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  02）教育学研究科 

 

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】 

教育学研究科は、教育学部の基礎のうえに立ち、①教員養成、②教育関連専門職常勤者再教育、

③教育科学と周辺学問分野の研究者養成を主たる目的に掲げている。 
【実態】【長所】 

教育科学を支える基礎的領域の教育研究が、本研究科の独自性の基盤である。 
【改善の方法】 

 今後とも上記理念を堅持していきたい。 

  

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 

ⅡＢ群 「広い視野に立って清深な学識を授け、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 

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 

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 

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  

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 

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 

ⅡＣ群 創造的な教育プロジェクトの推進状況 

【理念・目的】 

  修士課程は、その目的を達成するために、①学校教育に関する研究、②中等教育教員、特に後

期中等教育教員の資格取得を目的とする高度の専門教育、③学校・社会教育・教育行政諸機関現

職者の教育に重点を置く。修士課程には二年制と一年制とがあり、授与される学位は、それぞれ

修士（教育学）と修士（実践教育学）である。 

博士後期課程では、学術研究者、教育専門職の指導者、および専門職業人の三者が同じ課程で

研究指導を受けることができ、これら三者の教育と研究指導の目標は、教育の実践的理論研究を

開発する力量の育成にある。授与される博士（教育学）の学位は、時代の要請に応じるべく教育

の実践的理論の研究能力に長けていることが条件とされる。この目標を実現するため、博士後期
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課程に「複合履修制」（後述）を設けている。 
【実態】【長所】 

（１）カリキュラムの編成方針 

 本研究科のカリキュラムは、理論面、応用面をカバーする充実したものである。後述のとおり

理科教育分野が欠如しているが、既存の各分野の内容は豊かである。修士課程には、基礎的教育

研究部門として、学校教育、国語教育、英語教育、社会科教育、数学教育の５専攻を置き、各専

攻ともに研究指導、演習、特論を設けている。このほか、教職科目、各専攻共通の専門科目、外

国語科目、大学院用全学共通科目を設け、今日の学問研究や教育職に必要な分野を深く広く研究

できるよう配慮している。博士後期課程は教育基礎学と教科教育学の２専攻からなる。両専攻の

カリキュラムは、研究指導および前述の研究演習からなる。 

（２）カリキュラム内容 

＜修士課程：二年制＞ 

①学校教育専 

学校教育専攻は、本学教育学部教育学科の３専修（教育学専修、生涯教育学専修、教育心理学

専修）を母体として修士課程にふさわしいカリキュラム設置を行い、研究者養成、より高度な専

門的力量を備えた中等教育教員養成・研修、ならびに生涯教育の専門家養成への貢献を基本的な

使命とする専攻である。したがって、本専攻は、学校あるいは社会の要請に応じうる人材の育成、

ならびに現職教員の研修とその理論的研究を狙いとしている。本専攻のカリキュラムは、教育実

践と教育理論の密接な連携を考慮して組まれており、より高度な教育学的専門知識の涵養はもと

より、教育現場での諸課題への対応と展望が図られるよう、演習、研究指導などにおいて工夫が

なされている。また、本専攻の講義には他専攻の大学院学生も参加して教育学的学識を深められ

るよう、履修要項が定められている。本専攻のカリキュラムは、学校教育に関する実践的・理論

的な専門科目が重点的に配当されているところに特色がある。 

②国語教育専攻 

 国語教育専攻は、国語教育界への人材の育成に貢献してきた本学教育学部国語国文学科、およ

び現職教員の再教育に貢献してきた専攻科（国語国文学）の歴史のうえに立って、新しい時代に

望まれるより高度な識見と力量をもった国語教育の実践者ならびに専門研究者の育成を目標とし

ている。本専攻では、以上の見地から、国語科教育、日本語学、国文学（中国古典学を含む）の

３つの分野を設定し、入学者には各自が選んだ専門分野を中心として研究を深めさせるとともに、

隣接分野の学問にも目を広げさせるよう講義を受けさせつつ演習と研究指導を行うことによって

わが国の今後の国語教育の分野をはじめとして、さまざまな専門分野に貢献する人材の育成を目

指す。また、本専攻では、これからの国際化時代に対応した日本語教育の分野での教員の育成を

目指し、本専攻内にそのためのカリキュラムを用意し、その分野に進もうとする者のためにも道

を開いている。 

③英語教育専攻 

 英語教育専攻は、英語教育の発展に資する人材の育成と現職教員の再教育に貢献してきた本学

教育学部英語英文学科および専攻科（英語英文学）の歴史のうえに立って、新しい時代に望まれ
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るより高度な識見と力量をもった英語教育の実践者ならびに専門研究者の育成を目標としている。

本専攻では、以上の見地から、英語科教育、英語学、英文学、米文学の４つの分野を設定し、入

学者には各自が選んだ専門分野を中心に研究を深めさせるとともに、隣接分野の学問にも目を広

げさせるよう講義を受けさせ、かつ演習と研究指導を行うことによって、わが国の今後の英語教

育に貢献する人材の育成を目指す。なお、英語教育に関連する社会言語学、心理言語学、英米文

化研究なども重視する。本専攻は教育を中心とした応用言語学的な面に重点を置いているのが大

きな特徴である。 

④社会科教育専攻 

 社会科教育専攻は、社会科教育の人材の育成に貢献してきた本学教育学部社会科の歴史のうえ

に立って、新しい時代に望まれるより高度な識見と力量をもった社会科教育の実践ならびに専門

研究者の育成を目標としている。本専攻では、以上の見地から、社会認識に関する学問分野の中

から、社会科教育、歴史学、地理学、政治学、経済学、社会学、メディア・コミュニケーション

学の７つの分野を設定し、入学者には各自が選んだ専門分野を中心として研究を深めさせるとと

もに、隣接分野の学問にも目を広げさせるよう講義を受けさせ、かつ演習と研究指導を行うこと

によって、わが国の今後の社会科教育に貢献する人材の育成を目指す。 

⑤数学教育専攻 

 数学教育専攻は、数学科教育の人材の育成に貢献してきた本学教育学部理学科数学専修の歴史

のうえに立って、教育にかかわる総合的見識と高度な専門的能力を備え、主として高校での数学

教育において、指導的な役割を果たすことのできる研究的実践者としての教員の養成、およびそ

の継続教育を行うことを目的にしている。本専攻では、数学科教育、解析学、代数学、幾何学、

情報数学、トポロジーの６つの基本的な分野を設定し、コンピューターの理論・実習を含めて数

学の教科教育および専門教育と研究を行う。入学者には、各自が選んだ専門分野を中心として研

究を深めさせるとともに、隣接分野の学問にも目を広げさせるよう講義を受けさせ、かつ演習と

研究指導を行うことによって、わが国の今後の数学教育に貢献する人材の育成を目指している。 

＜修士課程：一年制＞ 

2004年度より実務家教育のためのカリキュラム（１年以上の在学を条件とする）を発足させた。

既存の５専攻の各々に一年制の学生のための研究指導を立ち上げ、学校教育法第１条に定める学

校の専任教員または教育委員会の指導主事の職に継続して３年以上ある者（両方の通算も可）を

対象として学生募集を行っている。授業科目については二年制のそれと同じものを設定してある

が、修士論文に代わる特別課題研究が修了要件である。 

＜博士後期課程＞ 

①教育基礎学専攻 

 教育基礎学専攻で学ぶ専門研究者には、理論的知見に加えて実践的な方法理論にも長けた学際

的研究力の開発が期待される。また、本専攻に進学した現職教員等にとっては、自己の実践的な

知見を、一段と高度に理論化する能力を開発するための場となる。そして、本専攻に入学した高

度な専門職業人を目指す者については、自己の実際的・体験的な知見を、広く教育の視点から再

構成しながら、その理論化を進める能力を開発する指導がなされる。 
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②教科教育学専攻 

 本専攻の「研究指導」および「演習」科目は、国語科教育学、国語科内容学、英語科教育学、

英語科内容学、社会科教育学、社会科内容学、1 数学科教育学、数学科内容学の８研究領域に区

分・構成されている。各研究領域では、教科教育学の高度な理論的・実践的研究、および各専門

教科の高度な内容を重視した教科内容学の理論的・実践的な研究の遂行が目指されている。諸演

習科目には、高度な専門研究者の育成にとって、より専門性の高い学問研究領域を基盤とする教

育内容が用意されている。 

（３）新入生導入教育 

  修士課程では専攻についてのガイダンスを行う。博士後期課程では、まず課程全体についての

ガイダンスを行い、次いで各研究指導担当教員によるガイダンスを実施している。 

（４）設置科目、全学オープン科目 

研究科要項に記載の科目を設置している。新科目の設置の要望が多いが、教員養成という目的

からくる科目の設置と維持の必要もあり、要望への対応は必ずしも容易でない。全学オープン科

目の設置は行っていないが、他研究科との単位互換の拡大は検討する価値がある。 

（５）科目の新設の基準 

 カリキュラム検討委員会で、各専攻からの要望について、その都度、必要度（学問の趨勢、教

員免許状の発給上の必要、履修希望の学生数など）を検討したうえで決定している。 

（６）修了要件 

  二年制修士課程の修了要件は、通常２年以上在学し、所要の授業科目について32単位以上を修

得し、かつ必要な研究指導を受けたうえで、修士論文の審査および試験に合格しなければならな

い。修士課程各専攻の修了に要する必要単位数の内訳は次のとおりである。学校教育専攻におい

ては、研究指導および演習（必修）８、専攻設置選択必修科目12以上、共通選択科目８である。

他専攻においては、研究指導および演習（必修）８、専攻設置選択必修科目８以上、学校教育専

攻選択必修科目４、共通選択科目４である。 

一年制修士課程の修了要件は、通常１年以上在学し、所要の授業科目について32単位以上を修

得し、かつ必要な研究指導を受けたうえで、特別研究課題論文の審査および試験に合格しなけれ

ばならない。この課程各専攻の修了に要する必要単位数の内訳は次のとおりである。すなわち、

学校教育専攻においては、研究指導および演習（必修）４、専攻設置選択必修科目16以上、共通

選択科目８である。他専攻においては、研究指導および演習（必修）４、専攻設置選択必修科目1

2以上、学校教育専攻選択必修科目４、共通選択科目４である。 

  博士後期課程の修了要件は、通常３年以上在学し、他研究領域の演習科目について１ 科目（４

単位）を修得し、かつ所要の研究指導を受けたうえで、博士論文の審査および試験に合格しなけ

                            
1
この分野での「社会科」という名称は，早稲田大学教育学部の学科名であり，それを基礎とする修士課程にお

いても，専攻名として用いられているが，そこでは義務教育の教科としての「社会科」を特定しているもので

はなく，他の教科教育学・教科内容学と等しく，広く人文・社会科学の諸分野をカバーする学問的専門性の高

い概念として使用している。 
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ればならない。合格者には「博士（教育学）」の学位が授与される。 

（７）複合履修制度 

 博士後期課程の教育目標上の特徴を実現するため、博士後期課程入学者は、「複合履修制」と

いう研究指導体制に組み込まれる。それぞれの研究指導教員のもとに入学した者は、入学時に指

定したひとつの研究指導領域から得られた知見に限定されないよう、他の研究指導領域に設置さ

れている「研究演習」科目での指導を１カ年受けることを義務づけている。 

（８）教員免許の取得 
 本研究科の重要な目標は教員養成であるが、最近の修了者の免許状取得率は約30％にすぎな

い。教員需要の停滞、教育現場の荒廃などが原因と思われる。今後は教員定数の抑制緩和も見

込まれるので、状況が好転することも考えられる。 

【問題点】 

理科教育の分野において専攻が存在しない。このことは大きな問題である。学部と大学院と

のカリキュラム上の連携について、まだ十分な審議が行われていない。教育を重視するカリキ

ュラムの特徴を志願者に対してさらに広報する必要がある。 

【改善の方法】 

理科教育専攻設立検討委員会をすでに立ち上げており、この委員会を軸に今後とも努力を傾

けたい。本件は理念における教育学部との整合性の問題でもあるので、学部から一層の理解と

協力を得つつ、学部との連携強化を図る。 

  

（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 

【理念・目的】 

 一定の意義を認め、互換・認定を行っている。 

【実態】【長所】 

  試験等により60点以上（「可」以上）を取得した者に単位を与えることになっている。他研

究科聴講による単位互換のほか、他大学大学院での取得単位、科目等履修生としての取得単位、

留学による取得単位についても、書類精査のうえ認定を行っており、一定条件のもとで、２科

目８単位を限度として本研究科の修了に必要な単位に充当することができる。専攻によっては、

海外の大学とテレビ会議システムを使った共同ゼミを開いている。 

【問題点】 

 遠隔教育には、時差がある（韓国を除く）こと、教員同士の打ち合わせが要ること、海外の

大学の大学暦の制約を受けること、設備がまだまだ不十分であること、などの問題がある。 

【改善の方法】 

 今後とも遠隔教育センターと連携していくべきであると考える。 

 

（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 

（生涯学習への対応） 
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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 

【理念・目的】 

 本研究科の生涯教育は、現職教員たる大学院生を教育するという特別の意味を帯びた大きな

責務である。留学生に対する支援については、教育課程編成上の特段の配慮はしていない。 

【実態】【長所】【問題点】 

 現職教員である大学院生に対しては、大学院設置基準第 14 条特例に対応できる態勢をとっ

ている。現職教員の場合、研究上の時間的制約が大きいのが大きな悩みである。 

外国人留学生に対する指導上の配慮は個々の指導担当教員が実情に合わせて行っている。 

【改善の方法】 

 研究に割ける時間の問題は、主として個々の学生の実情の問題であり、研究科としての対応

は難しい。指導教員によるメールなどによる助言にも、大学院の研究の性質上限界がある。む

しろ、今後とも、開講時間の設定などの面で工夫をしていくことが第一と思われる。 

 

（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 

ⅡＡ群 学生に対する履修指導の適切性 

ⅡＢ群 指導教員による個別的な研究指導の充実度 

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 

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 

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  

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 

【理念・目的】 

 修士課程、博士後期課程において、研究方法を指導し論文の執筆を支援すべく、研究指導を

設けている。一年制修士課程においては、修士論文に代わる特別課題研究が修了要件となって

おり、同      研究にかかわる指導を行っている。 

【実態】【長所】【問題点】 

  教員は、学部での授業も含めて担当時間数が多く、特に研究指導担当教員の間では、週 20

時間前後の担当が珍しくない。授業時間数軽減が課題である。 

【改善の方法】 

 教員の負担軽減のためには、学部と大学院との両方をにらんだ形で教員の授業担当の調整を

行う必要がある。今後とも学部と緊密に連絡を取り、対応していきたいと考えている。 

 

（２）教育方法等 

①履修方法、履修基準  

＜修士課程＞ 
  自己の専攻する専門分野から１つ研究指導を選定し、その担当教員に論文作成、研究一般に

ついての指導を受ける。同時に修了に必要な科目、所定の単位を修める。 

 前述のとおり、他研究科や他専攻の設置科目についても一定の範囲内で修了に必要な単位と

して認定される。また、現職教員等の学生の履修方法には特例を定めている。１年次は在職校
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等における勤務を離れて学業に専念し、通常の形態による授業および研究指導を受け、２年次

は在職校等に復帰し、授業および研究指導を受けることができるようにしてある。 

＜博士後期課程＞ 

博士後期課程の修了要件は、通常３年以上在学し、他研究領域の演習科目について１科目（４

単位）を修得し、かつ所要の研究指導を受けたうえで、博士論文の審査および試験に合格する

ことである。修了者には「博士（教育学）」の学位が授与される。 

②教育方法の特例 
 本研究科は、修士課程においては現職教員等の再教育のために、博士後期課程において

は高度な教育専門職および高度な専門職業人の育成のために、大学院設置基準第14条に定

める教育方法の特例を活用し、広く教育界の要望および社会的な要請に応えている。 

③教育方法と授業の実践方 

＜修士課程＞ 

 二年制修士課程の場合は、研究指導担当教員の指導の下に修士論文を作成、科目を選択履修し、

２年以上在学する。現職教員等にあっては、少なくとも初年度１年間は在職校等を離れて修学に

専念するように指導している。また、２年次における在職のままの受講・研究の際にも一定時間

の研修が確保されるよう、時間割などに十分配慮を施すことにより、この期間に履修する単位を

８単位以内にとどめることを原則とし、４単位は、修士論文の作成指導を主とする「研究指導」

「演習」にあてる。一年制修士課程の場合は、研究指導担当教員の指導の下に特別課題研究論文

を作成、科目を選択履修し、１年以上在学する。在学する年度においては、在職校等を離れて修

学に専念するように指導している。 

＜博士後期課程＞ 

少なくとも週１回は定期的に通学させ、研究上の指導を３カ年にわたり受けさせる。複合履修

制（前述）の下での「演習」科目（４単位）については、研究指導教員による指導の下、科目を

選定し、原則として、博士後期課程入学年度に履修する。 

④講義要項・授業内容 

 研究科要項には、研究指導、演習、授業科目についての内容を掲載している。 

⑤時間割編成 

 社会人が在学しやすいよう、研究指導および演習は夕刻から夜間にかけて、あるいは土曜など

に組むよう配慮するのが開設当初の申し合わせであったが、徹底はしていない。 

⑥他研究科聴講 

  本研究科の他専攻および本学他研究科の設置科目の聴講は８単位を限度とする。他研究科学生

の本研究科設置科目の聴講も同様に８単位を限度とする。ただし、研究指導と対になっている演

習科目の聴講は認めない。また、日本語研究教育センター、メディアネットワークセンターの設

置科目およびオープン教育センターの全学共通科目は修了要件を満たす科目には含めない。 

⑦履修者数、クラス規模 
 全学共通科目や学校教育専攻選択必修科目、各専攻教科教育特論については、全専攻の

学生が選択履修する関係上10～25人程度の履修者がいる。一方、履修者がごく少数または

ゼロの科目もある。開きが大きいが、科目の整理は軽々にすべきでないと考えている。 
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⑧修了者数 

 修士課程の修了者数は次のとおりである。(学)は学校教育、(国)は国語教育、(英)は英

語教育、(社)は社会科教育、(数)は数学教育の各専攻を指す。以下、修士課程の説明の際に、

必要に応じてこの略号を使う。 

2000年度：(学)29人、(国)17人、(英)10人、(社)12人、(数)５人、計73人 

2001年度：(学)26人、(国)15人、(英)５人、 (社)９人、(数)６人、計61人 

2002年度：(学)25人、(国)21人、(英)14人、(社)12人、(数)６人、計78人 

2003年度：(学)22人、(国)20人、(英)13人、(社)12人、(数)５人、計72人 

2004年度：(学)23人、(国)17人、(英)９人、 (社)９人、(数)７人、計65人 

博士課程については、1999年度に課程博士学位を１人に授与（教育学研究科開設第１号の博

士学位授与）以来、通算授与数が増え、2004年度には課程博士学位を５人に、論文による博士

学位を２人に授与した。 

【改善の方法】 

社会人のために、授業をなるべく夜間や土曜に置くよう改めて申し合わせる必要がある。ま

た、学生が２年で修了する方向で指導していく必要がある。 

 

（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 

【理念・目的】 

 大学院では、各科目の履修者が少なく、学生の専門が多様なため、効果を正確に測定するこ

とは困難であり、また、形の上で測定したとしてもその結果の意味については疑問が残る。た

だし、なんらかの方法で効果を検証しようとする姿勢を堅持することは重要と考える。 

【実態】 

教員による成績評価（後述）が主たるものである。学生による測定については、授業評価が

ウェブ上でできる。ただし、科目によっては履修者数が少なく、回答の一般性を担保できない

ので、授業評価を行うかどうかは教員の任意と定めている。 

【改善の方法】 

 より有効な測定方法が浮上しない限り、当面は現状の方式を踏襲する所存である。 

 

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 

【理念・目的】 

 修了者の進路は重要な問題であり、研究科も個々の教員も大きな関心をもっている。 

【実態】【長所】【問題点】 

 修了者の申告による調査であるため、進路状況のすべてについては把握していない。申告のあ

った者について見ると、教職に就いた者、博士後期課程に進学した者などが多く、進学者が増え

ている。また、博士後期課程中途退学者の中には、本学非常勤講師、他大学助手、高等学校教諭

などに就職している者がおり、在学者の一部にも他大学非常勤講師として勤務している者がいる。 
【改善の方法】 
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 公募による採用が増えている昨今、公募に強い候補者を育てるためには、学生の論文発表、教

歴の獲得、学位取得などに対する支援を充実させることが鍵となる。 

 

（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 

【理念・目的】 

 教育効果測定の方法として、妥当性の高い成績評価は重要であると考える。 

【実態】【長所】 

「優」「良」「可」「不可」で評価する。試験等による成績が 80 点以上の場合は「優」、79～

70点は「良」、69～60点は「可」、59点以下は「不可」と表示することになっている。 

【問題点】 

昨今、国際交流の拡大に伴い、本研究科の学生の成績が海外の教育機関に提出されることも増

えてきたが、成績が海外で正しくとらえられているかの検証は行われていない。 
【改善の方法】 

 海外の大学における成績の基準について、情報を集める必要があろう。 

 
（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 

ⅡＡ群 シラバスの適切性 

ⅡＢ群 学生による授業評価の導入状況 

ⅡＣ群 学生満足度調査の導入状況 

ⅡＣ群 卒業生に対し、在学時の教育内容・方法を評価させる仕組みの導入状況  

ⅡＣ群 高等教育機関、研究所、企業等の雇用主による卒業生評価の導入状況 

【理念・目的】 

 学生は、指導内容のみならず指導方法についても積極的に要望等を寄せる傾向を見せている。

教育・研究の指導方法を検討し続けることは重要であると考える。 

【実態】【長所】【問題点】 

 いわゆる FD は、現在のところ行っていない。大学院の場合、教員と学生との関係が一律で

ないため、組織的、画一的な取り組みがなじむものか不明である。教員は、シラバスを公開し、

学生の履修の便宜を図っている。学生による授業評価については、前出「教育効果の測定」の

項で論じた。 

【改善の方法】 

 シラバスの表現をよりわかりやすいものにし、学生の履修上の判断を助けることに努めたい。 

 

（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 

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  

【理念・目的】 

 多くの分野において、学術の国際化が進んでいる。そのような分野では、大学院生が教育研
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究の交流を行うことの重要性は言を俟たない。 

【実態】【長所】 

 海外からの国費留学生、訪問学者、研究員等を積極的に受け入れている。研究指導によって

は、学生を国際学会に参加させることが慣習化しているが、その重要性は分野によるので、研

究科として組織的に学生の国際交流を支援する態勢はとっていない。 

【問題点】 

訪問者の研究室や宿泊の設備が不足している。一般に、本学の教員が訪問者として海外で受

けるレベルの待遇を、本学が海外の訪問者に提供できているとは言いがたい。 

【改善の方法】 

 研究室、宿泊設備の改善が望まれる。 

 

（４）学位授与・課程修了の認定 

（学位授与） 

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 

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  

ⅡＣ群 修士論文に代替できる課題研究に対する学位認定の水準の適切性  

ⅡＣ群 学位論文審査における、当該大学(院)関係者以外の研究者の関与の状況 

ⅡＣ群 留学生に学位を授与するにあたり、日本語指導等講じられている配慮措置の適切性  

【理念・目的】 

 学位授与とそれに至る指導は、研究科の最重要の使命である。殊に、就職指導の項で述べる

とおり、就職が公募によるものとなっている今日、学位はこれまでに増して重要である。 

【実態】【長所】 

 学位の授与数については、「教育方法等」の項で既述した。 

【問題点】 

 課程修了者のうち課程博士取得に至る者の数が、理想に程遠い。学位の名称について、「教

育学」と「学術」に限定することに一部の教員から疑問の声が上がっており、一部の研究指導

分野の学位については具体的に学内で検討を進めている。 

【改善の方法】 

 学位取得を促すように教育を徹底させる必要がある。学位の名称の変更については、研究科の理

念にもかかわることなので、慎重な議論が必要である。 

 

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    

【理念・目的】 

 課程を成功裏に修了する可能性の高い優秀な学生を獲得することが目的であるが、同時に、

選抜の公正さや充足率を確保する必要がある。本研究科の場合、現職教員の再教育も柱のひと

つとしているので、この目的に合致した選抜も行ってきた。 

【実態】【長所】 

  修士課程の入学試験には、一般入学試験と社会人のための特別選考制度による入学試験、数
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学教育専攻を対象とする学内推薦入学試験（後述）、科目等履修生入学試験がある。また博士

後期課程の入学試験には、一般入学試験、専門職業人入学試験、国費外国人留学生入学試験が

ある。旧年度の入学試験要項の配布、ホームページやポスターによる広報などにより募集案内

を行っている。2004年度の入学試験の志願者数、合格者数、入学手続き者数は次のとおりであ

る。 

＜修士課程＞ 

①特別専攻入試 

志 願 者：(学)６人、(国)５人、(英)８人、(社)１人、(数)０人、計20人 

合 格 者：(学)６人、(国)４人、(英)６人、(社)１人、(数)０人、計17人 

手続き者：(学)５人、(国)４人、(英)６人、(社)１人、(数)０人、計16人 

②一般入試 

志 願 者：(学)45人、(国)36人、(英)９人、(社)28人、(数)９人、計127人 

一次合格：(学)29人、(国)26人、(英)８人、(社)15人、(数)１人、計79人 

二次合格：(学)26人、(国)23人、(英)７人、(社)12人、(数)１人、計69人 

手続き者：(学)24人、(国)16人、(英)４人、(社)10人、(数)１人、計55人 

③外国学生入試 

志 願 者：(学)３人、(国)０人、(英)０人、(社)０人、(数)０人、計３人 

一次合格、二次合格、手続き者： 

(学)０人、(国)０人、(英)０人、(社)０人、(数)０人、計０人 

④推薦入試 

志 願 者：(学)８人、(英)１人、(数)８人、計17  

合 格 者：(学)８人、(英)１人、(数)８人、計17 

手続き者：(学)７人、(英)１人、(数)８人、計16 

入学者の合計：(学)36人、(国)20人、(英)11人、(社)11人、(数)９人、計87人 

 

＜博士後期課程＞ 

<教>は教育基礎学専攻、<国>は教科教育国語教育分野、<英>は同英語教育分野、<社>は同社会

科教育分野、<数>は同数学教育分野を指す。以下、博士後期課程の説明の際に、必要に応じてこ

の略号を使う。 

①専門職業人 

志 願 者：<学>２人、<国>１人、<英>０人、<社>１人、<数>０人、計４人 

一次合格：<学>２人、<国>０人、<英>０人、<社>０人、<数>０人、計２人 

二次合格：<学>１人、<国>０人、<英>０人、<社>０人、<数>０人、計１人 

手続き者：<学>１人、<国>０人、<英>０人、<社>０人、<数>０人、計１人 
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②一般入試＋国費留学生入試 

志 願 者：<学>15人、<国>13人、<英>８人、<社>３人、<数>２人、計41人 

一次合格：<学>11人、<国>10人、<英>４人、<社>１人、<数>１人、計27人 

二次合格：<学>11人、<国>８人、<英>３人、<社>１人、<数>１人、計24人 

手続き者：<学>11人、<国>８人、<英>３人、<社>１人、<数>１人、計24人 

入学者の合計：<学>12人、<国>８人、<英>３人、<社>１人、<数>１人、計25人 

 一般入学試験は、一次試験において専門科目（博士後期課程の入学試験では修士論文を含め

総合的に評価を行う）および外国語の試験を、二次試験において面接を行い、その合否は、入

学試験判定基準に従い、研究科委員会において判定している。 
【問題点】 

 外国語が入学後の研究にどれほど必要か、という点で専門分野間にばらつきがある。 

【改善の方法】 

 外国語のあり方について、引き続き議論する必要がある。 

 

（学内推薦制度）    

ⅡＢ群 成績優秀者等に対する学内推薦制度を採用している大学院研究科における、そうした

措置の適切性  

【理念・目的】 

 優秀な学生の獲得、充足率確保の観点から、学内推薦制度を発足させた。 

【実態】【長所】【問題点】 

 修士課程学校教育専攻、英語教育専攻、数学教育専攻において学内推薦入学試験を行ってい

る。推薦制度により、進学希望の学生が早い段階で進路についての迷いを断ち切ったり不安を

解消したりすることができるようになった。半面、推薦制度により入学が決まった学生がいる

分だけ、一般入試の志願者が減る可能性があるとの指摘もある。 

【改善の方法】 

 数学教育専攻では対象学部に理工学部を含めているが、他の専攻も、推薦対象学部を教育に

限るべきか検討する価値がある。 

 

（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  

【理念・目的】 

 他大学・大学院の学生に対する門戸開放は当然のことである。本研究科では入学選抜に際し

ては、学内推薦入学試験制度を除き、他の大学・大学院の学生を平等に扱っている。 

【実態】【長所】【問題点】 

 一般入学試験おける他大学出身者の受け入れ状況（「学外者数／学内者数」で示す）は次の

とおりである。 
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＜博士後期課程＞ 

2001年度：<教>０/12、その他２/15  2002年度：<教>５/６、その他０/16 

2003年度：<教>１/５、その他０/16  2004年度：<教>３/11、その他７/21 

＜修士課程＞ 

2001年度：(学)５/20、(国)８/25、(英)５/14、(社)４/12、(数)０/６ 

2002年度：(学)12/30、(国)12/25、(英)８/14、(社)３/８、(数)１/５ 

2003年度：(学)７/26、(国)５/23、(英)１/10、(社)５/12、(数)１/７ 

2004年度：(学)13/37、(国)６/19、(英)６/12、(社)１/11、(数)０/９ 

【改善の方法】 

 門戸開放については、本研究科の姿勢はすでに十分先進的であると確信している。 
 

（社会人の受け入れ）    

ⅡＢ群 社会人学生の受け入れ状況  

【理念・目的】 

教育学研究科は、教員養成、研究者養成、現職教員等の再研修（いわゆる14条特例適用者、

休業制度適用者を含む）、教育関連の専門職としての高度な職業人育成を掲げている。 

【実態】【長所】 

 特別選考制度（修士課程）においては、一次試験（小論文）と二次試験（面接）により合否

を判定している。専門職業人入学試験（博士後期課程）は、博士後期課程一般入学試験と同様

に行うが、受験科目に若干の相違がある。また、国費外国人留学生入学試験（博士後期課程）

は、外国語科目に替えて、志望する研究指導担当教員の指定する言語による小論文を課す。他

は一般入学試験と同様にして合否判定を行う。 

①特別選考制度（修士課程） 
 特別選考制度は、本研究科の目的でもある、現職の常勤教育専門職業人の再研修を容易にす

るために設けた。１年間のスクーリングを経て、２年目には職場に戻り、勤務をしながら修士

論文を作成する制度であり、履修方法についても特例を設けている。この制度による 2001～

2004年度の入学者数は次のとおりである。 

2001年度：(学)０人、(国)９人、(英)３人、(社)０人、(数)０人、計12人 

2002年度：(学)５人、(国)６人、(英)４人、(社)１人、(数)２人、計18人 

2003年度：(学)３人、(国)２人、(英)１人、(社)４人、(数)０人、計10人 

2004年度：(学)５人、(国)４人、(英)６人、(社)１人、(数)０人、計16人 

修業年限が２年に及ぶため、また、現職教員が教育委員会等からの承諾を得にくいため、入

学者確保が容易でない。これを受け、一年制修士課程を実現した。なお、特別選考によらずに

入学する社会人（教育専門職の常勤者）も少なくないが、特に数は把握していない。 

 

②専門職業人入学試験（博士後期課程） 
  教育の実践的指導者、あるいは専門的職業に携わる一般社会人が、教育の実践的理論研究を
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開発する力量の育成を目指すという本研究科の目的を達成するために設けている。2001～2004

年度の入学者数は次のとおりである。 

2001年度：<教>０人、その他２人  2002年度：<教>１人、その他１人 

2003年度：<教>１人、その他３人  2004年度：<教>１人、その他０人 

 

【問題点】  

研修の機会を与えられる現職教員が少ないことが悩みである。 

【改善の方法】 

現職教員を学生として送ってもらえるよう各教育委員会等に働きかけているところである。 

 

（科目等履修生、研究生等）    

ⅡＣ群 科目等履修生、研究生、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】 

 修士課程受験準備中の者、博士論文執筆中の者など、正規学生ではない形で研究科に在

籍し勉学、研究を行いたい者のために、科目等履修生、研究生の制度を設けている。 

 科目等履修生とは、従来、研修生と呼ばれていたものである。本研究科は学校教育専攻設置

科目を中心に科目等履修生としての入学希望者が多い。2001～2004年度の入学者数は次のとお

りである。一般の正規学生に比してかなり多い。かっこ内は外国学生の数を示す。 

2001年度：26人（０人） 2002年度：26人（１人） 

2003年度：26人（１人） 2004年度：29人（３人）  

併せて、2004年度の志願者数などを、博士後期課程の課程修了後に論文作成のために在籍す

る、「研究生」の数も含めて提示する。(一)は一般科目等履修生を、(委)は委託目等履修生を、

(研)は研究生を指す。 

志 願 者：(一)26人、(委)３人、(研)10人 

受 験 者：(一)25人、(委)３人、(研)０人 

合 格 者：(一)25人、(委)３人、(研)10人 

手続き者：(一)23人、(委)３人、(研)９人 

【改善の方法】 

 研究科として特段の問題を認識していない。 

 

（外国人留学生の受け入れ）    

ⅡＣ群 外国人留学生の受け入れ状況 

ⅡＣ群 留学生の本国地での大学教育、大学院教育の内容・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】 

外国学生（国費留学生、交換留学生、私費留学生と各国政府による国費留学生など）の受け

入れも、研究者養成の一翼を担うものと考えている。外国学生の中には、帰国後その国の教育
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界に対して多大の貢献をする者が少なくない。外国学生の受け入れは、本研究科の教育者養成

の理念に適うものである。 

【実態】【長所】 

①留学生数 
  留学生は、修士課程においては学校教育専攻に、博士後期課程においては教育基礎学専攻に

在籍する傾向にあったが、2004年度を見ると、修士課程では、学校教育専攻に１人、英語教育

専攻に１人、社会科教育専攻に2人が在籍し、博士後期課程では、教科教育学専攻に２人（と

もに国費留学生、韓国）が在籍した。 

②留学生支援態勢 

 研究科、研究指導担当教員、国際教育センター、日本語研究教育センターで対応している。 

③単位認定方法 

  一般の日本人学生と同様に行っている。 

④学生の海外留学・受け入れの実態 

 海外に留学した学生が在籍しているが、少数であり、統計は取っていない。 

⑤国費留学生 
博士後期課程において外国学生の受け入れを容易にすることを考慮した入学試験制度であ

る。現在は文部科学省による国費留学生のみを対象としているが、将来的には一般の外国学生

正の受け入れについての検討も必要である。2002～2004 年度の在籍数は次のとおりである。

(博)は博士後期課程留学生を、(科)は科目等履修生を指す。 

2002年度：(博)３人、(科)０人 

2003年度：(博)４人、(科)０人 

2004年度：(博)３人、(科)１人 

⑥一般留学生 
2001～2004年度の一般留学生の在籍数は次のとおりである。(修)は修士課程留学生を、(博)

は博士後期課程留学生を、(科)は科目等履修生を指す。 

2001年度：(修)５人、(博)13人、(科)４人 

2002年度：(修)４人、(博)16人、(科)５人 

2003年度：(修)２人、(博)15人、(科)６人 

2004年度：(修)４人、(博)15人、(科)６人 

【問題点】 

 学校教育、教育基礎学以外の専攻に在学する外国学生は、教科教育にかかわる内容の科目を

必修として履修しなくてはならない。外国学生が、このような科目の履修の義務に説得力を感

ずるかについては疑問である。 

【改善の方法】 

 上記の問題点をカリキュラム上で解決するには、他の学生の履修方法をも変えることになる

ため、妥当性に欠く。外国学生の志願者に対して、出願前に履修方法が徹底するよう、丁寧に

情報提供をすることが当面の対策となろう。 
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（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 

【理念・目的】 

 研究科の本旨、および私立大学の一部としての立場から、定員充足率の確保は重要である。 

【実態】【長所】【問題点】 

 修士課程での充足率は上昇気味であるが、100％ではない。博士後期課程においては100％を

超えており、逆に就職問題が浮上している。 

（データ）110 入学者数・充足率（入学者数／入学定員）1995-1999 

107 修士学位取得者数（修了者数）1995-1999  

【改善の方法】 

修士課程での充足率を高めることが先決である。中学・高校の現職教員への働きかけを行う

一方、夜間履修を可能にするなど、条件づくりを進め、現職と学業の両立が可能であることを

広報すべきである。また、教員養成系以外の大学の学生にも積極的に宣伝・勧誘を行うことが

必要である。 

 

 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 

ⅡＣ群 任期制等を含む、教員の適切な流動化を促進させるための措置の導入状況 

【理念・目的】 

研究科の理念を理解する教員の確保を進めたい。 

【実態】【長所】 

2004年度の専攻別・資格別教員数は次のとおりである（修士課程の専攻および外国語担当教

員という枠組みで分類）。大多数の専任教員の所属は教育学部であるが、少数の他箇所の教員

の協力も得ている。 

教  授：(学)15人、(国)20人、(英)13人、(社)15人、(数)８人、(外国語)４人、 

計 75人 

特任教授：（学）３人、(国)１人、(英)０人、(社)２人、(数)１人、計７人 

助 教 授：(学)４人、(国)４人、(英)４人、(社)４人、(数)１人、計17人 

客員・非常勤講師 

：(学)９人、(国)５人、(英)５人、(社)６人、(数)１人、計26人 

合  計：(学)31人、(国)30人、(英)22人、(社)27人、(数)11人、(外国語)４人、 

計 125人 

また、2000 年４月現在の二年制・一年修士課程の研究指導担当教員 53 人の専攻別内訳は以

下のとおりである。二年制研究指導教員のほとんどが博士後期課程の研究指導も担当している。 

学校教育専攻・教育基礎学専攻          16人 

  国語教育専攻・教科教育学専攻（国語教育分野）   10人 
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    英語教育専攻・教科教育学専攻（英語教育分野）  ８人 

  社会科教育専攻・教科教育学専攻（社会科教育分野）12人 

    数学教育専攻・教科教育学専攻（数学教育分野）   ７人 

併せて分野別教員数を示すと、2004 年度における教育学研究科担当の研究指導担当教員(二

年制修士課程の研究指導により算出)は、次のとおりである。 

教育学 ６人、教育心理学 ４人、社会教育学５人 

    国語科教育学 ２人、日本語学 １人、国文学 ５人、中国古典文学 １人 

  英語科教育学 ３人、英語学 ２人、英米文学 ２人 

  社会科教育学 ２人、歴史学 ３人、地理学 ２人、政治学、経済学、社会学、 

メディア・コミュニケーション学 各１人 

  数学科教育学 ２人、解析学、代数学、報数学 各１人、幾何学およびトポロジー１人 

このほか、特論のみを担当する専任教員、非常勤講師がおり、研究指導担当教員の専門分野

ではカバーできない分野についてのフォローを行っている。 

【問題点】 

 教員がカバーする専門分野はまだ十分とは言えず、教員組織の増強が望まれる。多くの専攻

において、教科教育分野の指導を特任教授に頼っている。 

【改善の方法】 

 教科教育学を含め諸分野での研究指導担当教員の嘱任をさらに進めるべきであろう。 

 

（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    

ⅡＣ群 高度な技術を持つ研究支援職員を育成し、その技術を継承していくための方途の導入

状況  

ⅡＣ群 ティーチング・アシスタント、リサーチ・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】 

 助手と教務補助とがいる。前者はこれまで学部所属であったが組織改編により学術院所属と

なり、研究科もカバーする立場となった。 

【実態】【長所】 

 奨学金的意味合いも込めて、博士後期課程の学生に対して教務補助を依頼している。専攻の事

項のみならず研究科全体の事項を依頼する場合もある。総時間数が限られ、奨学金的役割は低い

が、研究科独自の助手がいないので教務補助は不可欠である。 
【問題点】 

 助手と研究科との新しい関係が始まったが、この関係を規定するルールがない。 

【改善の方法】 

 研究科との関係において助手をどう位置づけるか、議論を始める必要がある。 
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（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  

ⅡＣ群 「連携大学院」や併任教員を擁する国立大学院における教員の任用基準の明確化とそ

の運用の適切性 

【理念・目的】 

 「４ 教員組織」の最初に述べたとおりである。 

【実態】【長所】 

 学術院発足により専任教員人事権が学術院に移った。研究科は、専任教員の研究指導や授業

科目の担当の可否を審議する。研究科の授業を担当する非常勤講師の嘱任は研究科が行う。 

【問題点】 

研究科による新規嘱任の教員の研究指導担当可否の審議が、学術院による嘱任決定の後にな

るので、研究科の意向を公式に人事に反映させることに、時間的制約が出る。 

【改善の方法】 

 学術院の枠内での専任教員人事方式について、学部とも協議していきたい。 
 

（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  

ⅡＣ群 教員の研究活動の活性度合いを評価する方法の確立状況  

ⅡＣ群 教員の自己申告に基づく教育と研究に対する評価方法の導入状況  

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】 

 教員の教育・研究活動の把握は大学がしており、研究科独自では行っていない。 

【改善の方法】 

 研究科は、教員の学科目配当における審議の際に、候補者の業績等を検討している。評価の基準

をめぐって必ずしも教員間、専攻間で意見が一致していないので、この点の合意が課題である。 

 

 （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 

【理念・目的】 

教育総合研究所で、大学院生を巻き込んだ共同研究体制の拡充が望まれる。 

【実態】【長所】【問題点】 

  文学研究科が他研究科聴講の形で本研究科生と交流しているほか、学内・学外の関連する学会、

研究会における交流も見られる。 
【改善の方法】 

 教育関連の高度な専門職育成は、文部科学・厚生労働・法務など各分野に広がっている。特

に関連が深いと思われるのは学校教育専攻であるが、この専攻の現カリキュラムがカバーする

範囲には限界がある。教育総合研究所との連携による教育体制の確立が望まれる。 

 

５ 研究活動と研究環境     
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（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 

【理念・目的】 

 修士課程においては「教育関連諸科学との総合による教育の理念と実践の研究」という目標を、

博士後期課程においては、上記目標の上に立脚した「教育の実践的理論の研究に新たな展望を拓

くことのできる学術専門研究者、教育専門職の指導者、および高度な専門職業人の育成に先導的

役割を果たす人材の育成」という目標を掲げている。 
【実態】【長所】 

研究成果は次のような形で公表している。 

①成果の公表、紀要の編集刊行 

 研究科紀要を年１回（３月）、紀要別冊を年２回（９月と６月）に刊行している。本冊執筆

者の範囲は主として専任教員、別冊のそれは在学生と修了者である。学生の投稿論文について

は、紀要刊行委員会において査読委員を指名し審査している。教員の研究成果については、研

究者データベースを参照されたい。教員の場合は、紀要が軽んじられる現代の傾向を反映して、

全国的な学会誌への投稿が主となっている。なお、研究科紀要（含別冊）の目次は研究科ホー

ムページにも掲載している。 

②学位論文内容の公表 
  修士論文についての題目は『早稲田大学大学院教育学研究科 10 年史』に掲載されている。

今後、紀要等への掲載を考える必要があろう。また、博士論文（課程博士、論文博士を問わず）

については、その概要を研究科紀要に掲載している。修士論文は教育学研究科院生読書室にお

いて、博士論文は早稲田大学図書館、国立国会図書館において閲覧できる。 

③教員の研究活動の公表 
研究科としては特段の措置は講じていない。大学全体として、ウェブ上の研究者データベー

スにより教員の研究活動を公表している。 

【問題点】 

研究結果を公表する教員は全員ではない。研究科に在学する学生は、「教育」を念頭に置いて

研究目標・内容をもつことが本来であるが、学生側の認識は必ずしも十分とは言えない。 
【改善の方法】 

教員の研究結果の公表を促進する必要がある。学内の研究科によっては学術院に研究担当教

務主任を置いている箇所があるが、本研究科も教員の研究およびその公表を支援・促進する体

制を検討するべきであろう。研究科教員の研究レベルを広く対外的に示すためには、紀要につ

いての、学界をはじめとする社会的な評価を高めることが必要である。 

 

（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 
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ⅡＣ群 海外研究拠点の設置状況 

【理念・目的】 

諸外国における教育科学研究の成果の摂取・吸収、また諸外国への教育科学の研究成果の発

信のための方策も欠かすことができない大きな問題である。 

【実態】【長所】【問題点】 

2004年度に受け入れたのは、訪問学者３人、交換研究員２人、派遣研究員１人、外国人研究

員１人である。受け入れ人数は少ない。今後積極的に受け入れるべきである。 

 

（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 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

「大学院と他の教育研究組織・機関等との関係」の項で既述した。 

 

（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 

【理念・目的】 

 経常的な要素である個人研究費の額、教員研究室の広さ、研究時間の量などを確保すること

は、重要であり、これは研究科というより大学の責任というべきである。 

【実態】【長所】【問題点】 

 研究室の広さについては「施設・設備等」の項で述べる。 

教員養成や教育分野での研究者養成においては、各種のデータ収集、教育上の実験を行うた

めの学校が不可欠であるが、この面の整備が不十分である。 

【改善の方法】 

実験学校の問題については、当面は附属・系属の４校と連携した方法を、早急に検討し実現

することが課題である。その他の点については、「施設・設備等」の項で述べる。 

 

（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 

ⅡＣ群 学内的に確立されているデュアルサポートシステム（基般(経常)的研究資金と競争的

研究資金で構成される研究費のシステム）の運用の適切性 

ⅡＣ群 流動研究部門、流動的研究施設の設置・運用の状況 

ⅡＣ群 いわゆる「大部門化」等、研究組織を弾力化するための措置の適切性 

【理念・目的】 

 競争的資金の導入の必要性は年々高まっている。これを促進することは重要である。 
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【実態】【長所】【問題点】 

①外部資金導入状況および科研費等研究申請・採択状況 

 教育・総合科学学術院を本属とする教員のデータを参照。 

②学術振興会特別研究員採択状況 
 博士後期課程を開設して間もないためか、申請・採択件数が少ない。採択数は、2001年度１

件、2002年度１件、2003年度３件、2004年度１件であった。 

【改善の方法】 

 科研費申請、学術振興会特別研究員申請を増やす必要がある。 

 
 ６ 施設・設備等     

（１）施設・設備    

（施設・設備等）    

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 

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 

【理念・目的】 

 大学院研究科の教育研究目的を実現するための施設・設備等が、整備されているべきである。 

【実態】【長所】【問題点】 

①概説 

教室の慢性的不足、研究室の狭さの問題は、大学院において特に劣悪である。後述のとおり、

専任教員の担当授業の半分以上を教員の研究室で行っているが、その研究室も広さは必ずしも

十分でない。ゼミ室の不足だけではなく、自習室、博士後期課程在学生用の研究室、学生ロビ

ーなども欠如もしくは大幅に不足している。大学院学生用の施設が貧弱であるため、学部学生

用を適宜流用しているのが現状である。例えば、大学院学生用コンピューターなども数が足り

ず、コンピュータ教室の長時間使用は困難であることもあって、学生の研究・調査に支障を来

すことが懸念される。 

②教室・院生指導室 

 教育学研究科の授業教室は、開設時より不足している。現在、修士課程授業科目の過半数が、

また博士後期課程における研究指導、研究演習の９割以上が、教員の研究室で行われている。

優先使用の認められている専用の指導演習室は、わずか２室である。このため一部科目につい

ては教育学部ゼミ室を使用しているが、１週間について、約150教室が不足している勘定にな

る。研究室も狭く、時には研究室外の廊下にはみ出した形で授業を行っている。 

③院生自習室 
  大学院学生自習室は整備が遅れている。設備等予算措置を講ずるよう要望を出してきたが、

もともと少なかった自習室の半分余の面積が、教育学部を中心とした遠隔授業用教室に転用さ

れてしまい、大学院学生自習室としての機能はますます低下してしまっている。ロッカーも学

生数に対して少なすぎて、学生の要望に応えることができない。 

④院生共同研究室 
 研究科の枠を超えた大学院学生の研究交流および学際研究を奨励するため、自主ゼミ、研究
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会の共同実施を促進する目的でつくられたものである。本研究科にも、教務課管理の西早稲田

キャンパス社会科学系研究科博士後期課程在学生用共同研室の使用が認められており、1998年

の開設以来、割り当て分については毎年消化している。しかし、全体の室数が少ないため割り

当て分も少なく、希望者全員の要望には応えにくい。なお、共同使用のコピー機、コンピュー

ターなども設置されている。 

⑤院生読書室 
 面積的に狭く座席数もほとんどなく、収容図書数も限界に近づいている。大学院生読書室の

あり方については抜本的検討を要する。  

⑥研究室 
 大学院学生用の共同研究室の設置が必要であろう。少なくとも博士後期課程在学生の個々に

対して机・椅子の配備が必要である。 

【改善の方法】 

 施設、スペースの問題は、本研究科だけで解決できる問題ではない。大学との交渉にかかっ

ている。研究科の具体的なニーズを挙げながら大学に働きかけていきたい。 

 

（先端的な設備・装置）    

ⅡＣ群 先端的な教育研究や基礎的研究への装備面の整備の適切性 

ⅡＣ群 先端的研究の用に供する機械・設備の整備・利用の際の、他の大学院、大学共同利用

機関、附置研究所等との連携関係の適切性 

【理念・目的】 

 専攻の専門分野により、先端的な機器やソフトが必要である。 

【実態】 

①心理学・地理学実習室 
14号館地理実習室は、コンピューターの作業室、ゼミ・講義の教室、地図・図書室として使

用するとともに、これら機器・図書類の管理の意味をもって大学院学生の研究室としても使用

している。自然地理としては物理実験や化学分析、測器作製などが可能な実験室が必要である。 

②機器 

 学問の深化・発展、学際化に対応していくためには、文系大学院学生を主たる使用対象者とし

た研究調査用コンピューターの配備と大学院学生用自習室の整備が必要である。 

③機材 

 大学院授業用の機材は、心理学、地理学等において特に必要であるが、各専攻からの要望を満

たすには程遠い。結局、学部学生用を利用してやりくりしている。一方、各専門分野ともコンピ

ューター化が必要であるが、十分な態勢がとれていない。 

④大学院学生の研究調査用パソコンの実態 
 共同利用の全学学生対象のコンピュータ教室では、インターネットの利用は非常に多いが、

各教室にインストールされているアプリケーションソフトの実態、あるいは利用のしやすさか

ら見ると、理系に偏りすぎて文系に即さない場合、ソフトそのものが全く準備されていない場

合などがあり、学生が個人的にノート型パソコンを購入し、研究室のコンピューターを互いに

譲り合っているのが実態である。 
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⑤ネットワークの設置状況 
 各室に情報コンセントが設置されているが、研究用コンピューターの設置数が少なすぎる。 

【改善の方法】 

 研究調査の全分野にコンピューターが使われるようになってきた現状からすれば、コンピュ

ータ教室ではなく大学院学生用の研究調査用にコンピューターを設置した自習室、共同研究室

の整備が急がれる。また、博士後期課程学生用の個人机・椅子の準備も早急に行う必要があろ

う。一方、教育のソフト面においては大学院学生との共同研究を通じての教育体制をつくり上

げることが、文系諸専攻における問題として挙げることができる。コンピューターの増設など、

具体的な目標について大学と交渉しなくてはならない。 

 

（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 

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 

（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。 

 

 ７ 社会貢献 

（社会への貢献） 

ⅡＢ群 研究成果の社会への還元状況 

ⅡＣ群 地方自治体等の政策形成への寄与の状況 

【理念・目的】 

 研究科またはその教員・学生が、その研究成果をもって社会に貢献することは、非常に望ま

しいことである。 

【実態】【長所】【問題点】 

教育学研究科は、教員養成、研究者養成、現職教員等の再研修（いわゆる14条特例適用者、

専修免許状取得のための大学院入学２カ年休業制度適用者を含む）、さらには教育関連の専門

職としての高度な職業人育成を掲げ、今日に至っている。 

 研究科は独自の施設をほとんど有していないので、専ら教員の知的資産などの開放に限定され

る。国などの審議会委員、大学施設を借用しての学会開催、学会における公開講演、社会教育施

設・生涯教育施設などでの講師としての教育活動、地域活動におけるリーダーとしての活動など

である。具体的な数字については、研究科としては把握していない。 

 常勤で教育専門職に就く人々の再研修の場としての授業カリキュラムを、研究科の教育活動と

して組み込んである。特別選考制度や専門職業人入学試験などがこれにあたる。 
【改善の方法】 

研究科の教員・学生の社会貢献の実態を把握する必要がある。 


