快適な環境を提供することを目的とする。 

【実態】 

学生生活を支援し環境整備を扱う「学生生活委員会」が設けられており、必要に応じて適宜

協議が進められている。学生が昼休みなどの授業時間以外に利用できるエリアとして、教育学

部学生ラウンジ（屋内、252㎡）と教育学部16号館前の広場（約400㎡）がある。学生がくつ

ろぐスペースとして決して十分とは言えないが、都市型キャンパスとしてはやむをえない状況

である。また自由に学習するためのスペースとして教育学部学生読書室（約 800 ㎡）が 14 号

館地階にある。約４万冊の蔵書で、年間約 13 万人（2004 年度は延べ 132,111 人）の学生が利

用しており、学生への勉学環境は良好である。禁煙キャンパスとして大学が推進している運動

も定着している。また、大学は「国際規格ISO14001」を取得しており、これを順守することに

よって、エコキャンパスとして大学周辺への環境へ日常的に配慮している。 

【長所】 

学生読書室は、学生の利便性を重視して管理されており、利用者の数や利用形態などは極め

て良好である。 

【問題点】 

16 号館は築後 30 年を超えており、老朽化が甚だしい。また、学生ラウンジが狭いのも問題

である。 

 

（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 

ⅠＣ群 各施設の利用時間に対する配慮の状況 

ⅠＣ群 キャンパス間の移動を円滑にするための交通動線・交通手段の整備状況 

【理念・目的】 

障害者に対してきめ細かく対応し、バリアフリーの環境を整備する。 

【実態】 

教育学部では、多くの学科が障害者の入学受け入れを表明しており、設備面でのその対策を

進めている。しかしそれぞれの建造物の建築時期にはこれらが考慮されていなかったため、そ

の設備は十分ではない。特に、全盲者や難聴者への配慮はほとんどなされていない。 

16号館は、利用教室が最も多く利用頻度が最も高い建物である。教育学部が優先使用権を持

つ教室（44 室）のうち２教室に車椅子では移動できない箇所がある。14 号館は、1998 年竣工

の建物で、すべての施設がバリアフリーとなっている。６号館は、竣工が昭和初期の建物であ

り、すべてのエリアへ車椅子では移動ができない。 

【問題点】 

 車椅子で移動できない教室・演習室には、早急に対策を講じる必要がある。特に、６号館は

すべてのエリアへ車椅子では入ることができない。喫緊の課題である。 

【改善の方法】 
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障害者学生のためのトイレを設置するほか、エレベーターを増設または新設する。 

 

（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 

【実態】 

建物等の施設や設備を維持・管理するための責任体制およびシステムの整備は、西早稲田構

内全体として、総務部を責任箇所として確立している。教育学部では、生物学専修および地球

科学専修が実験施設や設備を管轄している。こうした設備を維持・管理し、また安全を確保す

るために、それぞれの対象に応じた委員会が設置されて、法令を順守するように日常的なチェ

ックを行っている。大学は「安全衛生一斉点検」を隔年で実施しているが、学部としてもこれ

らの問題点を改善するように努力している。 

 

９ 社会貢献  

（社会への貢献） 

ⅠＢ群 社会との文化交流等を目的とした教育システムの充実度 

ⅠＢ群 公開講座の開設状況とこれへの市民の参加の状況 

ⅠＢ群 教育研究上の成果の市民への還元状況 

【実態】 

 教育・総合科学学術院を構成する教育学部、教育総合研究所、大学院教育研究科、ならびに

稲門教育会の共催で「現場に活かすコンピュータ講座」を毎年夏休みに実施している。講師は

教育学部関係者が務め、パソコン実習は教育学部のコンピュータ室で行っている。また、教職

課程が中心となって、新宿区や杉並区と協力し学生ボランティアを派遣している（詳細は、次

項参照）。その他、教育を課題とする講演会の開催等については、教育総合研究所のホームペ

ージを参照されたい。 

 

ⅠＣ群 ボランティア等を教育システムに取り入れ地域社会への貢献を行っている大学・学部

等における、そうした取り組みの有効性 

【実態】 

2002年度に発足した「教育ボランティア制度」は、新宿区や杉並区など、近隣地域の教育委

員会ならびに受け入れ先の小・中学校の理解を得て順調に根づくとともに、さまざまな要望が

他の地区からも寄せられている。現場教員の平均年齢が 40 歳を大きく上回っている中で、若

い教育ボランティアの力が学校の雰囲気を明るく盛り上げ、教育の現場への効果は単に授業や

学習の補助にとどまらず多方面へ波及している。ボランティア本人にとっても、その体験と実

践が視点と視野を広げて、新たな工夫を生み、大学の教場にも還元されている。 

 一方、ボランティアを送りだす教職課程、ひいては教育学部にとっても、教育委員会との連

携は大きな意味をもつ。教員研修に際しての企画立案、講師派遣に参与するなど、新たな連携

も要請され、教学の場が多方面に拡充しつつある。とりわけ、発達障害や学習支援等の教育問

題に関する社会的な要望は高い。そうした要請に応えうる環境を提供すべく、2005年度後期か

らスタートする「教育臨床を重視した教員養成強化プログラム」（文部科学省「大学・大学院
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における教員養成推進プログラム」採択）の活動の中で、「教育総合クリニック」を開設する

準備を進めている。同クリニックの活動を通して、臨床的人材の育成も可能であり、相互に有

効な利用環境が創出されることが期待される。 

 

（企業等との連携） 

ⅠＣ群 企業と連携して社会人向けの教育プログラムを運用している大学・学部における、そ

うした教育プログラムの内容とその運用の適切性 

ⅠＣ群 寄附講座の開設状況 

ⅠＣ群 大学と大学以外の社会的組織体との教育研究上の連携策 

ⅠＣ群 企業等との共同研究、受託研究の規模・体制・推進の状況 

ⅠＣ群 特許・技術移転を促進する体制の整備・推進状況 

ⅠＣ群 産学連携に伴う倫理綱領の整備とその実践状況 

【理念・目的】 

教育総合研究所は、「教育がかかえる緊急の課題に立ち向かい、社会的責任を果す」ことを

基本的な理念にして、社会への教育的視点の提供と大学の教育活動への社会的視点の導入とい

う考えのもとに受託研究の受け入れや外部企業との連携を進めている。 

【実態】 

本研究所では企業等との連携の組織的形態として受託研究部会を設置している。2001年度に

は、マルチメディア教育関連（デジタル化事業共同プロジェクト）１件、および海外との遠隔

授業関連（JICA 委託研究プロジェクト）１件の受託研究が実施された。2002 年度には、マル

チメディア教育関連１件、遠隔授業関連１件、科学技術試験研究関連１件を受託した。2003年

度には、マルチメディア教育関連（オープンカレッジ）１件、遠隔授業関連（JICA委託研究プ

ロジェクト）１件、科学技術試験研究関連（文部科学省、山梨大学）１件を受託した。2004年

度には、女性の就業支援関連（文部科学省）１件、リテラシー教育関連（みずほ証券・新光証

券共同研究）１件、科学技術試験関連（文部科学省、山梨大学）１件を受託した。 

【長所】 

企業との連携研究を進める際に、教育総合研究所は、次のような利点を有している。①学内

に多様な研究者を擁しており、連携研究の内容に適した研究者を紹介できる。②所報や紀要、

叢書を刊行しており、その成果を広く社会に公表する体制が整っている。③連携研究費を研究

所が管理することで、研究者個人の事務的負担を軽減できる。 

【問題点】【改善の方法】 

従来の受託研究や企業等との連携は、各教員の個人的な受託や連携の色合いが強かった。今

後は研究所が受託研究の受け入れ組織体として、受託研究や連携活動を積極的に受け入れる体

制を早急につくり、教員の活動を支援する必要がある。さらに企業等が積極的に連携を求めて

くるような存在感のある組織の特徴を確立していくことが必要である。 

 


