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  01）商学部 

 

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】 

 ｢商学」とは、「財貨、サービス、貨幣、情報、時間などの資源を効率的に配分し、かつその

円滑な流通を図り、広く人々に幸せをもたらすことを使命とする学問分野」である。早稲田大

学商学部（以下、「本学部」とする）は、商学を通じて世界的視野を養い、広く産業・経済社

会において活躍する有能な人材を育てることを教育目標としている。この目標を達成するため、

本学部は、創設以来100年以上の長きにわたり、専門科目にとどまらず、外国語科目および人

文、自然科学を含む一般教育科目にも十分配慮し、調和のとれたカリキュラムの編成に努める

とともに、適切な教育方法を常に模索してきた。 

 本学部は、1904年の大学部商科（本科）の開設に始まる、わが国最古の私立大学商学部であ

る。早稲田大学の理念としては「学の独立」が有名であるが、本学部の前身である商科の基本

理念としては、「実用大学」というものがある。これは、「理論・学理と経験的事実との相互作

用の中に学問の発展を図る」という理念であり、決して単なる実務的技能の伝授を意図するも

のではない。 

【実態】【長所】【問題点】 

この理念に関しては、商科開設８年を経過した 1912 年の時点において、以下のような点が

認識されている。まず第一点としては、商学という学問が広範多岐にわたっているために、知

識の詰め込み主義に陥りやすく理解力不足をもたらす恐れがあるということである。そこで、

必修科目と選択科目を区別することで、商学における基礎的な知識と学生個々人の興味・進路

に応じた知識に関する指針を与えたのである。第二点としては、当時の学生は、理論的学識に

関する知識欲が旺盛である反面、実社会で必要とされる実務の習得に対する意欲が低いという

問題が見られた。このような状況に対応して、２年生から３年生への進級に際して、学生に論

文を作成させることで、「実際問題に対する学理応用の能力」を養うとともに「実務上必要と

なる文章の練習を促す」ことにしたのである。第三点としては、外国語教育の重視である。具

体的には、英語を必修とし第二外国語を選択としたことと、第二外国語の中に、ドイツ語、フ

ランス語等と並んで「実際英語」という実用的な英語科目を設置し、選択履修できるようにし

たことである。最後に、クラス担任制を設け、教員と学生の人間的交流を深めることで、倫理

的な教育効果を高める試みが行われた。こうした問題意識および具体的な対応策は、現在の本

学部における教育研究をめぐる諸課題に対する解決策を検討する際の基本理念あるいは指針

となっているのである。 

なお、上記の第三の点に関して付言すると、現在、大学に限らず、あらゆる場面で強調され

る「国際化」においても、本学部には他の学部、大学に先駆けて実践してきた、誇りうる伝統

がある。例えば、学部開設当初から外国語教育を重視してきたが、特に戦後は、２カ国語を３

年間必修とするという、国内の商学部では唯一の特色あるシステムを採用して、卒業生が国際

的に活躍する基礎を授けてきたのである。同時に早くから外国からの留学生も、本学のどの学
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部よりも数多く受け入れてきたのである。 

今さら言うまでもなく、近年の国内外の政治、経済、社会の変化は著しいものがある。この

ような環境の中にあって、大学教育の現場においても、不断の改善・改良が求められる。本学

部では、１年半にわたる徹底した審議の結果、1995年度から新しいカリキュラムを導入し、併

せてセメスター制に切り替えたことは、そのような不断の努力の一端であった。これにより、

時代の変化に対応しうる幅広い教養を身につけ総合的判断力を培う基盤が整えられたと考え

る。 

 本学部は、1904年の開設以来、優れた人材を育み、世に送り出して、今や卒業生・校友総数

は10万を超えている。その活躍の舞台も、日本国内のみならず、広く世界各国に及んでいる。

本学部から巣立った卒業生・校友は、日本の産業・経済社会において指導的な立場にあるとと

もに、政治・文化の領域においても活躍している。また、学術的活動において本学部が果たし

てきた役割にも大きいものがある。具体的にいえば、商学部を卒業後、本学大学院商学研究科

に学んだ後、国・公・私立大学で専任教員として、教育・研究活動を担っている者の数は、早

稲田大学に勤務している者を除いても、300人を超えるほどである。 

 以上述べてきたような理念、教育目標を掲げ、長い伝統を誇る本学部であるが、こうした基

本理念自体は、時代の表層面がどのように変わろうとも、基本的には変わらないものであり、

また変えるべきではないであろう。大学教育において、「理論的学識・学問」あるいは「教養

主義的素養」の涵養を重視すべきか、「実務的・実践的知識・技能」の伝授を重視すべきか、

という命題に関しては長い論争の歴史があり、そうした議論は現在も続いており、おそらく将

来も続いていくであろう。実務的知識・技能の重要性は否定しないが、大学の本来的な使命あ

るいは存在理由を勘案すると、理論的学識の探求および涵養をないがしろにすることは考えら

れないことだけは確かであり、両者のバランスをいかに保つかが課題であろう。 

 これまで述べてきたような学部の基本理念および教育目標は、さまざまな媒体あるいは機会

をとらえて周知するように努めている。そのひとつは、学生に配布する「学部要項」の冒頭部

分に上記のような理念、教育目標および伝統に関する記述を記載することで、理念の周知徹底

を図っている。また、年に２回発行される学生向けの学部内広報誌である『商学部報』（旧名

称『甍』）の雑誌記事の記述においても、こうした学部理念、教育目標を踏まえた記述がなさ

れている。さらにいえば、カリキュラム体系、履修方法等の教育課程自体がこうした理念、教

育目標に基づいていることを勘案すれば、こうした教育課程自体に学部の理念が具現化してい

るといえよう。 

【改善の方法】 

そうした点では、学部の理念と教育目標は、一定程度学部内の学生および教職員に浸透して

いるといえよう。しかしながら、学生、教職員合わせて5,000人を超える大所帯である本学部

の場合、以上のような理念を完全に浸透させることは容易ではない。今後とも、教育課程の充

実を図るとともに、各種の学部内広報活動を積極的に実施することで、学部の基本理念をより

周知徹底する必要がある。 

 

３ 学士課程の教育内容・方法等 

（１）教育課程等 

（学部・学科等の教育課程） 
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ⅠＡ群 学部・学科等の教育課程と各学部・学科等の理念・目的並びに学校教育法第 52 条、

大学設置基準第19条との関連 

ⅠＡ群 学部・学科等の理念・目的や教育目標との対応関係における、学士課程としてのカリ

キュラムの体系性 

ⅠＡ群 教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 

ⅠＢ群 「専攻に係る専門の学芸」を教授するための専門教育的授業科目とその学部・学科等

の理念・目的、学問の体系性並びに学校教育法第52条との適合性 

ⅠＢ群 一般教養的授業科目の編成における「幅広く深い教養及び総合的な判断力を培い、豊

かな人間性を涵養」するための配慮の適切性 

ⅠＢ群 外国語科目の編成における学部・学科等の理念・目的の実現への配慮と「国際化等の

進展に適切に対応するため、外国語能力の育成」のための措置の適切性 

ⅠＢ群 教育課程の開設授業科目、卒業所要総単位に占める専門教育的授業科目・一般教養的

授業科目・外国語科目等の量的配分とその適切性、妥当性 

ⅠＢ群 基礎教育と教養教育の実施・運営のための責任体制の確立とその実践状況 

【理念・目的】 

 上記（理念・目的等）で述べた本学部の理念および教育目標は、学校教育法第52条（以下、

「法第 52 条」という）でいう「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深

く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする」と

いう条文と、表現こそ異なれ、ほぼ同等の内容を意味することは明らかである。そして、大学

設置基準第 19 条（以下、「基準第 19 条」という）１項でいう「教育上の目的を達成するため

に必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする」という点に関して、以

下のような基本方針に沿って教育課程の編成を行っている。 

【実態】【長所】【問題点】 

本学部のカリキュラムは、「専門基礎科目」「専門教育科目」「総合教育科目」および「外国

語科目」の４つの科目系列から成り立っており、各科目系列の概要は、以下のとおりである。 

まず、「専門基礎科目」は、本学部の学生が、各人が選択するコース（後述）の学習を体系的

に行うための基礎的な学力を修得することを目的に設置された学科目群である。具体的には、

「簿記原理」「基礎経済学」「基礎数学」の３科目があり、これらはいずれも入学年度における

必修科目であり「専門課程における基礎教育」に位置づけられる。これらの科目内容は、本学

部に設置されたどのような科目を履修する際にも基礎となる知識である。なお、「コンピュー

タ・リテラシー入門」「コンピュータによるビジネス統計入門」「ビジネス・プログラミング入

門」および「統計学」の４科目は専門基礎科目に位置づけられているが、これらは選択必修で

ある。 

 次に、「専門教育科目」であるが、この系列の科目は、本学部の学生が商学部の卒業生とし

てふさわしい専門知識を身につけることを目的として設置された学科目である。これらの科目

は、まさに基準第 19 条第２項でいう「専攻に係る専門の学芸」を教授するための科目系列で

ある。この専門教育科目は、「経営」「会計」「商業・貿易・金融」「経済・産業」および「総合・

学際」の５つのコースに分けられている（具体的な専門教育科目に関しては、表「商学部カリ

キュラムの概要」を参照されたい）。これら５つのコースは、２年生の秋学期に選択する専門

教育科目演習の属するコースが自動的に各自のコースとなる。専門教育科目演習を履修しない
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学生は、別に定める期日までに自己の選ぶコースを申告しなければならない。 

各コースの概要に関しては、下記の「表 本学部におけるコースの概要」を参照されたい。 

 

表 本学部におけるコースの概要 

コース名 コース概要 

経営コース 現実の経営を理解し、説明するための理論や分析用具をさまざまな視点
から提供する。具体的には、組織構造、組織行動、経営戦略、経営史、
企業倫理などについて学ぶ。 

会計コース 企業の経済活動を記録、計算し、経営活動の結果を外部に報告する分野
である財務会計と会計データを企業の経営管理に活用する分野である
管理会計を中心に学ぶ。 

商業・貿易・金
融コース 

ヒト、モノ、カネ、情報といった諸資源の流通と交換にかかわるプロセ
ス、機能、制度、手続きなどについて国内的および国際的観点から考察
する。 

経済・産業コー
ス 

経済全体を見渡しながら、成長、不況、貧困、貿易摩擦、資源・環境と
いった諸々の経済問題を検討し、改善の方法について学ぶ。 

総合・学際コー
ス 

絶えず分化している専門領域の内容を確認しつつ、それから構成される
商学の全体像を総合的視座から考察する。 

 

 専門教育科目において、コースを設置している背景には、科目の属する専門領域をコースと

いう名称で明示することにより、学生の体系的な学習、知識習得を導くという目的がある。ま

た、学科ではなくコースという緩やかな区分を採用することで、学生の自由な科目履修を確保

している面もある。 

また専門教育科目は、コースによって科目の体系を明示するだけでなく、履修可能な学年と

呼応して、Ⅰ群（１年生から履修できる科目）、Ⅱ群（２年生から履修できる科目）、Ⅲ群（３

年度生から履修できる科目）に分けることで、科目の履修順序（シークエンス）も明示するこ

とで、より体系的な学習・科目履修を促すようにしている。なお、Ｉ群の専門教育科目は、専

門基礎科目と並行して履修することができる。 

本学部では、経済界における現実の動向に関する情報を提供することで、学生の視野を広げ

るとともに知的な刺激を与えることを目的として、寄附講座を設置している。そのうち（財）

経済広報センター寄附講座は、1987 年度から、「教務部所管、幹事学部・商学部」という形式

で実施されてきた科目が、1994年度から本学部設置の科目として開講されるようになった。現

在、ほかの学部、大学でも実務家を招いての寄附講座は拡充の方向にあるが、本学部の場合、

すでに 20 年近く前から、こうした形式・内容での専門科目を設置してきたのである。ちなみ

に、2005 年度は、この寄附講座以外に、（社）日本通信販売協会寄附講座および（社）日本物

流団体連合会寄附講座の２科目が設置されている。 

 専門教育科目に属する科目には、講義形式が主な科目のほかに、３年生から履修可能な

専門教育科目演習（セミナー）が設置されている。ここでは、単に教員から学生に対して

一方向的に知識の教授が行われるのではなく、学生同士あるいは学生たちと教員との間で

の討議、学生自らが問題設定しての論文作成などが行われている。この過程において、学

生達は、「知識として覚える」だけの学習ではなく、法第52条でいう「知的、－中略― 応

用的能力を展開させること」を習得するのである。また、セミナー形式による比較的少人

数による学生同士および教員との交流を通じて、法第52条でいう「道徳的な能力」および
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基準第19条第２項でいう「豊かな人間性を涵養」する機会を得ることになる。 
 他方、法第 52 条でいう「知的、道徳的及び応用的能力を展開させる」という目的ならびに

基準第 19 条２項でいう「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

るよう適切に配慮しなければならない」という趣旨に沿い、「総合教育科目」を設置している。

これは言うまでもなく、本学部の学生が、専門知識だけでなく、バランスのとれた学識を身に

つけることを目的とした科目系列である。この科目系列に関しても、単に科目群を配置して学

生に履修させるのではなく、「思想と芸術」「人間と環境」「社会と歴史」および「科学と技術」

という４つの分野に分類するとともに、「総論的・基礎的科目」と「各論的・応用的科目」を

明示することで、学生の履修科目選択に関する一助としている。総合教育科目は１年生から履

修可能である。 

また、各種のテーマを学生の自主的な研究と討論で深めるために行うゼミ形式の科目である

「総合教育科目演習」を設置している。これらの演習では、概ね 20 人以下の人数で、輪読形

式、討論、学外実習等、少人数の特徴を生かした教育がなされている。また、専門教育科目演

習と同様に、セミナー形式による比較的少人数による学生同士および教員との交流を通じて、

「道徳的な能力」および「豊かな人間性を涵養」する機会を学生に提供している。この総合教

育科目演習は１年生から履修可能であるが、大学入学直後で、精神的にまだ未成熟な学生にと

っては、メンタル面での支えになっているという側面もある。 

以上のように、本学部の教育課程は、「専門の学芸」と「幅広く深い教養及び総合的な判断

力」のバランスを図りながら、学部の理念、教育目標を実現しつつ法第 52 条および基準第 19

条の趣旨に沿う形で体系的なカリキュラム編成がなされている。ここで「倫理性」について付

言すると、（理念・目的等）の項でも述べた「クラス担任制度」および学部学生委員会での活

動を通じて、学生の日常生活における動向にも注意を払うことで、日常生活におけるモラル面

にも配慮している。学部学生委員会では、成績不振者に対して、毎年度初頭に面接を行ってい

る。こうした活動を実施する背景には、成績不振に陥る学生の中には、学業以外の非倫理的な

活動に関与している可能性があるため、こうした活動を事前にとらえ、是正策を講じるという

意図がある。 

また、総合教育科目演習および専門教育科目演習では、比較的少人数で、教員と学生および

学生同士の交流が保たれるが、こうした人間関係において、非社会的な行為は矯正され、倫理

的・社会的な態度、行為が醸成されるという面もある。 

 （理念・目的等）の項でも述べたとおり、本学部は、学部創設の早い段階から、「国際化」

を標榜し、その実現に努めてきた。そうした伝統を引き継ぎ、本学部の学生が国際化社会に対

応できる能力を高め、異文化への理解を深めることを目的に設置された科目系列が「外国語科

目」である。ここで特筆すべきは、学生は、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国

語、ロシア語、朝鮮語の７つの外国語の中から任意の外国語を２つ選択・履修できるというこ

とである。多くの大学、学部では、英語を必修外国語とし、その他の外国語を選択外国語とし

て選択させる履修体系になっているが、本学部では、必ずしも英語を必修としていない。こう

した制度を導入した背景には、英語圏からの帰国生に対する配慮、文化、言語の多様性に対す

る見識等の要因がある。 

なお、英語に関しては、統一試験（TOEFL-ITPおよびTOEIC IP）を実施している。既述した

ように、本学部では英語が必修外国語ではないが、実際には、99％近くの学生が英語を履修し
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ている。そして、事の是非はおくとして、英語が世界共通の言語になっている点は、否定しが

たい。こうした状況を反映して、英語力の標準化を目指して、TOEFL-ITPおよびTOEIC IPを利

用した統一試験が実施されている。 

  

表 商学部カリキュラムの概要 

系  列 修得すべき単位数 履修内容 

専門基礎科目 12単位 
基礎数学、簿記原理、基礎経済学の３科目(各４単

位)を必修とする。 

専門教育科目 60単位 

「経営」「会計」「商業・貿易・金融」「経済・産業」
のいずれかのコースに属する学生は、自己が所属
するコースから16単位以上（専門教育科目演習と
論文を除く）を履修するとともに、ほかの３コー
スからそれぞれ最低４単位以上を履修しなければ
ならない。  

総合教育科目 12単位 
商学部設置の総合教育科目および総合教育科目演
習から選択履修しなければならない。 

外国語科目 24単位 

英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国
語、ロシア語、朝鮮語の中から２つの外国語を選
択履修しなければならない。 
外国語Ⅲの履修については、選択した２つの外国
語の両方またはどちらかから８単位を選択履修し
なければならない。 

小 計 108単位  

 24単位 自由に選択履修できる 

合 計 132単位  

 

専門教育科目 

ｺｰｽ Ⅰ群 Ⅱ群  Ⅲ群  

経 営 
経営学 経営史 

企業論 

経営組織論 

経営数理 

組織行動論 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ﾘｻｰﾁ 

経営科学 

経営戦略 

人的資源管理 

経営情報システ

ム 

企業と社会 

ﾋﾞｼﾞﾈｽ・ｹﾞｰﾑ 

経営学特論A・B 

会 計 

会計学 上級簿記 

財務会計論 

管理会計論 

原価計算論 

会計監査論 

会計情報システム論 

税務会計論Ⅱ 

経営分析論 

業績管理会計論 

連結会計論 

財務管理論 

税務会計論Ⅰ 

会計学特論A・B 

貿 易 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論 

金融入門 

流通論 

広告論 

貿易論 

金融論 

証券論 

保険論 

 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ戦略論 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ論 

製品戦略論 

消費者行動論 

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ･ｻｲｴﾝｽ 

国際商務論 

貿易政策論 

貿易契約論 

多国籍企業論 

国際ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ論 

貿易慣習論 

国際通貨制度論 

国際金融論 

損害保険論 

海上保険論 

生命保険論 

ほか、全23科目 

済・ 産
ﾐｸﾛ経済学 

ﾏｸﾛ経済学 

 

経済史 

社会経済学 

日本経済論 

数理統計学 

交通論 

応用ﾏｸﾛ経済学 

計量経済学 

中小企業論 

経済学史 

労働経済論 

応用ﾐｸﾛ経済学 

経済政策 

経済地理 

日本経済史 

社会保障論 

経済統計 

産業組織論 

財政学 

西洋経済史 
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総
合
・
学
際 

 民法Ⅰ 

複雑性の社会学

ほか、全6科目

 

民法Ⅱ 

企業法Ⅲ 

産業心理学 

現代社会科学論 

企業法Ⅰ 

証券取引法 

情報ﾈｯﾄﾜｰｸ論 

環境ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ 

企業法Ⅱ 

労働法 

産業社会学 

ほか、全19科目 

 

 

総合教育科目 

総論的・基礎的科目 各論的・応用的科目  

４単位科目 ２単位科目 ４単位科目 ２単位科目 

思
想
と 

芸
術 

哲学の歴史 
比較宗教 

文学表現の基層 
倫理思想の歴史 
ほか、全４科目 

現代の哲学 
生きがいの探究 
民族と宗教 
ほか、全５科目 

環境と生命の倫理学 
ことばと論理A・B 
ほか、全４科目 

人
間
と 

環
境 

心理学 
社会心理学 

文化人類学 
社会人類学 
自然人類学 

青年の心理学 
健康心理学 

地理学 
映像文化論 
ほか、全４科目 

社
会
と 

歴
史 

社会学の視点 
社会科学の方法 
ほか、全４科目 

憲 法 
法 学 
政治システム論 
ほか、全５科目 

日本の文化と社会 
大衆社会と政治 

国際関係論 
政治行動論A・B 
現代社会とマスコミ 
ほか、全12科目 

科
学
と 

技
術 

解析入門 化学探究 
物理学探究 
生命科学 
ほか、全７科目 

経済数学 
 

科学・技術の発達史 
生命科学B 
情報の数理 
ほか、全７科目 

  

本学部のカリキュラムの概要は、表に示したとおりであり、正規入学者は、表に示した履修

区分に応じて、所定の単位を修得することが学士（商学）取得の要件になっている。表中に示

したとおり、卒業必要単位数は大きく分けて、専門基礎科目12単位、専門教育科目60単位、

総合教育科目12単位、外国語科目24単位およびその他自由に履修できる科目の単位が24単位

となっている。こうした履修区分の適切性に関していえば、132単位中の半分以上72単位の専

門科目履修を課しており、大学教育における「専攻に係る専門の学芸」を教授するという法第

52条の趣旨は満たされているといえる。 

 また、総合教育科目12単位の履修を義務づけており、これは、法第52条でいう「知的、道

徳的及び応用的能力を展開させる」という目的ならびに基準第 19 条２項でいう「幅広く深い

教養及び総合的な判断力を培い」という趣旨に沿っている。さらに、外国語科目 24 単位の履

修を課しているが、これは、日本の社会科学系学部の中では、単位数はもとより、卒業必要単

位数に占める割合からいっても大きな数値といえよう。これは、本学部の「国際化への対応」

という基本理念および教育目標を反映した単位配分ということができる。 

 専門基礎科目、専門教育科目、総合教育科目および外国語科目に応じた必要単位数とは別に、

24単位の自由履修単位数を認めている。自由な科目履修の余地を残すことで、学生個々人の興

味、進路に応じた科目選択を可能にするという趣旨から、このような自由履修単位を設定して

いる。 

 以上述べたとおり、本学部では、専門の学芸にかかわる科目履修、幅広い教養の修得にかか

わる科目履修および外国語科目履修のバランスを図ることで、「学識ある実業人養成」という

学部理念実現を図っている。 
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【改善の方法】 

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施状況に関していえ

ば、カリキュラム委員会を設置するとともに、各コースから複数名の委員を選出すること

で、教育課程全体の体系性、妥当性等について、常に検討が加えられている。このカリキ

ュラム委員会は、授業開講期間中ほぼ１カ月に１回の頻度で開催されており、継続的に教

育課程の現状と将来像に関して検討が加えられるとともに、具体的な対応策が講じられて

いる。 

 

（カリキュラムにおける高・大の接続） 

ⅠＡ群 学生が後期中等教育から高等教育へ円滑に移行するために必要な導入教育の実施状況 

【理念・目的】【実態】【長所】【改善の方法】 

 この点に関していえば、まず専門基礎科目３科目を入学年度の必修科目とすることで、本学

部における専門科目に関する基礎的な知識および思考法に慣れるように配慮している。これら

の科目では、クラス規模をあまり大きくしないとともに、担当教員間で使用教材を統一するだ

けでなく、授業の進捗状況を教員間で確認しつつ試験も統一問題で実施するなど、知識と理解

度の平準化を進めている。 

また、総合教育科目演習は、選択科目であるが、ここで、入学早々にセミナー形式での授業

を受けることができ、学生は、単に一方向的に講義を受講するのではなく、自ら問題設定を行

い、文献・資料等を検索したうえで、議論に臨む、あるいはレポートを作成するなどし、主体

的に学習する訓練を行うのである。さらに、現在、情報検索およびレポート・論文作成に情報

機器の使用は欠かせないが、本学部では、1999年度から大学全体に先駆け、学部独自で「コン

ピュータ・リテラシー入門」（旧科目名「コンピュータ入門」）を設置し、学生の情報機器操作

における基礎訓練を実施することで、学内の膨大な学術情報へのアクセスを可能にするように

している。以上のような科目設置と教育方法により、一定程度後期中等教育から高等教育への

円滑な移行を促進している。 

 

（履修科目の区分） 

ⅠＢ群 カリキュラム編成における、必修・選択の量的配分の適切性、妥当性 

【実態】【長所】 

 本学部では、卒業必要単位数 132 単位のうち、108 単位はその履修区分が決まっており、し

かもそれらは、本学部が設置した科目から履修することを課している。その意味では、学生が

自由に履修できる余地が少ないように見えるであろう。しかし、科目およびクラスまで指定さ

れる厳密な意味での必修科目は、専門基礎科目３科目の12単位と外国語の一部12単位、合計

24単位であり、それ以外の108単位の科目履修に関しては、科目の履修区分に制約があるだけ

で、実質的に選択科目である。 

 カリキュラム編成および履修要件における、このような必修・選択の配分に関しては、各大

学・学部の理念が大きく影響していると思われる。本学部が属する早稲田大学は、自主独立の

精神（学の独立）を建学の精神のひとつの柱に据えており、細かい事柄まで制度で規定するよ

りも、学生の自主性に委ねることを是とする発想が強い。そうした理念との関連でいえば、上

記のようなカリキュラム編成における必修・選択の量的配分は適切なものといえよう。 
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（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 

【実態】【長所】 

本学部の専門教育科目および総合教育科目は、原則として１週 90 分の授業を１回半期行う

場合には２単位、１週 90 分の授業を２回半期行う場合には４単位を認めている。なお、専門

教育科目演習と総合教育科目演習に関しては、１週 90 分の授業を１回通年行うことで４単位

を認めている。これらの科目は、講義形式とセミナー形式という相違はあるが、それ相当の予

習・復習を要するので、このような単位数が適当と考えられる。ただし、専門基礎科目に位置

づけられる「コンピュータ・リテラシー入門」は、履修形態としては、講義・セミナー形式の

科目というよりは実習科目に近いので、１週 90 分の授業を１回半期行うことで１単位を認め

ている。 

 

（単位互換、単位認定等） 

ⅠＢ群 国内外の大学等と単位互換を行っている大学にあっては、実施している単位互換方法 

の適切性 

ⅠＢ群 大学以外の教育施設等での学修や入学前の既修得単位を単位認定している大学・学部

等にあっては、実施している単位認定方法の適切性 

ⅠＢ群 卒業所要総単位中、自大学・学部・学科等による認定単位数の割合 

【実態】【長所】 

現在、早稲田大学では、大学間で締結された各種の協定により、国内外の大学等と単位互換

を実施している。そのひとつが、同志社大学（京都）との学生交流協定であり、本学に在籍し

ながら同志社大学の科目を履修できる国内留学制度を設けている。派遣期間は４月から翌年３

月までの１年間で、派遣年度の４月１日現在で２年生以上の全学部生が対象である。留学期間

中に同志社大学で修得した単位は、復学後、本人の希望により、30単位を上限として商学部の

卒業必要単位に算入される。 

これ以外の他大学提供科目には、f-Campus（５大学間交流）による学習院大学、学習院女子

大学、日本女子大学、立教大学提供科目と、武蔵野美術大学、東京女子医科大学、京都地域45

大学・短大、東京家政大学が提供する科目がある。２年度生以上の学部生が対象で、各大学の

１年間の登録制限単位数は以下のとおりである。 

 

大学名 
f-Campus 

(５大学間交流) 

武蔵野美術
大学 

東京女子医
科大学 

東京家政大
学 

京都地域45
大学 

・短期大学 
登録制限単
位数 12 ８ ２ ８ ４ 

 

また、交換留学その他の方法で海外留学した場合に修得した科目の単位についても、本人の

希望があり教務が適切と判断した場合には、30単位を上限として卒業必要単位に参入すること

ができる。海外留学中の単位認定に関しては、成績証明証だけでなく、テキスト、返却された
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レポート等も提出させたうえで単位認定を行っており、厳密な単位互換方法が採用されている

といえよう。国内の各大学との単位互換に関しては、大学間の信頼関係により細かいチェック

は行っていないが、上記のような登録単位数制限を課すことで、一定の歯止めをかけている。 

他学部または他大学等から商学部に３年編入学した場合、入学前に在籍した学部や大学で修

得した単位を商学部の卒業に必要な単位として認定することがある。これは、成績証明証をも

とに、個別に対応している。 

【問題点】【改善の方法】 

また、協定高校在学中に特別聴講学生として履修した早稲田大学の科目や、早稲田大学で実

施している入学前教育プログラムにより修得した単位についても、卒業に必要な単位として認

定することがある。ただし現実には、こうした形式で入学前に科目履修する学生は非常に少な

い。その背景には、入学試験に合格しなければならないので、時間的余裕がない、地理的に受

講が不可能等の理由が考えられる。 

本学部の学生は、海外留学と同志社大学への国内留学の場合を除いて、卒業所要総単位 132

単位中、自学部において 108 単位を修得することを課しており、その割合は、約 82％である。

この割合は、最近の「教育のオープン化」という潮流からすれば、高いようにも思われるが、

カリキュラム編成、教育内容および成績評価まで含めた教育における学部の責任ということを

考えた場合、適切なものといえよう。 

 

（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 

ⅠＢ群 兼任教員等の教育課程への関与の状況 

 

    通年 前期 後期 計 

  専任担当科目数（A）      111.0       92.0       81.0       284.0 

専門教育 兼任担当科目数（B）        6.0       38.0       34.0        78.0 

  
専兼比率 

（A／（A＋B）*100） 
      94.9       70.8       70.4        78.5 

  専任担当科目数（A）       17.0       88.0      102.0       207.0 

教養科目 兼任担当科目数（B）         -       283.0      279.0       562.0 

  
専兼比率 

（A／（A＋B）*100） 
     100.0       23.7       26.8        26.9 

 

【実態】【長所】 

 開設授業科目における、専任教員と兼任教員の比率は、上表のような状況になっている。こ

れを見てもわかるように、専門教育科目については、全開設科目のうちの約80％が本学部の専

任教員によって担われており、責任ある教育課程の運営がなされているといえる。 

【問題点】【改善の方法】 

 これに対して、教養科目に関しては、全科目のうちの30％弱しか専任教員が担当していない
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というのが現状である。本学部は、商学部でありながら、65科目もの総合教育科目（教養科目）

を学部独自に開設しているため、教養科目の専任教員担当比率が相対的に低い数値になってい

るといえよう。この点は、今後の科目数を含めたカリキュラム編成および教員採用計画と絡め

て検討すべき課題といえよう。 

 ただし、本学部・本学では、兼任教員委嘱にあたっては、原則として大学あるいは高等教育

機関において専任教員の資格を有する者という要件を課している。そうした点では、兼任教員

といえども、授業担当能力という面では全く問題ないといえる。また、後述するとおり、本学

部では、授業計画の明示、成績評価基準の明確化とその徹底等により、教育内容における質の

平準化を図っている。そうした点でも、総合教育科目（教養科目）における兼任教員の授業担

当比率が高いことが、特に問題になることはないような教育システムになっている。 

 

（生涯学習への対応） 

ⅠＢ群 生涯学習への対応とそのための措置の適切性、妥当性 

【実態】【長所】【問題点】 

 この点に関しては、３年編入・学士入学試験により、生涯学習への対応を図っている。これ

らの制度は、商学部をはじめとする社会科学系の学部以外の学部を卒業した人たちが、大学院

入学前に、学部レベルでの基礎学力をつけておこうというニーズに対応している。その際、入

学試験に年齢制限等は設けていないことから、生涯学習に対する窓口になっている。また、科

目等履修生も毎年度受け入れてきた実績がある。毎年 10 人弱の学生がこの制度の下で学習し

ており、生涯学習に対する受け皿になっている。 

  

（２）教育方法等 

（教育効果の測定） 

ⅠＢ群 教育上の効果を測定するための方法の適切性 

ⅠＢ群 教育効果や目標達成度及びそれらの測定方法に対する教員間の合意の確立状況 

ⅠＢ群 教育効果を測定するシステム全体の機能的有効性を検証する仕組みの導入状況 

ⅠＢ群 卒業生の進路状況 

（厳格な成績評価の仕組み） 

ⅠＡ群 履修科目登録の上限設定とその運用の適切性 

ⅠＡ群 成績評価法、成績評価基準の適切性 

ⅠＢ群 厳格な成績評価を行う仕組みの導入状況 

ⅠＢ群 各年次及び卒業時の学生の質を検証・確保するための方途の適切性 

ⅠＣ群 学生の学習意欲を刺激する仕組みの導入状況 

【実態】【長所】【問題点】 

 （教育効果の測定）および（厳格な成績評価の仕組み）は密接に関連しているので、両者を

関連づけながら、これらの点については記述していくこととする。 

 本学部では、2005年度から、卒業必要単位数132単位に対して、学年に関係なく１年間の登

録単位数の上限を40単位、学期20単位としている。ただし、編入学、転部、学士入学試験で

入学した者については、年間48単位、学期24単位としている。こうした登録単位数の上限を

設けることで、安易な科目登録を防ぐとともに、登録した科目についてはきちんと授業に出席
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し単位を修得することを学生に促す仕組みにしている。 

 成績の表示は、「（優）：100 ～ 90点」「優：89 ～ 80点」「良：79 ～ 70点」「可：69 ～ 60

点」「不可：59  ～ 0点」の５段階であり、（優）から可までが合格であり、不可は不合格であ

る。さらに、本学部では、「（優）＝３」「優＝２」「良＝１」「可＝０」「不可＝-１」とするグ

レードポイントをつけ、各科目のグレードポイントをもとに「SA」を算出している。SAは、各

科目のグレードポイントと単位数との積を登録科目（自由科目を除く）のすべてについて合計

し、全登録科目の単位数で割った値であり、「総合成績点」を示している。これは、欧米の大

学で算出されるGPAに相当する数値である。 

 本学部では、成績評価に関して一定の基準を明示し、科目担当教員に周知している。具体的

には、成績評価の分布基準として、「（優）：成績上位者 10％以内」「優：（優）に次ぐ成績上位

者20％以内」「良：優に次ぐ成績上位者50％程度」「可： 良に及ばぬが単位修得可能な者若干

名」という基準を明示している。ただし、この分布基準は受講者数が 30 人未満の授業科目に

は適用されない。 

この成績分布に関しては、時々この分布基準を逸脱する評価をする教員がいるが、全体とし

ては、この成績分布基準は科目担当教員によって順守されている。この基準に関して、教員か

ら疑問を呈せられることは皆無ではないが、概ね 30 人以上のクラス規模で試験その他の方法

で成績をつけた場合、ほぼ正規分布に近い点数分布になることは、統計学的あるいは経験的に

確認されるところである。仮に、そうした分布から大きく逸脱している場合、試験自体が安易

すぎるもしくは難易度が高すぎる、あるいは成績評価が甘すぎるもしくは厳格すぎる、という

原因のうちのいずれか、あるいはそれらの中の複合的な原因が存在すると考えられる。そうし

た点では、このような成績評価基準分布を明確に示し、その徹底を図ることで厳格な成績評価

を行うことは、教育の質を保つという効果があるといえよう。 

 

卒業予定
者

卒業者
（Ｂ）

卒業率(%)
Ｂ/Ａ*100

卒業予
定者

卒業者
（Ｂ）

卒業率(%)
Ｂ/Ａ*100

卒業予
定者

卒業者
（Ｂ）

卒業率(%)
Ｂ/Ａ*100

1,682 1,229 73.1 1,702 1,207 70.9 1,639 1,179 71.9

2004年度2003年度2002年度

 

 

 実際、上の表からもわかるように、４年生で卒業必要単位数を満たし卒業できる者の比率は、

過去３年間で見て75％を下回っている。こうした数値の背景には、希望する就職先に固執する

ために、あるいは資格試験受験のため、えて卒業しない者も含まれているが、上記のような厳

格な成績評価の影響ともいえよう。 
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表 2004年度卒業生進路先上位10 

企業名 
合計

（人）

東京三菱銀行 19

みずほフィナンシャルグループ 16

東京海上日動火災保険 11

損保ジャパン 10

大和證券 8

三井住友銀行 8

国家公務員Ⅱ種 8

ユーエフジェイ銀行 7

凸版印刷 6

三井住友海上火災保険 6

日立製作所 6

 

表 2004年度卒業生業種別進路状況 

業 種 人数（人）

建設業 8

製造業 156

新聞・出版・印刷業 31

卸・流通・小売業 71

政府系金融機関 11

銀行・証券・保険・その他金融業 194

不動産業 18

旅行・運輸業 28

通信・電気・ガス・水道業 33

教育関係 5

放送・広告業 35

各種サービス業 118

非営利団体 6

国家公務員 14

地方公務員 16

 

教育上の効果測定とは、卒業生がどのような進路に就くかということと、部分的には関連し

ている。卒業生の進路状況に関しては、上の表に示したとおりであり、日本を代表する企業に

多くの卒業生が就職している。この点では、「産業・経済社会において活躍する有能な人材の

育成」という学部理念に偽りはないといえよう。 

 いわゆる有名大企業への就職者数は、本学部のような実学志向の学部の教育効果を測定する

指標のひとつであることは間違いないが、経済構造の変化とともに、未上場のベンチャー企業

が経済活動全体に占める割合も徐々に上昇しており、特に IT 関連業界のような比較的若い産

業にあっては、その比率は高い。そうした点では、歴史のある上場大企業だけでなく、新興の

ベンチャー企業への就職も、教育効果を測る際には注目すべきであろう。 

また、表からもわかるとおり、本学部の卒業生は、銀行・証券・保険・その他金融業を筆頭

に、以下、製造業、各種サービス業、通信・電気・ガス・水道業等、幅広い業種で働いている。
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この点でも、日本社会のさまざまな分野に広く人材を育成し輩出しているということができる。 

【改善の方法】 

 （厳格な成績評価の仕組み）の中の、「Ｃ群・学生の学習意欲を刺激する仕組みの導入状況」

に関連していえば、本学部では基本的にセメスター制を採用している。本学部では、４月から

始まる学期を春学期、９月から始まる学期を秋学期と呼んでいる。セメスター制は、欧米をは

じめとする世界の大学において幅広く採用されている制度であることはよく知られており、日

本でも、導入する大学・学部が増えている。 

この制度のもつ特徴あるいは効果としては、数多くの科目を同時並行して学習する場合に比

べて、より少数の科目を集中的に学ぶ点が挙げられる。これは見方を変えれば、まさに「学生

の学習意欲を刺激する仕組み」ということができる。本学部では、国内ではかなり早い 1995

年度から、原則セメスター制に移行した。それ以来の経験からすると、セメスター制における

４単位科目の場合、90分の授業を週に２回行うということで、新たに科目をもった教員の授業

準備のための負担は重いものになる。しかし、学生側から見れば、１学期間で集中して授業を

受けることで、授業内容に対する興味が低下しないうちに、科目内容の全容を学習できるとい

う利点がある。そしてこの利点は、教員にも該当する面が多い。セメスター制は、１年間に２

回科目登録および成績結果発表を行う事務的な手間、新たな科目を担当した場合の授業準備の

教員負担等の問題点があるが、いま述べたような学生の学習意欲を高める教育効果はあるとい

える。 

 本学部の場合、専任教員担当科目はもとより、兼任教員担当科目でも、語学科目以外の講義

科目については、できる限り４単位のセメスター科目にしてもらうように要請している。この

点は、100％の兼任教員に理解と協力を得られているわけではないが、かなりの程度協力を得

ている。今後一層この方針の徹底を図っていきたい。 

 また、本学部の教員・学生で構成される「早稲田商學同攻会」が例年１月に募集する「学生

懸賞論文」も、学生の自主的な研究活動を奨励する役割を果たしている。早稲田商學同攻会は、 

1925年に本学部教員および学生によって組織された組織であり、その研究機関誌として『早稲

田商學』ならびに『文化論集』を刊行している。本会は、教員による研究成果公表のみならず、

学生による自主的な研究を奨励する目的で、本学部学生を対象とした懸賞論文を実施している。

従来は、あまり第一席を授与しなかったが、近年は第一席を授与し特に優れた論文は『早稲田

商學』に掲載している。また卒業式の日には、この懸賞論文入賞者の表彰を実施している。こ

の懸賞論文は、審査を担当する教員によっては、審査基準の高さに差があるなどの問題点はあ

るが、概ねうまく運営されており、今後とも、学生の勉学奨励の意味で継続的に実施すべき企

画である。 

 

（履修指導） 

ⅠＡ群 学生に対する履修指導の適切性 

ⅠＢ群 オフィスアワーの制度化の状況 

ⅠＢ群 留年者に対する教育上の配慮措置の適切性 

【実態】【長所】 

 履修に関するルールは、学内外の諸条件の変化を受けて複雑化する傾向が強かったが、2004

年度にその見直しを行い、2005年度からはかなり簡明な履修ルールになった。しかしそれでも、
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細かな履修ルールはあるため、毎年２回行われる科目登録期間中には、科目履修に関する相談

窓口を設け、適切な科目登録および履修ができるように指導している。 

 また、単に科目登録の指導だけでなく、成績不振者に関しては、例年年度末あるいは年度初

めに学生委員会による個別面接を行っている。この場合の成績不振者とは、前年度における修

得単位数が 13 単位に満たない者である。この面接は強制力をもつものではないため、必ずし

も成績不振者全員が面接を受けるわけではないが、この面接を通して就学上の問題を明らかに

し、学生個々人が抱える問題に対する善処策を講じるきっかけにもなっている。近年、メンタ

ル面での悩みを抱えているために、就学はおろか通学自体が困難になる学生が、各学年に数パ

ーセント在籍するのが現状であるが、こうした悩みを抱える学生にとっては、この面接がきっ

かけになって学内の総合健康管理センターに設置されているカウンセリングサービスを受け

る者もいる。成績不振は、学生本人の能力不足ということはまれで、メンタル面での悩みを抱

えていたり、学業以外の不正行為に関与していたりということが多い。そうした学生の抱える

問題をできる限り早い段階で察知し、学部としての対応策を講じるために、今後とも、成績不

振者への面接は実施していくつもりである。 

 本学部では、1995年度のセメスター制への移行以来、専任教員に関しては、オフィスアワー

を１週間に１時間程度設定することを依頼している（ただし、授業期間中のみ）。その時間と

場所は年度初めに配布される講義要項の巻末に記載されている。このような形式で、専任教員

に関しては、学生の個別相談に各教員が対応できる体制が敷かれている。なお、本学の「服務

等に関する規程」では、情報機器をめぐる環境が整備されてきたことを受けて、オフィスアワ

ーを設定しなくとも、メールアドレスを明示する、BBS を開設するなどの方法により、学生が

個別に相談可能な体制を整えれば、必ずしも物理的に研究室でオフィスアワーを設定する必要

はない、という規定になった。この点に対応し、本学部でも 2006 年度以降は、従来どおりの

方法でオフィスアワーを設定するかウェブ上で対応するかは、各教員の裁量に委ねられること

になる。ただし、いずれの方法をとるにせよ、授業時間以外に、学生が教員に対して質問・相

談できる体制はとる。 

【問題点】【改善の方法】 

 兼任教員、特に他大学の兼任教員の場合、従来からオフィスアワーの設定は困難であったた

め、教員本人の了承を得た場合には、住所その他の連絡先を講義要項に記載し、学生の個別相

談へ対応する体制を敷いてきた。しかし、個人情報保護の観点等から、今後はこの方法は採用

できないと考えており、兼任教員に関しては、可能な限りメールアドレスを明示する、BBS を

開設するなどのウェブ上で対応方法を依頼していく予定である。 

 

（教育改善への組織的な取り組み） 

ⅠＡ群 学生の学修の活性化と教員の教育指導方法の改善を促進するための措置とその有効性 

ⅠＡ群 シラバスの作成と活用状況 

ⅠＡ群 学生による授業評価の活用状況 

ⅠＢ群 ＦＤ活動に対する組織的取り組み状況の適切性 

【実態】【長所】 

（教育改善への組織的な取り組み）に関しては、シラバス作成、授業評価がまず挙げられる

であろう。本学部では、1995年度のカリキュラム改正以来、講義要項において単に授業の概要
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を示すだけでなく、授業計画に基づく毎回のテーマを記載するようにしている。また、教科書・

参考文献の明示、関連URLの紹介、成績評価の方法に関しても明記することを各教員に求めて

いる。これにより、学生は、科目履修に際してより細かい情報を得ることができ、学習の活性

化の一助となっている。 

 他方授業評価についても、1995年度のカリキュラム改正以来、本学部独自で行ってきた。従

来は、マークシート方式を基本として一部記述回答を含む形式での授業評価を実施してきた。

ただし、これは教員が任意に実施するもので、全科目実施とはなっていなかった。 

しかし、2004年度秋学期から、大学全体のウェブ環境が整備されたため、ウェブによる授業

評価を原則として全科目について実施するようにした。授業評価の対象とならない科目は、受

講生数が概ね20人を下回る授業科目である。 

【問題点】【改善の方法】 

 学生による授業評価に関しては、本学部は約10年の経験を積んだことになるが、その中で、

種々の問題が存在することも明らかになった。まず、授業評価を全科目について一律（強制的）

に実施するか、それとも各科目担当教員の自主性に委ねるかという問題がある。本学部は、従

来は教員の任意であったが、現在は原則として全科目実施している。この点は、現在は全科目

実施に傾く大学・学部が増加しつつあるようだが、学部の基本理念、教育目標との整合性もよ

く認識すべきであろう。また、評価は学生へのアンケート形式で実施されるが、アンケート内

容の適切さも問題である。この点については、本学部の経験等を踏まえて、現在本学で実施さ

れている授業評価の項目は概ね妥当といえる。 

 さらに、評価の方法にも課題がある。従来は、マークシートと記述回答用紙とを学生に配布

し、その後それらを回収してマーク部分は集計し、記述部分はそのまま教員に返却するという

方法をとっていた。それに対して現在は、ウェブ上で学生が受講科目について回答するという

方法がとられている。こうした方法をとった場合、平均的な回答率は、概ね受講生の13～16％

にとどまる。この数字の判断は難しいところであるが、決して高い数値とはいえないであろう。 

いま述べた、ウェブによる授業評価の回答率（の低さ）は、一考を要する事柄である。たし

かにウェブによる評価は費用と手間が省けるが、その簡便さが、逆に回答率の低さにつながっ

ている面があることは否めない。特に、ウェブによる評価を毎学期、原則全科目について実施

するという方法は、一種の「マンネリ感」を醸成する可能性がある。こうした側面は、従来の

マークシートによる方式でも垣間見えた点であるが、ウェブへの移行により、一層その危険性

が高まったといえる。 

科目担当教員に評価結果を通知し、今後の授業方法および内容を検討する際の参考に資する、

ということが、授業評価を実施する最も主要な目標であろう。こうした目標を実現するには、

多少手間と費用がかかっても、マークシート等の紙による評価方法も併用すべきであろう。ま

た、漫然と毎学期、全科目について実施するのではなく、学期ごとに評価対象とする科目系列

を決めて、集中的に実施するなど、メリハリをつけることも必要であろう。 

その他で FD 活動に対する組織的な取り組みとしては、特別研究期間制度が挙げられる。こ

れは、本学共通の制度であるが、原則として教員は 10 年に１回、授業を担当せずに研究およ

び教育の再検討に時間を使うことができる。大学という高等教育機関での教育では、学生は、

教科書、参考書を使用して既存の知識を習得するだけでなく、自らの問題意識に即して、定量

的あるいは定性的な方法を使用して、新しい知見を切り開くような知性を身につけることが期
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待される。これは、当然教員にも求められるものであり、単に教科書の解説だけではなく独自

の理論的貢献が求められる。これは、教育をないがしろにして研究に努力を傾注するというこ

とでなく、より高度な教育を行うために必要なことである。また、１年間あるいは半年間授業

を担当しない時間を利用して、ほかの教員の授業に参加するなどして、自分自身の授業を見つ

め直す時間にもなる。そうした意味でも、この特別研究期間制度は、FD活動に関する組織的取

り組みとして重要である。 

また FD に関連していえば、３つの専門基礎科目については、使用する教科書を統一するこ

とはもちろん、担当教員同士がクラスの進捗状況をお互いに確認しながら、内容のみならず理

解度の平準化も図っている。こうした教員間の相互作用により、教授方法、学生の理解度等に

関する情報交換をすることが可能になり、それが結果として教員の教授能力向上に寄与してい

る面がある。 

上記２点以外には、現時点では、学部が組織的に FD を促進する体制にはなっていない。企

業における教育・訓練が、Off-JT（仕事を離れての教育・訓練）により補完されるとはいいな

がら、基本的には OJT（仕事をしながらの教育・訓練）に依存していること等を勘案すると、

授業評価による情報のフィードバック、特別研究期間制度と教員間のインフォーマルな情報交

換とが、基本的には、有効な FD の具体策ではないかと思われる。ただし、Off-JT が、一種の

「気づき」を誘発することを勘案すると、教員間で授業方法に関する情報交換を行う場を公式

に設定することや、学外の研修への参加を誘発するなどの方法を採用することも、今後の検討

するに値する課題といえよう。 

 

（授業形態と授業方法の関係） 

ⅠＢ群 授業形態と授業方法の適切性、妥当性とその教育指導上の有効性 

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 

【実態】【長所】 

 授業形態と関連の深いクラス規模に関する資料として、『大学基礎データ』表 40「規模別講

義室・演習室使用状況一覧表」がある。本学部は、私立大学としての予算面での制約があるな

かで、日本の社会科学系学部としては、相対的に小さいクラス規模実現に努めてきた。実際、

本学部の授業の中核をなしてきた校舎は、本年度 2005 年度いっぱいで使用中止となり解体・

新築されるが、その校舎の主な教室はいずれも 100 人前後の規模であり、300 人超の大教室は

２つしかない。また、上記の表からもわかるように、商学部が大学全体で使用している教室数

で見ても、50 人以下のクラスが約 18％、100 人以下のクラスが全体の 55％となっている。反

対に、300 人を超えるクラスは全体の６％ほどにとどまっている。こうした数字から見れば、

日本の文系、特に社会科学系学部の中では、相対的に少人数教育を実現してきた事実が読み取

れる。ただし、このクラス規模は、欧米の大学に比べれば大きいことは紛れもない事実である。

この点は、学部はもちろん、大学全体で、専任教員数増大のための財務的措置を講じるととも

に、助教等の制度を導入することで、学生対教員比率を上げ、よりきめ細かい教育を実施する

ことが必要であろう。 

 授業形態は、講義科目の場合は教員による講義が基本であり、演習科目（セミナー）では、

文献の輪読、討論・議論および学生による発表と質疑応答が基本である。また外国語科目では、

教員の指名により学生が個別の問題に解答するという形式が基本であろう。これらが、各科目
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の基本的な授業形態であるが、必ずしもこれに限定されるわけではない。具体的な授業形態・

方法に関しては、科目の性質、担当教員の教育方針等が関連しており、どの方法が一概に優れ

ているとはいえないが、例えば、講義形式を基本とする科目でも、適宜学生に質問を投げかけ

学生から意見や知識を聞き出すことは可能であり、また授業時間中に担当教員立ち会いの下、

招聘講師による講義を実施することなども、多くの教員が実施していることである。また、グ

ループごとに課題に取り組ませ、その結果を報告させ、ゲスト審査員を招いて寸評を行うとい

った方法を採用している授業もある。いま挙げたのはごく一部の例であるが、このように、科

目内容の特性に合わせて、種々の工夫が施されているのが現状であり、今後も、各教員の創意

工夫が期待されるところである。 

 授業におけるマルチメディアの利用状況に関しては、学部として特に統計はとっていない。

また、科目内容、教員の教育方針等を考慮すると、必ずしもマルチメディアの利用が教育効果

を高めるとは考えられない科目もある。そうした意味では、伝統的な「チョーク・アンド・ト

ーク」形式が、授業方法の基本といえよう。実際、教室において、パワーポイントとプロジェ

クターを利用する授業形態を採用しても、適宜黒板への板書による説明を加えたほうが、学生

の反応は良いというのが、経験的事実である。 

 ただし、情報機器の進歩とウェブ環境の整備により、種々のマルチメディアの利用環境は、

かなり便利になっていることも事実である。それゆえに、教室で、プロジェクターを利用して

パワーポイントの画像を投射する、VTR あるいは DVD の録画映像を投影する、ウェブ上の画面

をそのままプロジェクターで投影するなどは、すべてではないが、多くの教室で利用可能にな

っており、そうした方法で、印刷・コピーされた紙媒体以外の媒体を利用して、情報と知識の

伝達が行われている。また、ホームページ上にパワ－ポイントその他で作成されたファイルを

アップしておき、学生が適宜それらをダウンロードできるようにしている教員も多い。 

 さらに、現在は実験的な段階であるが、大学全体の試みとして、「オンデマンド型授業」も

一部導入されている。これは、教員の講義の模様をスタジオで録画した映像とパワーポイント

等で作成された授業内容にかかわる資料をウェブ上にアップしておき、学生が随時ウェブ上で

この講義の録画映像と資料を視聴しながら、勉強できるというものである。こうしたオンデマ

ンド型の授業も、科目内容によっては、有効かつ効率的な教育方法であろう。 

【問題点】【改善の方法】 

 ただし、情報機器が進歩しウェブ環境も整備され、マルチメディアの利用環境はかなり便利

になったとはいえ、必ずしも全員の学生が個人で専用に利用できる PC を持ち、かつ自宅で大

容量の通信回線を利用できる環境にはなく、またそうした環境を整えることを強制できないこ

とも忘れてはならないであろう。もちろん、大学内の情報機器利用と通信環境は整っているが、

学生が個人で占有利用できるわけではない。そうした点を考慮すると、マルチメディアの利用

は促進すべきであるが、学生の情報関連機器所有・利用状況等にも配慮しながら、教育におけ

る利用の程度を考える必要があろう。 

 

（３年卒業の特例） 

ⅠＣ群 ４年未満で卒業を認めている大学・学部等における、そうした制度措置の運用の適切 

 性 

【理念・目的】【実態】 
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本学部では、優秀な成績で所定の卒業必要単位を修得し、かつ本人が希望する場合に限り、

在学年数３年半（第７セメスター終了時）での卒業を認める制度を2005年度から設けている。

第５セメスターまたは第６セメスター終了時に申請を受け付け、①第５セメスター終了時に申

請する場合には、卒業必要単位 96 単位以上を修得し、それまでの通算 SA が 2.30 以上である

こと、第６セメスター終了時に申請する場合には、卒業必要単位112単位以上を修得し、それ

までの通算SAが 2.30以上であること、という条件を課している。さらに、卒業の条件として

は、①第７セメスター終了時、卒業必要単位数 132 単位を修得済みであること、②通算 SA が

2.30以上であること、③論文を提出し論文審査および面接を受け、これらに合格すること、と

いう条件を満たすことを要求している。なお、これらの基準を満たす学生は、平均して各学年

の5％前後と予想される。 

この制度は、2005年度入学者から適用されるため、まだその制度上、運用上の問題点は判明

していないが、上記のような制度設計を行った背景には、安易に４年未満で卒業を認めること

は、学部教育課程自体の自己否定につながりかねないという発想から、極めて優秀な学業成績

で、かつ本人が希望する限りにおいて、本制度を適用することとした。現状では、2005年度か

ら開始した９月入学試験による入学者が、本制度の適用を希望する確率が高いが、それ以外に

は、海外の大学院への進学を希望する者も本制度の適用を希望する可能性がある。また現在、

本学部と系列の大学院商学研究科の間で構想が練られている「学部・修士一貫５年プログラム」

（仮称）適用者にも、本制度が適用可能と考えられる。 

ただし、いずれのケースでも、学部学生に占める割合は５％前後にとどまるため、学部教育

課程自体を短縮するということにはならず、あくまでも、学業成績優秀な者にひとつの選択肢

として提示しているにすぎない。 

 
（３）国内外における教育研究交流 

ⅠＢ群 国際化への対応と国際交流の推進に関する基本方針の適切性 

ⅠＢ群 国際レベルでの教育研究交流を緊密化させるための措置の適切性 

【実態】【長所】 

 本学部では、学生、教員共に、積極的に国際交流を図ることが期待されており、また制度面

でもそれを支援する体制が整えられている。また、そこでは、メリットベースあるいは本人の

自由意思・自己選択を尊重することを基本方針としており、全員強制あるいは順番制等は採用

していない。 

 学生の国際交流に関しては、①交換留学プログラム、②TSA（Thematic Studies Abroad）、

③ISA（Individualized Studies Abroad）、④ダブルディグリー・プログラム、⑤短期プログ

ラム、および⑥私費留学、という基本的には６つの方法によって学籍上の留学が可能である。

交換留学プログラムは、学内での選考過程を経て、大学間協定もしくは箇所（学部）間協定に

よる協定校へ学生を派遣するプログラムである。TSAは、「テーマに基づいた学習」を中心にカ

リキュラムを組み立てるプログラムで、派遣先大学で授業についていけるだけの語学力向上の

サポート体制を整えている。ISA は、派遣先大学での通常カリキュラムの中で、現地コーディ

ネーターと相談しながら科目を履修するとともに、語学力向上のための補習的プログラムを準

備しているのが特徴である。ダブルディグリー・プログラムは、中国北京大学、復旦大学へ留

学し、所定の要件を満たせば、先方の学位とともに本学での学位も取得できるプログラムであ
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る。短期プログラムは、本学留学センターが窓口となり、海外の協定校で行う短期研修プログ

ラムへの留学である。最後の私費留学は、上記の範疇に入らず、学生が海外の大学等高等教育

機関へ出願し入学を許可された場合を指す。 

 本学部の場合、学生に対して各種留学プログラムによる国際交流を積極的に奨励している。

実際、例年６月に学部生を対象として、留学に関する説明会を実施、学内の各種留学プログラ

ムを紹介し、それに向けた準備についても説明している。ただしその際に、本学部の場合、大

学等高等教育機関で学習する以外は留学扱いにしない方針である旨をよく説明している。また、

留学中に取得した単位は、30 単位を限度として卒業必要単位数に算入するが、その場合にも、

成績証明証、シラバス、ノート等の提出を求めることも説明している。こうした細かい対応を

するのは、安易な自称留学を容認しない考え方の表れである。 

【問題点】【改善の方法】 

本学部学生は、上述したように多様な経路で留学という形式で国際交流を行うことができる

が、本学部の場合、学内の選考過程を経るか出願先の大学等高等教育機関の入学基準を満たす

上記プログラムへの参加以外は、留学として認めていない。すなわち、大学附属ではない民間

語学機関における語学研修を行う場合は休学扱いにしており、留学とは認めていない。この点

に関しては、学部間で扱いが異なっているが、本学部では、大学等高等教育機関で学習する以

外は、留学扱いにしない方針をとっている。 

 こうした方針をとる背景には、近年国際化の進展に伴い、学生が海外で学ぶ機会は飛躍的に

増えているが、それに伴い、教育レベルの低い機関に所属するケースも増えており、こうした

安易な自称留学を容認することは、本学部の教育自体を否定することになりかねないという認

識がある。確かに、異文化圏で生活することは、視野を広め外国語に親しむという利点はある

が、それと大学教育における単位修得とは異なる次元の事柄である。現時点では、こうした基

本方針に関して変更を求める意見は学部内にはない。 

 他方、教員の国際交流については、「FD 活動に対する組織的取り組み状況の適切性」の箇所

で述べたとおり、学内の制度である特別研究期間制度により国際交流の機会がある。これ以外

には、①交換研究員・交換教員制度、②日本私学振興・共済事業団海外研修員、③海外出張、

④海外留学という国際交流の制度がある。交換研究員・交換教員制度は、学術交流協定に基づ

いて,研究のために専任教員を協定先大学へ派遣するものである。日本私学振興・共済事業団

海外研修員は、本学が日本私学振興・共済事業団に対して、海外研修派遣経費の補助申請を行

い、専任教員１人を１年間海外派遣する制度である。海外出張とは、専任教員および助手が海

外において、教育活動、学会その他の会議への出席、視察調査等に従事することをいい、その

渡航経費は個人研究費からの支出も可能である。海外留学とは、専任教員および助手が、その

専攻する分野についての教授または研究能力を向上させることを目的として海外の大学等高

等教育機関に滞在することを指す。 

 本学部では、「特別研究期間適用候補者選考細則」を定めるとともに「研究推進委員会」に

おいて当該制度の公平かつ適切な運用を図っている。また、特別研究期間適用者選考にあたっ

ては、本学部における勤続年数、海外での研究教育経験の有無等を考慮するが、年齢の若い者

に機会を与えようという暗黙の合意がある。また、上記に掲げた制度以外に、教員が個人的に

各種財団等の国際交流基金等に応募し採択された場合には、原則として認めるようにしている。

本学部の場合、教員の授業負担を優先させるために国際交流の機会を奪うことはないといえる。
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ただし、授業期間中における海外への学会出張に関しては、補講により休講分の授業を補填す

ることを教員に求めており、また、授業期間中に２～３週間に及ぶ調査出張は厳に慎むよう、

学部長以下の執行部が指導している。海外での研究ももちろん大切なことであるが、授業期間

中に海外出張すべき合理的な理由が見出せない場合もあり、また大学教員は、授業期間以外に

ある程度まとまった時間がとれることを勘案すると、授業期間中は、授業を優先することが大

原則であるといえよう。この点に関しては、一部教員の間には無理解、不満もあるようだが、 

歴代の本学部教務はこうした方針を貫いている。 

 なお、海外の大学からの教員・研究員の受け入れは、本学部と同じ学術院に属する大学院商

学研究科で行っており、本学部に受け入れることはない。 

  
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 

【実態】【長所】 

 本学部では、ここ数年、学部の理念に合致した学生を受け入れるために、入学試験制度の改

革・見直しを進めてきた。学生募集および入学者選抜の方法については、以下のとおりである。 

(１)一般入学試験 

 本学部では、毎年２月に「一般入学試験」を実施している。募集人員は460人である。試験

科目は、外国語、国語、地歴・公民または数学の３科目である。外国語については、①英語Ⅰ、

英語Ⅱ、リーディング・ライティング、②ドイツ語、③フランス語、④中国語、⑤韓国語の中

から１つを選択させている。英語以外の外国語は従来、ドイツ語およびフランス語であったが、

多様な受験機会の提供という観点から、中国語および韓国語を追加した。同時に②～⑤につい

ては、2003年度から大学入試センター試験を利用している。国語については、国語Ⅰ、国語Ⅱ

を課している。地歴・公民または数学については、①世界史B、②日本史B、③地理B、④政治・

経済、⑤数学Ⅰ、数学Ⅱ、数学 A(数と式・数列)、数学 B(ベクトル・複素数と複素数平面)の

うちから１つを選択させている。なお、地理Bについては、これを選択する受験者数の漸減が

続き、2007年度以降の廃止が決定している。 

 試験時間は、外国語が90分、国語が60分である。地歴・公民または数学は従来、60分であ

ったが、2001年度より、数学のみが60分から90分に延長された。これは、考える力を試すと

いう数学試験の目的を反映した措置である。また、配点は、外国語が80点、国語が60点、地

歴・公民または数学が 60 点である。このうち、英語以外の外国語については、大学入試セン

ター試験の外国語得点(200点)を商学部外国語得点(80点)に調整している。 

(２)大学入試センター試験利用入学試験 

 本学部では、①３教科型の学生のみならず、全教科型の学生を求める、②全国に多様な人材

を求める、③理系の知識を兼ね備えたビジネスパーソンを輩出するという観点から、2001年度

より、大学入試センター試験を利用した入学試験を実施している。募集人員は 80 人である。

第１次試験にセンター試験を利用し、外国語(英語、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語

から１科目選択)、国語(国語Ⅰ、国語Ⅱが必須)、地理歴史・公民(世界史B、日本史B、地理B、

現代社会、倫理、政治・経済から１科目選択)、数学(数学Ⅰと数学Aが必須、数学Ⅱ、数学B、
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工業数理、簿記、情報関係基礎から１科目選択)、理科(物理ⅠB、化学ⅠB、生物ⅠB、地学ⅠB

から１科目選択)の５教科６科目を課している。配点は、外国語が 200 点、国語が 200 点、地

理歴史・公民が100点、数学が200点、理科が100点の合計800点である。 

 第２次試験では、第１次試験に合格した受験生を対象に、小論文を課している。第２次試験

の試験時間は150分、配点は200点であり、第１次試験と第２次試験のそれぞれの得点を合計

して合否を判定している。なお、2007年度以降、大学入試センター試験の得点と小論文の得点

との間に強い相関が見られることに鑑みて、第２次試験(小論文)を廃止し、大学入試センター

試験の得点のみで合否判定を行うことが決定している。 

(３)推薦入学 

 一定の基準を満たし、本学部の指定を受けた全国の高等学校の学校長からの推薦をもとに、

毎年 11 月に入学試験を実施している。募集人員は 180 人である。試験には小論文と面接を課

している。なお、2005 年度は、全国の 261 校に推薦依頼をし(辞退率を考慮して、募集人員を

上回る推薦依頼を行っている)、被推薦者191人、受験者191人、合格者191人、手続き者(入

学者)191人であった。 

(４)附属校・系属校からの進学 

 現在、早稲田大学高等学院からの推薦入学者は 45 人、同本庄高等学院からの推薦入学者は

22 人である。また、早稲田実業学校からは 45 人、早稲田高校からは 15 人を受け入れている。

新たに 2005 年度から、早稲田渋谷シンガポール校から３人の推薦入学者（2005 年度の被推薦

者は２人)を受け入れている。 

(５)帰国生入学試験 

 海外で教育を受けた帰国生に対する入学試験は、2005 年度(2004 年９月実施)以降、学部独

自の試験から全学統一形式の試験へと移行し、試験科目には、外国語、国語、小論文または数

学を課している。ここ数年は10～20人前後が合格している。 

(６)３年編入学試験、学士・転部入学試験 

 学士入試については、2005 年度以降、９月に実施し、試験科目には、専門基礎科目(論文形

式、経営、会計、商業・貿易・金融、経済・産業の４分野から３分野を選択)および面接を課

している。なお、出願資格として、TOEFL、TOEIC等のスコアを添付することが義務づけられて

いる。応募者は 20～30 人前後であり、合格者はほぼ１人である。入学者は３年生に編入され

る。なお、この場合、最大で60単位までの単位認定を行うことにしている。 

(７)外国学生入学試験 

 外国学生に対しては、外国で 12 年の学校教育を修了し、その国で大学入学資格を有する者

を対象にした入試と、16年の学校教育を修了し、２年生または３年生への編入を希望する者を

対象にした入試がある。入学試験は、2005年度以降、学部独自の試験から全学統一形式の試験

に移行し、帰国生入試と同一日に実施している。また、試験科目も帰国生入試と同一であり、

外国語、国語、小論文または数学を課している。ただし、合否判定にあたり、外国語について

は、受験生から提出された TOEFL のスコアも考慮されている。毎年、ほぼ 10 人程度が本学部

に入学している。国籍別では、韓国および中国からの学生が多い。 

(８)外国学生入学試験(渡日前入学許可制度) 

 本学部では、全学的な動きに合わせて 2004 年度から、渡日前入学許可制度に基づき、外国

学生を受け入れている。日本留学試験、TOEFL のスコア、エッセイによって合否判定を行って
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いる。数人の応募があり、ほぼ１人が入学している。 

(９)９月一般入学試験 

 本学部では、1995 年度に導入したセメスター制の利点を生かして、2005 年度から日本の高

校既卒者(大検取得者を含む)を対象とした９月一般入学試験の導入を決定した。募集人員は 50
人である。この制度による入学者は、９月入学が可能であり、特に優秀な学生には３年半卒業

が認められる。試験科目には、外国語(英語)、国語、小論文または数学を課し、英語および小

論文は、帰国生入学試験と共通の問題を利用する。試験時間は、外国語が90分、国語が60分、

小論文および数学が 90 分である。配点は、外国語が 200 点、国語が 100 点、小論文または数

学が100点である。本学部は、学部創設期から国際性を重要な理念としてきたが、創設100年

を経て、その伝統を発展させ、高い英語力と国際性を兼ね備えた学生の入学が期待される。外

国語の試験に帰国生入試と共通の問題を利用するのは、このような理由に基づくものである。 

 

（入学者受け入れ方針等） 

ⅠＡ群 入学者受け入れ方針と大学・学部等の理念・目的・教育目標との関係 

ⅠＢ群 入学者受け入れ方針と入学者選抜方法、カリキュラムとの関係 

【理念・目的】 

 本学部の教育目標は、商学を通じてグローバルな視野をもち、経済社会において活躍する人

材を育成することにある。このため、社会科学にとどまらず、語学を含む人文・自然科学の分

野にも配慮したカリキュラムを編成するとともに、入試制度の改革にあたっても、このような

理念や教育目標を実現しうるものを検討してきた。 

【実態】【長所】 

 ここ数年、本学部では、いくつかの入試制度改革を行ってきた。その主たる特徴を挙げれば、

第一には、大学入試センター試験利用入学試験の導入である。これは、従来型の３教科型の学

生にとどまらず、大学入試センター試験を受験した全教科型の学生を全国に求めるという方針

に基づいたものである。理系の知識を有したビジネスパーソンは、企業が行う商品開発等の分

野で有利であり、このような人材を養成・輩出することが、本学部の優位性に直結すると考え

られる。また、３教科型で数学を受験して入学した理系受験の学生を対象に、１年生の専門基

礎科目「基礎数学」では数学受験クラスを編成し、文系受験の学生との差別化を図っている。

このように、理系受験の学生にまで入学の対象を広げることで、学部の理念に合致した多様な

人材を養成することを目指している。 

 第二には、高校既卒者を対象とした９月一般入学試験の導入である。社会がグローバル規模

で急速に変化し、若者のキャリアプランが多様化している 21 世紀には、受験システムの変革

が求められている。多くの受験生にとって２月から３月にかけて行われる受験ですべてが決ま

り、次のチャンスが１年後でないと提供されない日本の硬直化した受験システムの弊害は、か

ねて国内外で広く指摘されてきた。このような観点から、日本の高校既卒者(大検取得者を含

む)を対象とし、２月に行われる一般入試および大学入試センター利用入試から半年で再チャ

レンジする機会を提供するとともに、２月に本学部を受験する機会がなかった高校既卒者(大

検取得者を含む)にも広く受験機会を提供することを目指している。この制度で入学した学生

の中で特に優秀な者については、３年半卒業制度と組み合わせることで、４月入学の学生と同

時期の卒業を可能としている。本学部は、学部創設期から国際性を重要な理念としてきたが、
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９月入試の導入によって、高い英語力と国際性を兼ね備えた学生の入学を期待している。なお、

秋学期からの入学・科目履修に対応するカリキュラムの編成を行うことにしている。 

 

（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 

ⅠＣ群 入学者選抜とその結果の公正性・妥当性を確保するシステムの導入状況 

（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】 

 従来、本学部では、入試の実施(判定を含む)に関しては「入試委員会」、入試の制度に関し

ては「入試制度委員会」を設置して議論を行ってきた。これに対して 2005 年度からは、これ

ら委員会の統合を図り、「入試委員会」に一本化して実施および制度改革を同時に議論するこ

ととした。これは、入試の実施と制度改革が不可分の関係にあるという判断による。 

 選抜基準については、入試委員会において議論を行い、最終的には学部運営委員会において

決定している。また、選抜基準は、各科目について標準化を行い、科目間の難易度を調整した

うえで公正な判定が行える仕組みを導入している。 

 また、本学部では、出題委員会を組織し出題委員相互の内閲を行い、入試問題の妥当性を検

証している。さらに、試験終了後に、出典調査を行い、問題の検証を行っている。 

 

（入学者選抜における高・大の連携） 

ⅠＣ群 推薦入学における、高等学校との関係の適切性 

ⅠＣ群 入学者選抜における、高等学校の「調査表」の位置づけ 

ⅠＣ群 高校生に対して行う進路相談・指導、その他これに関わる情報伝達の適切性 

【実態】 

 推薦入学制度について、本学部では、入試委員会および学部運営委員会における基準の決定

に基づき、高等学校を指定したうえで推薦依頼を行っている。特に、基準の決定においては、

当該高校から本学部への一般入試による入学者数等が考慮されている。また、被推薦者には、

調査票中における学業成績(評定値)が一定の水準以上であることが求められている。 

 高等学校への進路説明については、従来、附属校と系属校からの求めに応じて、それらの高

校を訪問してきた。2000 年度からは、入学センターを通じて本学部専任教員が高校を訪問し、

大学では何を学ぶのかを中心に進路説明を行うとともに、専門科目およびその周辺領域につい

て模擬講義を実施している。 

 なお、推薦入学者には、入学までの間、課題図書を与え、レポートの作成を求めるなどの指

導を行っている。 

 

（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 

【実態】 

 本学部では、学部設置の特定の講義のみを聴講できる科目等履修生の制度を設けている。科
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目等履修生の入学試験は毎年３月に行われ、面接を課したうえで合否判定を行っている。 

 

（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 

【実態】 

 現在、本学部の学則定員は900人である。2005年度の内訳では、一般入試(２月)およびセン

ター試験利用入試540人、一般入試(９月)50人、指定校推薦180人、附属校・系属校からの推

薦 130 人、帰国生および外国学生それぞれ若干名となっている。これにより、一般入試は 590

人(定員に対して65.6％)、推薦入学310人(定員に対して34.4％)になる。実際には、1,089人

(９月入試分は除く)が入学し、その内訳は、一般入試(２月)およびセンター試験利用入試 757

人(全体の69.5％)、指定校推薦191人(全体の17.5％)、附属校・系属校からの推薦129人(全

体の11.8％)、帰国生および外国学生等12人(全体の1.1％)となっている。 

 また、本学部では、入試委員会および学部運営委員会において、入学定員と入学者の比率が

適正に維持されるように合否の判定を行うべく議論している。全体として見ると、収容定員

4,059人に対して、在籍学生総数は5,249人であり、(在籍学生総数／収容定員)は 1.29倍であ

る。在籍学生は、１年生1,089人、２年生1,188人、３年生1,129人、４年生(留年者を含む)1,843

人である。学則定員に対する入学者の比率を見れば、2001 年度 1.01 倍、2002 年度 1.23 倍、

2003年度1.06倍、2004年度1.33倍、2005年度 1.21倍であり、ほぼ適正に推移している。 

【問題点】 

 なお、年度によって入学者数が増減するが、毎年秋に行われる学科目配当の関係からクラス

数がすでに決められており、クラス規模が大きくなってしまうケースが発生する。 

【改善の方法】 

 現在、教育を行ううえでの適正なクラスサイズについて学部カリキュラム委員会において検

討中である。 

 

（編入学者、退学者） 

ⅠＡ群 退学者の状況と退学理由の把握状況 

【実態】 

 本学部の退学者数は、2002年度68人、2003年度57人、2004年度62人となっている。退学

の理由は、病気、成績不振等である。退学する場合は、退学時を含む学期までの学費が納入済

みであることが必要である。このうち、自主退学を希望する学生に対しては、将来(退学後７

年以内)における再入学の可能性を判断するため、原則として面接を行うこととしている。ま

た、成績不振の学生(当年度８単位以下しか修得できない者)に対しては、まず退学勧告を行い、

次年度においても改善が見られず、前年度と合わせた修得単位数が 12 単位以下の場合、退学

処分に付すこととしている。なお、退学については、学部運営委員会における審議を必要とす

る。 
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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 

ⅠＣ群 教員組織における社会人の受け入れ状況 

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】 

本学部の教育目標は、商学を通じて世界的な視野をもち、広く産業・経済社会において活躍

する有為な人材を育成することにある。このため、商学関連の社会科学にとどまらず、語学を

含む人文・自然科学の分野にも配慮したカリキュラムを編成してきた。教員採用においても、

このような観点が重視されている。例えば下表から、専門教育科目についてコース制を採用し

ている本学部では、バランスのとれた教員の配置を心がけていることが理解できよう。同時に、

総合教育科目(人文・自然科学)および外国語担当の教員も積極的に採用してきた。本学部では、

原則として、専任教員が専門基礎科目および主要な専門教育科目を担当している。 
 

資格別、科目系列(コース)別教員数(2005年度) 

教授 助教授 専任講師 
65人 23人 ２人 

科目系列(コース) 人数 
総合教育科目 ４人
外国語科目 23人
専門教育科目(経営) ９人
専門教育科目(会計) 11人
専門教育科目(商業・貿易・金融) 20人
専門教育科目(経済･産業) 19人

専門教育科目(総合･学際) ４人

 

【実態】【長所】【問題点】 

このような教員採用の結果として、専門教育科目では、専任担当科目数と兼任担当科目数の

比率(専兼比率)は 78.5％の水準にある。一方、教養科目(語学を含む)の専兼比率は 26.9％で

あり、低い水準にとどまっている。これは、専門教育科目担当教員が相対的に多く、他方で総

合教育科目および外国語科目の開講数が相対的に多いことによるものと考えられる。 

また、本学部における専任教員１人当たりの在籍学生数(2005 年度)は 58.3 人である。その

値は、1998年度には59.3人、1999年度には60.3人、2000年度には56.7人であり、若干の悪

化が観察される。本学部の教員１人当たりの学生数は、法学部の 81.6 人(2005 年度)より低い

が、政治経済学部の 52.4 人より大きい値をとっている。したがって、引き続き、専任教員の
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採用に努めることが必要である。 

 年齢構成については、本学部では、1990年代半ばから、優秀な教員を確保すべく広く公募を

行い、採用を実施してきた。その結果、専任教員の年齢構成の高齢化は緩和されたといえる。

しかし今後も、定年を迎える教員の補充ならびに専任教員数の拡充を行うことは、本学部の重

要な課題であるといえる。 

 

 『大学基礎データ』表21「専任教員の年齢構成」参照。 

 

 本学部では、教育内容の充実を図るため、コース(系列)に属する教員間では、非公式な連絡

調整が行われている。特に、カリキュラム編成については、コース別にカリキュラム委員を選

出し、コースの中心となって取りまとめを行っている。また、専門基礎科目(簿記原理、基礎

経済学、基礎数学)では、共通テキストの作成、共通テストの実施等、教育内容の平準化を図

っている。語学の分野においても、教員間の連絡調整が図られ、教育水準の向上に努めている。

本学部では、コース(系列)に配慮して研究室を割り当てるという工夫も行っている。 

 現在、本学部の専任教員に占める外国人教員は８人である。このうち、語学担当教員は６名、

専門教育科目担当教員は２人であり、2006 年度にはさらに２人(語学担当１人、専門教育科目

担当１人)の採用が決定している。また、女性教員は６人である。実学を中心とする本学部で

は、社会人の受け入れにも積極的に取り組んでいる。ここ５年に限っても、企業、研究所、官

界から教員として採用された者は３人であり、2006年度にも社会人からの受け入れが決定して

いる。特に、ビジネスの分野を中心に、この傾向が続くものと思われる。 

 一方、本学部固有の伝統的な科目(例えば商品学、保険論、交通論等)を中心に、内部で教員

を養成することの必要性が高まっている。 

【改善の方法】 

 教員の補充等、人事に関する重要な事項は、学部の教員制度検討委員会、学部運営委員会等

において議論を重ねている。 

 

（教育研究支援職員） 

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

体制の整備状況と人員配置の適切性 

ⅠＡ群 教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

ⅠＣ群 ティーチング・アシスタントの制度化の状況とその活用の適切性 

【実態】 

 本学部では、教務補助規程を定め、教育の充実・向上を目指し、教務上の補助を行うことを

目的として、教務補助を置いている。現在、60人の枠が与えられ、本学大学院学生をこれに充

てている。教務補助は、教員付教務補助と学部付教務補助に分けられる。 

 教員付教務補助は、教員の指示に従って、授業の準備、出欠席調査、レポートの整理等の業

務を行っている。学部付教務補助は、教務主任または事務長の指示に従って、科目登録業務、

レポートの整理、試験の答案整理、LL教室およびコンピュータ教室にかかわる業務を行い、教

務補助室、LL準備室、コンピュータ教室に配置されている。 

 定期試験中の試験監督には、助手および大学院学生を配置している。 
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（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 

ⅠＣ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 

【実態】【長所】 

 本学部では、専任教員の募集について、専任教員採用規程を設け、募集要項の決定、応募書

類、選考委員会の構成・役割、選考の方法・手続き、研究業績等に関する資格に応じた採用の

内規および選考基準を定めている。このように、規程を定めて、選考から採用に至るプロセス

および基準が明確化されている。募集の決定は、商学学術院の運営に関する規約の定めに従い、

学部管理委員会および学部運営委員会の議を経て、学術院教授会で審議・議決され、採用の決

定においても同様の議決を必要とする。議決にあたっては、専任教員採用・昇任投票細則が定

められている。なお、教員の採用に関しては、今後、学術院構成箇所間における調整(例えば、

学術院人事委員会の設置等)を図り、弾力的な採用を行うことが検討課題であるといえる。 

 また、専任教員の昇任についても、従来、研究業績等の資格に応じた専任教員昇任基準、専

任教員昇任細則が定められており、2004年度からは専任教員昇任審査委員会規程に基づき、審

査委員会を設置して昇任審査を行っている。これらから、昇任審査委員会の構成・役割、審査

基準、審査の方法・手続きは明確化されていると考える。昇任の決定には、採用時と同様、学

部管理委員会および学部運営委員会の議を経て、学術院教授会において審議・議決されること

が要件となる。 

 本学部では、1990年代半ば以降、優秀な教員の採用を目指して、公募制をとっている。この

制度導入により、1995～2000年にかけて22人を採用し、このうち早稲田関係者は14人(商

学部関係４人)、この５年間では29人を採用し、このうち早稲田関係者は12人(商学部関

係者９人)となっている。特に学外からの教員の採用が進んでいるといえる。 

【問題点】【改善の方法】 

 現在、本学部では、専門英語講読等の専門外国語科目について、客員教員(任期制)の導

入を検討している。これは、本学部固有の伝統的な科目を担当する教員の内部養成と関連し、

当該者の教育能力の有無を判断するうえで意義がある試みと考えられる。 

 

（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】 

 本学部では、規程の定めにより、教員の採用・昇任にあたって、教員選考委員会または昇任

審査委員会の判断に従い、当該教員の研究業績にとどまらず、教育活動等についても考慮する

こととなっている。また、若手教員の採用にあたっては、研究報告を課す場合があり、教育研

究能力の有無を判断している。 

 本学部の取り組みとして、教員が教育研究活動において十分な成果を挙げることができるよ

うに、授業負担(持ちコマ数)の軽減に努めるとともに、各種委員会の再編や整理統合により、
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会議負担の軽減にも努力している。また、入試の実施にあたっては、本学部主担当の助手を活

用することにより、教員にかかる試験監督等入試業務の一部軽減も行っている。 

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 

ⅡＡ群 論文等研究成果の発表状況 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

商学部専任教員における幅広い研究の成果は、主として書籍および学術論文などの印刷・出

版物ならびに学会報告の形で発表されている。印刷・出版物は極めて多岐にわたっている。代

表的なものだけを列挙しても、書籍、国内外の学会誌、国内外の専門雑誌、新聞および政府関

係委員会などの報告書があり、商学部専任教員によって膨大な数の研究成果が毎年発表されて

いる。研究成果の一覧は、大学ホームページおよび『学術年鑑』に集大成されており、活発な

研究活動が行われていると考えることができる。また、著作物以外でも、所属している学会に

おける研究報告の数も非常に多く、最新の研究活動も活発であることがわかる。 
1925年に本学部教員ならびに学生によって組織された「早稲田商學同攻会」は、その研究機

関誌として『早稲田商學』ならびに『文化論集』を刊行している。商学部の専任教員に研究成

果を報告するための場を提供している。これらは、編集機関「早稲田商學同攻会」によって編

集されている。早稲田商學同攻会は、商学部長を編集責任者とし、編集長および２人の編集委

員をもつ。同攻会の編集室は 11 号館にあるが、書庫も同室にあるため、編集作業には手狭で

あるとい言わざるをえない。しかし、C 棟（仮称）完成時には、編集室に加え、閲覧室（書庫

を含む）の設置も予定されている。 

直近５年間の『早稲田商學』および『文化論集』の掲載論文数は、2000 年度 23 および ５

本、2001年度21および６本、2002年度19および８本、2003年度 16および10本、2004年度

23および12本である。特に、2004年度は、商学部創設100周年記念論文集として『早稲田商

學』第400・401・402号および『文化論集』第25号を発行するに至った。 

また、表１にあるように、文部科学省科学研究費補助金および本学の特定課題研究助成費に

おける審査を通過して採択される件数が相当数に上ることから、研究活動には一定の評価が与

えられてしかるべきだと考えている。ただし、文部科学省科学研究費の採択状況については、

近年、採択数がやや増加傾向にあるものの、教員数に対する採択数はそれほど多いとは言いが

たい状況にある。今後、大学財政の逼迫に伴い、科学研究費の申請・採用数を増加させていく

ことが必要である。 

表１     

年度 科研費（新規） 特定課題研究助成金 

 申請者数 取得者数 申請者数 取得者数 

2000 13 5 22 19

2001 21 9 25 20

2002 17 6 15 12

2003 23 8 23 19

2004 26 8 26 20



Ⅲ－05－ 31

（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 

ⅡＡ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】【実態】【長所】 

産業経営研究所は商学学術院の教授陣を中心として、産業経営およびこれに関連する諸分野

の研究および調査を行っている。当研究所における研究員は、本学の専任教員からなる兼任研

究員、他大学教員・他機関研究員からなる特別研究員、大学院修士修了者または同等以上の者

からなる研究協力員および助手から構成されている。2005 年４月現在、兼任研究員は 91 人、

特別研究員は114人、研究協力員は33人、専任の研究員として助手が２人在籍している。 

毎年、２年を１期間とする共通の研究課題を設定し、それに対応した個別の研究テーマごと

に「研究分科会」が設けられ、兼任研究員、特別研究員、研究協力員による共同研究が行われ

ている。2003 年度は「グローカル化時代の産業・経済の課題」という研究課題の下に 11 の分

科会が設けられ、2004 年度は「新しいビジネス･モデルと市場観の構想」という研究課題の下

に７分科会が設けられている。2005 年度は「新時代に向けての産業･経済と企業経営の課題」

で11分科会が設けられた。活動も軌道に乗り、参加者も商学部本属の専任教員の92％（84人）

に達し、さらに 114 人の特別研究員と 33 人の研究協力員の参加を得ている。共通の研究課題

の設定によって、分科会の研究活動およびその研究成果においてもまとまりのある体制になっ

た。 

「研究プロジェクト」とは毎年、分科会とは別にプロジェクトチームの募集を行い、その活

動に研究費を助成し、活動の促進を図るもので、２年間の研究期間を終えた後、２年以内に研

究成果を公表することになっている。研究プロジェクトの研究テーマは、2000年度は「企業再

構築（リストラクチャリング）の研究」、2001 年度は「戦間期フランス経済およびその体制下

における外部監査の特色についての理論的・実証的研究」、2002 年度は「シンガポール新興多

国籍企業のビジネス・モデル」「新会計基準が経営システムと財務体質に与える効果と影響の

分析－有価証券報告書に現れた変化の検証－」「日本の企業金融・コーポレート・ガバナンス・

経済発展：1900-1955」、2003年度は「国際通貨体制の制度・理論・実証的分析」、2004年度は

「移行経済における日系企業－中国・ポーランドの日本精工(株)の事例研究－」であった。2005

年度は「資源配分メカニズムの設計に関する理論的、実証的研究」と「広告英語表現のコーパ

ス構築」の２件に決定した。 

当研究所は研究会、講演会および講習会等も開催している。この事業としては、現在、広く

一般社会人を対象にカレント・トピックスを統一論題とした「公開講演会」（年１回）、各分野

の第一線で活躍する若手研究者・実務者による「産研アカデミック・フォーラム」（年１回）

を中心に開催している。公開講演会は、2003年度統一論題「日本とASEAN－国境を超えるビジ

ネスの将来－」、2004年度産業経営研究所創設30周年記念統一論題「商いの原点－新しいビジ

ネスモデルを拓いたリーダーたち－」、2005 年度統一論題「中国とどう向き合うか」となって

いる。産研アカデミック・フォーラムは、2003年度「会計基準の形成過程と規制が資本市場に

及ぼす影響」、2004 年度は「人材を活かす経営戦略－経営戦略と人事マネジメント－」、2005

年度は「消費者行動とマーケティング」となっている。 

なお、このほかに、各分科会による研究会、外部講師による講演会等は随時開催されている。

また、各分科会は必要に応じて研究会を開催しており、2000年度は12回、2001年度は12回、
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2002年度は9回、2003年度は8回、2004年度は14回行われた。さらに、産業経営に関連する

テーマについて、研究者あるいはこの方面で活躍する実務家を講師として、学生を主な対象と

して随時、講演会も開催している。2003 年度は 16 回、2004 年度は 22 回開催されており、学

生が最先端の研究成果に触れる機会を提供している。 

当研究所は学外からの研究および調査も受託している。2000年度には（株）日本マンパワー

から「日本企業における退職員･賃金の今後のあり方」を受託した。2004年度には、INSEADか

ら「国際人的資源管理比較調査プロジェクト」、NTTドコモから「ユーザー挙動を考慮した通信

トラフィックに関する基礎的研究」および都市計画同人から「平成 16 年度地域資源活用プロ

ジェクト」の３件を受託した。 

 当研究所は 2004 年から受託研修も開始した。広東省高級幹部教育育成センターが主催し、

広東省外事弁公室と（株）バイオロフトと産研の三者で広東省大手国有（民営）企業上級管理

職 31 人の経営理論研修を実施した。内容は、最前線の経営理論として企業構造改革、経営管

理、企業の発展戦略、経営革新等を早稲田で６月 28 日から７月９日までの２週間学び、先進

的な日本企業の経営管理等を習得するため、（株）バイオロフトのコーディネートにより、大

手企業６社(イオン、大和證券、JFE、全日空、トヨタ、松下)で企業研修を７月12日から７月

28日まで３週にわたって実施した。早稲田として日本語と簡体字併記の所長および総長印のあ

る研修修了証明書を発行した。以上のような受託研究や受託研修などにより、学外・海外の研

究教育活動の面からも社会的に貢献している。 

各分科会、受託研究および研究プロジェクトの研究成果は、『産業経営』『産研シリーズ』

『産研アカデミック・フォーラム報告書』『ワーキング・ペーパー』『所報』などの刊行物と、

各種研究会、講演会、公開講演会、公開講座、産研アカデミック・フォーラムなどを通じて、

学内外に公表されている。なお、大学のホームページおよび国立情報学研究所の学術雑誌公開

支援事業のウェブ公開も行っている。 

 学術研究の成果を発表する定期刊行物として『産業経営』があり、2003年度からレフリー制

度を導入し、学内外から投稿を受け入れ年２回刊行しており、現在 37 号を編集中である。投

稿者数の増加や論文の質の向上を通じて、産研の活動の活性化に寄与している。『産研シリー

ズ』は分科会の研究成果を内外に発表することを目的として、不定期に刊行される。主として、

分科会単位での執筆となっている。1976 年の創刊号より 2004 年までに 35 号刊行されている。

また、研究員の研究活動の成果をできるだけ早く公表するため、1998年度より『ワーキング・

ペーパー』を発行している。2004年度までに20冊のワーキング・ペーパーが発行されている。

公開講演会における記録等は2002年度から『産業経営』から独立させて『公開講演会報告書』

として刊行している。アカデミック・フォーラムをまとめた『産研アカデミック・フォーラム

報告書』も刊行している。 

 

（２）研究環境 

（経常的な研究条件の整備） 

ⅠＡ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 

ⅡＡ群 個人研究費、研究旅費の額の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】 

商学学術院のうち、商学部・商学研究科の経常的な研究条件に関して、まず、個人研究費、
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学会出張補助費については、大学共通で決められており、前者は年額 42 万 3,000 円、後者は

９万円が支給されている。もちろん、学会出張のために、個人研究費も使うことが認められて

いる。 

 また、研究者個人の研究に関する大学からの支援としては、学部管理予算から、海外学会旅

費補助や研究用備品の購入補助も行われている。パソコンは各教員（助手も含む）当たり１台

の大学共通ノートパソコンが貸与されている。現在の貸与パソコン（IBM ThinkPad）は更新後

３年目であり、今後の迅速な更新が求められる。 
 
ⅠＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

ⅡＡ群 教員個室等の教員研究室の整備状況 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 商学部の教員研究室は９号館（９階建て）の５階から９階にあり、専任教員全員に個室の研

究室が与えられている。広さは19.78m2が 90室、22.6 m2が８室となっている。各研究室には、

片側の壁一面に書架が備え付けられており、希望により増設も可能である。学内LAN端子が標

準装備され、貸与パソコンやその他の情報機器に対応している。また、2009年度竣工予定のC

棟（仮称）においては、研究室の広さは21 m2となる予定である。 

そのほかに、各階に共同利用可能な共同研究室が１室用意されて、さまざまな研究活動や会

議に活用されている。また、５階に談話室としてのラウンジと各奇数階にコピー機が設置され

ている。現状では、助手用の研究室はないが、C棟においては設置予定である。 

商学学術院では、商学部、商学研究科、会計研究科、産業経営研究所が合同で研究室棟であ

る９号館に教員図書室を設け、商学系の研究図書・雑誌の収集やデータベースの契約等により、

教員・研究員の研究支援を行っている。現在教員図書室で所蔵する資料は会計、経営、商業、

経済、労働関連を中心とする内外の図書およそ11万 8,000冊（製本雑誌を含む）、雑誌は2,100

種、その他CD-ROM、マイクロフィルム、有価証券報告書等がある。さらに、コピー機６台およ

びパソコン４台を備え、商学系専任教員は24時間利用可能となっている。 

産業経営研究所の図書予算においては、とりわけ各種統計資料、都道府県資料、会社史・組

合史、外国雑誌の購入に充てて資料の充実に努めてきているが、利用者は所属の教員・研究員

ばかりでなく、本学他箇所教員、商学研究科を含む大学院生、さらに学外の研究者も多いこと

から、資料の豊富さを実証するものといえる。 

 しかし、近年図書予算が厳しい状況にあるため、必要な資料を質を落とすことなくいかに収

集していくかが今後の課題となろう。それには、中央図書館が電子ジャーナル・データベース

の導入に力を注ぎ、全学的な学術情報基盤の整備に努めてきている中で、産業経営研究所を含

む本学術院においても、関連箇所と調整を計りながら電子媒体資料の導入を積極的に検討して

いくことが、研究環境の向上につながるものといえよう。 

 また、C棟（仮称）完成時において、産業経営研究所および教員図書室が10階フロアーに設

置される予定であり、設備、資料、サービスともにより一層充実させることによって研究支援

体制の向上を目指している。 

 
ⅠＡ群 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 

ⅡＡ群 教員の研究時間を確保させる方途の適切性 
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【理念・目的】【実態】【問題点】【改善の方法】 

 授業負担や入試関連業務および全学的学術院内の各種委員会が多いため、教員の研究時間確

保は徐々に難しい問題となってきた。2005年度に入試の統一化および各種委員会の統廃合を行

い、少しでも研究時間を確保するために規約改正を行った。今後も、これらの業務の教員間で

の平等な分担、会議の削減を含む業務の効率化などによって、研究時間を確保できるようにし

なければならない。 

 

ⅠＡ群 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

ⅡＡ群 研究活動に必要な研修機会確保のための方策の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

 専任教員が専攻する分野について研究に専念し、それによって研究・教育を向上させること

を目的として、特別研究期間制度がある。滞在場所により国内と国外、および期間により短期

と長期の区別がある。海外の場合、大学の協定先に派遣される交換教員も含まれる。短期は通

常１学期（６カ月）以内、長期は１学年（12カ月）以内（１度だけ最長１年の延長もありうる）

である。 

ここ５年間において、専任教員の特別研究期間制度の利用状況は表２のとおりである。長期

在外および短期在外は大学の予算によって執行されるため、毎年度ほぼ同数に割り当てられて

いる。このほか、短期の研究出張は極めて数多くに上っており、積極的に海外における研究活

動を行っていると評価することができる。表２にあるように、半年以上研究活動のために派遣

された数は、長期在外、短期在外、交換教員を合わせて 2000 年度６人、2001 年度９人、2002

年度６人、2003年度６人、2004年度７人となっている。 

 

表２      

年度 短期国内 長期国内 短期在外 長期在外 総計

2000 0 3 0 3 6

2001 0 3 1 5 9

2002 0 3 0 3 6

2003 0 3 0 3 6

2004 0 1 1 5 7

 

ⅠＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性  

 
 ※大学全体で記述。  
 
７ 施設・設備等 

（施設・設備等の整備） 

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

ⅠＢ群 教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 

ⅠＣ群 社会へ開放される施設・設備の整備状況 

ⅠＣ群 記念施設・保存建物の保存・活用の状況 



Ⅲ－05－ 35

【実態】 

 本学部は主に、西早稲田キャンパスの９号館、11 号館および 12 号館を使用している。９号

館は、研究室、教員図書室および会議室として、11号館および12号館は、教室、LL教室等の

情報処理教室として使用されている。また、事務所等の管理部門は11号館に置かれている。 

 ９号館には、研究室 90 室、共同研究室・資料室４室、教員図書室および書庫、主として学

部運営委員会で使用される大会議室１室、各種委員会に用いられる小会議室３室が置かれてい

る。このうち、会議室は、商学関連の学会部会等にも利用され、学外の催しに貸し出されるこ

とが多い。９号館には、大学院商学研究科、大学院会計研究科および産業経営研究所の施設も

併設されている。 

 11 号館および 12 号館には、大教室(432 人収容、352 人収容)各１室、中教室(99～144 人収

容)７室、小教室(51～77人収容)５室、ゼミ室９室が置かれている。これらは、本学部の講義・

ゼミ用に使用され、稼働率が高く、一部講義には、７号館、14 号館および 15 号館が割り当て

られている。 

本学部は、12 号館に講義と自習のためのマルチメディア機器を完備している。第１LL 教室

は、主として外国語の授業で使用される。60のブースが設置され、マスターコンソールは、オ

ーディオカセット、CD、レーザーディスク、ビデオカメラ等のさまざまなソースに対応してい

る。また、第２LL 教室は、映像・音声両用の AV ルームで、12 席の自習用ブースと２席の CAI

が設置されている。授業が行われていない時間は、自習利用が可能である。 

 12号館には、学生に情報処理技能習得の機会を提供し学習効果を高める手段として、４つの

コンピューター教室(40人収容教室、33人収容教室、31人収容教室、30人収容教室)を設置し

ている。コンピューター関連科目、演習、外国語の授業に使用され、１人１台のコンピュータ

ーを利用することができる。 

【問題点】【改善の方法】 

 本学部が利用している11号館および12号館は老朽化が進み、本学創立125周年記念事業の

一環として、C棟(仮称、2009年竣工予定)の建設が計画されている。本学部ではこれまで、C

棟建設推進委員会を組織し、C棟の建設に関する意見集約および要望の取りまとめに努めてき

た。特に、教室等の教育施設の充実、研究室、図書室等の研究関連施設の充実、教育・研究環

境の整備を中心に、本学部の特徴を生かした記念すべき施設となるよう議論を行っている。 

 

（キャンパス・アメニティ等） 

ⅠＢ群 キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制の確立状況 

ⅠＢ群 「学生のための生活の場」の整備状況 

ⅠＢ群 大学周辺の「環境」への配慮の状況 

【実態】 

 現在、学生生活施設として、12 号館に学生ラウンジ２室(300 ㎡および 117 ㎡)が設置され、

サークル活動等の拠点となっている。C 棟においても、学生の利便を考慮した学生ラウンジの

設置、購買部の設置等を要望している。 

 また、本学部では、12号館に学生の自主運用(学生読書室委員会)による学生読書室を設置し

ている。ここには、商学に関する専門書のほか、自主的研究に必要な各種の図書(約２万冊)が

用意され、１日の平均利用者数は250人である。2002年９月からは全学的図書情報システムで
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あるWINE(Waseda Information Network)システムが導入され、インターネットを通じて、自宅

からでも蔵書検索や貸出の延長、予約ができるようになっている。利用にあたっては、政治経

済学部、法学部、商学部、教育学部、社会科学部の学生読書室の共通利用規則が適用される。

閲覧室および書庫の利用時間帯は、平日10時～18時、土曜10時～15時である。なお、C棟に

おいても、学生の利便を考えた学生読書室の設置を検討している。 

（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 

【実態】【長所】 

 本学部が使用している 11 号館には、車椅子用のスロープを設けるなど、一部には障害者へ

の配慮を施しているが、1938年竣工の古い施設であるという理由等により、エレベーターは設

置されていない。12号館には、車椅子用のスロープおよびエレベーターを設置している。これ

に対してC棟は、バリアフリーを考慮した施設となる予定である。 

 学生が頻繁に利用する事務所の開室については、授業期間中は、平日９時～17 時(昼閉室な

し)、土曜９時～12時 30分であり、学生からの相談対応、証明書発行等を行っている。夏季・

冬季休業期間においても、開室時間を１時間短縮しながらも学生への窓口として通常どおりの

サービスを提供している。また、在学生については、西早稲田キャンパス内４カ所に計６台設

置された自動証明書・学割発行機により、最長１日 12 時間にわたって証明書等の発行を受け

ることができる。 

（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】 

 本学部では、安全衛生管理規程に基づき、安全管理者を置き、施設の維持・管理および学生・

教職員の安全の確保に努めている。また、施設・設備の破損や不具合に対しては、事務所を通

じて総務部に工事依頼を提出するなどの措置を講じている。そのほか、特徴的な点を挙げれば、

施設・設備とりわけLL教室、コンピュータ教室等の情報処理関連施設の維持・管理について、

本学部および大学院商学研究科が合同で施設運営委員会を設置し、これら施設の管理・運営、

利用状況等を議論する枠組みを構築している。また、本学部では従来から、運用上のルールを

明確にするために、LL教室自習利用基準、情報処理教室ならびに同機器利用基準を定め、これ

ら施設の維持・管理に努めている。 

 

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 

ⅡＢ群 研究成果の社会への還元状況 

【実態】 
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 2004年 10月、本学部は創設100周年を迎え、記念式典および記念講演会を開催した。10月

２日には、北城恪太郎氏、宮内義彦氏、出井伸之氏の講演が、続いて10月 14日には、養老猛

司氏、大江健三郎氏の講演がそれぞれ行われ、学生や校友のみならず、広く一般にも公開され

た。大隈講堂は両日とも大盛況であった。 

 教育研究活動における学外との連携に関しては、商学部として研究組織を構成することはな

く、産業経営研究所における公開講演会、アカデミック・フォーラム、受託研究がこれに該当

する。また、本学の総合研究機構の中には、本学部教員が中心的な役割を担って運営を行って

いるプロジェクト研究所がある。例えば、IT戦略研究所、会計研究所、企業倫理研究所、保険

研究所、マーケティング・コミュニケーション研究所である。これらは、広く企業等の学外と

の連携を目指し、社会貢献に資する研究活動を行っている。 

 なお、本学部の専任教員の中には、政府の各種審議会(企業会計審議会、中央社会保険医療

協議会、交通政策審議会等)の委員や国家試験(公認会計士、税理士等)の試験委員を兼ねてい

る者が多く、これらを通じて研究活動が社会に還元される形になっている。また、本学のエク

ステンションセンター講師を兼任し、生涯教育に寄与している教員もいる。 

（企業等との連携） 

ⅠＣ群 寄附講座の開設状況 

【実態】 

 本学部では、経済界における現実の動向に関する情報を提供することで、学生の視野を広げ

るとともに知的な刺激を与えることを目的として、寄附講座を設置している。毎年、企業経営

などのテーマを設定して講義が組まれ、大企業の経営者や第一線で活躍するビジネスパーソン

を講師として招聘し、300人を超える学生が受講している。 

①(財)経済広報センター寄附講座 

 1987 年度から、「教務部所管、幹事学部・商学部」という形式で実施されてきた(財)経済広

報センター寄附講座が、1994年度から本学部設置の科目として開講されるようになった。 

 過去５年間の講義内容は次のとおりである。 

 2001年度「21世紀へ向けての企業革新」 

 2002年度「知識創造時代の企業経営」 

 2003年度「組織のクリエイティビティ」 

 2004年度「企業の社会・環境への挑戦」 

 2005年度「次世代に飛躍する企業価値の源泉」 

②(社)日本物流団体連合会寄附講座 

 1996年度から設置されている寄附講座である。この講座では、各部門を代表する企業等のリ

ーダーが変革の一方向、将来への挑戦について触れつつ、その部門の現状と課題を論ずる。過

去５年間の講義内容は、一貫して「新時代の物流」である。 

③(株)宣伝会議 

 2002年度､2003年度の２年間にわたって「広告クリエイティブ論」を中心に講義が行われた｡ 

④(社)日本通信販売協会 

 2004 年度から開始された寄附講座であり、「ダイレクトマーケティング論」を中心に講義が

行われている。 


