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  01）社会科学部   

 

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・目的等の検証） 

ⅠＣ群 大学・学部等の理念・目的・教育目標の、社会との関わりの中での見直しの状況 

【理念・目的】 

 本学部は、社会科学の総合的・学際的な教育・研究の場として 1966 年に設立され、それ以

降、現代社会が抱える諸問題に対する学際的なアプローチを実践することを通じて、有為な人

材を社会に供給し続けるとともに、数多くの輝かしい研究成果を生んできた。その際に本学部

は、特に以下の３点を理念として重視している。 

①「社会諸科学の総合的、学際的な教育・研究の実践」を目指して 

②「社会に開かれた学部」を目指して 

③「問題発見・解決のできる学生の育成」を目指して 

そもそも、現代社会が抱える問題は、どの分野においてもさまざまな学問領域からの多面的

なアプローチがなければ解明することはできない。そのことを意識して本学部は、1966年の設

立以来、「学際」という発想を重要視し、教育・研究の柱に据えてきた。その結果、本学部は、

多様な専門領域をもつ教員と多様な問題関心をもつ学生が相互に交流することを通じて、時代

の変化に対応できる柔軟性を維持し続けることに成功し、常に未来志向の先端的な教育・研究

の場として機能している。 

【実態】【長所】 

 上記の3理念は、社会科学部における教育・研究に具体的な方向性を設定してきている。こ

れらの理念は、学部要項や講義要項の中に明示され、学生が毎年度の科目履修に際して学部の

理念を再確認できるようになっている。また、この３理念は、学部のホームページにおいて社

会に向けて発信されているとともに、入学志願者に向けたパンフレット等において繰り返し強

調されており、その結果、入学前から学生がこの３理念を手掛かりにして本学部のイメージを

形づくるようになっている。「全国自己推薦入学試験制度」などにおいて提出される「志望理

由書」の中において多くの場合にこの３理念が正確に理解されていることなどを見ても、３理

念は相当に深く定着していると見て差し支えない。本学部においては、学部名称それ自体が必

ずしも教育内容に関する正確なイメージを伝達しないが、そのことを埋め合わせるとともに、

学生・教員の共通意識の形成に向けて、この３理念を通じた学部のアイデンティティーの確認

が重要な役割を果たしている。 

①「社会諸科学の総合的、学際的な教育・研究の実践」 

社会科学は、グローバルな視点で我々の日常生活の問題点を分析し解決策を模索する学問で

ある。そして現代社会の諸問題は日々変化しその範囲を広げ、地球的規模になってきている。

本学部のカリキュラムは、社会科学総合の科目群、従来からある政治学、法学、経済学、商学

等の社会科学系の学問分野を中心とした科目群と、思想、文化、自然科学など人間形成に欠か

すことのできない諸分野の科目群により構成されている。そして、これらバラエティーに富ん
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だ各分野の科目に、それぞれの間で有機的な連関をもたせるように配慮されている。 

学際的な教育・研究は、今でこそ多くの大学・学部が追求する手法であるが、本学部は1966

年の設立以来一貫してこの学際的な教育・研究を実践してきている。ほかの高等教育機関が学

際の理念を標榜するようになったことを、本学部の教育・研究の先見性を示すものと評価しな

がら、これまで 40 年近くの実践に基づく実績を踏まえて、ほかの高等教育機関に真似のでき

ない深みをもった真の意味で学際的な教育・研究の深化に向けて絶えざる努力を行っている。 

 ②「社会に開かれた学部」 

 本学部は、昼夜開講制をとっている。この昼夜開講制は、他大学に見られるような昼間主、

夜間主を区別するコース制によるものとは異なり、学生は昼夜の区別なく３限（13 時～14 時

30 分）から７限（19 時 40 分～21 時 10 分）までの授業時間帯の中で自由に授業を選択するこ

とができる。必修科目を極力廃し、昼夜にわたって展開される自由度の高いカリキュラムは、

本学部における「社会に開かれた学部」という理念の実現を具体的なものにしている。 

 この理念の下、1988年からは「社会人学士入学試験制度」を導入し、生涯学習機関としての

役割を他大学に先駆けて担うこととなり、また 1989 年には「全国自己推薦入学試験制度」を

発足させて全国の各都道府県からの学生を幅広く受け入れることを目指している。こうした入

学試験方法の多彩さを反映して、本学部には、幅広い年代とそれぞれ異なる経験を有する、多

種多様な人生観、社会観をもった学生が集うこととなり、相互の交流を通じて学生内部におい

て問題意識の深化と多層化を可能にしている。 

 ③「問題発見・解決のできる学生の育成」 

 本学部の教育目標は、従来の学問の切り口では解決できない、社会にかかわるさまざまな問

題を、４年間で得た総合的な知識を結集して解決する能力を培うことにある。講義科目、演習

科目、外国語科目、実習科目の各科目では、我々を取り巻く社会事象を、多様な角度から、ま

た従来の枠にとらわれることなく取り上げている。1997年度以降、選択必修科目の縮小化と同

時に「履修モデル」を提供し、科目履修における自由度を上げながらも、科目相互の有機的な

連関を損なわないカリキュラムの提供を目指す努力を継続している。この「履修モデル」は、

縦軸に政治学、法学、経済学、商学などの分析方法（学問分野アプローチ）を、横軸に「人権・

福祉」「環境・計画」「産業・企業」などの具体的問題領域（問題群）を配置し、学際的な教育

における個々の学生本人にとっての核となる問題が全体の中でどのような位置にあるかを縦

軸と横軸の交点として示そうとするものである。さらに 2002 年度には、それまで２年間の教

育プログラムであった演習科目を２年次から始まる３年間を原則とするものと改めるために

「ゼミナールⅠ、Ⅱ、Ⅲ」という形に作り替えた。そのことを通じて、学生本人にとっての核

となる問題の専門的な分析と実践に関して時間をかけた積み上げ型の教育が一層進むことと

なった。 

 本学部第３の理念である「問題発見・解決のできる学生の育成」という点は、学部設立当初

から常に意識されていたものではあったが、1990年代後半以降のカリキュラム改革の中で明示

的に理念として再確認されることとなった。これは、社会において大学教育に対する期待が高

まったことを背景に、本学部において実現すべき資質を具体的な像に結実させることを狙った

ものである。 

【問題点】【改善の方法】 

 上記のように本学部の理念は、学問分野の知識体系を固定的なままに学生に伝達することを
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目指すものではない。むしろ、一人ひとりの学生が、教員や他の学生との相互作用を通じて、

最終的に自分なりの「社会科学」を作っていくことが学部教育のプロセスにおいて必要になる。

これは学生が受け身のままでいては実現できない課題であり、そのことに若干の困難が伴うこ

とになる。現在のカリキュラムにおいては、学生の問題意識に応じてさまざまな手法を組み合

わせることができるように意図的に科目選択の幅を広く取っているが、これが裏目に出ると、

内的連関を欠いた科目履修をしてしまうことによって、学生本人が習得した知識の体系性が十

分に自覚できなくなる危険がある。この点は、学際性を追求する中で本学部が意識的に引き受

けたリスクではあるが、それでも、これを低減するための取り組みはなお必要であろう。「ゼ

ミナール」担当教員が学生の科目履修に際して十分な履修指導を行うことが前提になっている

が、なお教員による学生の関心の制御には限界があり、上記リスクは解消していない。同時に、

各学生が本学部において何を学んだのかも、上記の一般的な３理念を離れて、どのような分析

手法でどのような問題を扱ってきたのかという点が問われる場合、社会に対して必ずしも明示

できる形になっていない。本学部の教育における専門性が何を意味するのかに関して、例えば

卒業生を受け入れようとする企業などにおいて、必ずしも十分な社会的認知を得られていない

ように見受けられるのも、本学部の教育のあり方に根ざすものとはいえ、改善の余地が認識さ

れている。 

 このような状況を受けて、各学生が専攻する問題領域を明示できるような形でカリキュラム

を一層深化させることが課題となっている。具体的には、問題領域を同じくするグループにお

いてコース選択必修科目等の設定が可能な「新しい教育ユニット」を作り出すことなどが検討

されている。 

 また、昼夜開講制についても、現在では、社会人学生のことを考えながら授業時間帯の過度

な拡散を防ぐために、３時限開講となっている。これも目的があって決断したこととはいえ、

午前中の時間帯を有効に利用したいとする学生の要望は強まっており、この点についても前向

きな変革をためらうべきではない時を迎えつつある。上記の新しい教育ユニットを構想する中

で、社会人学生の位置づけをもう一度整理し、異なる経験と問題意識をもった学生が交流する

場面を学部の中でどこに位置づけるかを精緻化しながら、完全昼夜開講制に向けた模索を進め

ていくことが課題として検討されている。 

 

３ 学士課程の教育内容・方法等 

（１）教育課程等 

（学部・学科等の教育課程） 

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

大学設置基準第19条との関連 

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

キュラムの体系性 

ⅠＡ群 教育課程における基礎教育、倫理性を培う教育の位置づけ 

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

の理念・目的、学問の体系性並びに学校教育法第 52条との適合性 

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 
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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 

ⅠＣ群 グローバル化時代に対応させた教育、倫理性を培う教育、コミュニケーション能力等

のスキルを涵養するための教育を実践している場合における、そうした教育の教養教育

上の位置づけ 

【理念・目的】 

 本学部における教育は、①「社会諸科学の総合的、学際的な教育・研究の実践」、②「社会

に開かれた学部」、③「問題発見・解決のできる学生の育成」という基本理念の下、一人ひと

りの学生が社会に存在する諸問題の解決に向けて実践的に取り組むことのできる問題解決技

法と問題解決の前提となる基礎的な知識を習得することを目標としている。教育内容を形づく

るうえで特に重要なのが、直接的目標としての ③「問題発見・解決能力」であり、その能力

が養成される体系としての ①「社会諸科学の総合」である。 

 本学部の教育においては、学生一人ひとりが自ら最も強い関心を抱く領域に重点化しつつ、

特にゼミナールを中心として実際の具体的な問題に取り組むことになる。人々の生活において

解決すべき問題がどこに存在するのかを探知し、その問題のさまざまな位相を分節化し、その

問題の周囲に生じる事象を認識するために最も適切な分析手法として利用可能なものを整理

し、そして問題を解決へと導くための規範的視点を選択し、その規範的決断を実現するために

最も効率的な資源の投入方法を考察するといった一連の作業を、実際に自ら実行できるように

なることが課題である。 

 こうした「問題発見・解決能力」に向けた指導は、ゼミナールを基本的な場とすることが多

い。多くの学生にとり、ゼミナールこそが自らの関心を抱くテーマに取り組むための学部内に

おける本拠地ということになる。そして、そのゼミナールを中心点としながら、自ら「社会科

学の総合」を実践するために活用することになるであろう知識を、講義形式の授業を通じて取

得することが目指されている。 

 そして、自らの課題とする問題領域を中心に、知識を同心円的に広げていく際には、基本的

には、「社会科学の総合」という理念の下、社会諸科学の方法と課題に関して複数の学問分野

に関する基礎的な素養を身につけることが推奨されている。経済のわかる法律家、法律を使い

こなせる政治家、民主制の理念を体得した経営者、など、複数の学問分野の方法に精通してい

ることは実際の社会で活躍するためには非常に有用だからである。 

 こうした理念設定に基づいて、本学部の講義は、非常に幅広い選択肢の中から一人ひとりの

学生が自らの問題意識に合わせて体系化できるようになっている。こうした本学部の教育の特

徴は、前記の「履修モデル」の中に最もよく示されている。 
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        図１. 「履修モデル」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

縦軸に「学問分野アプローチ」を、横軸に「問題群」を取り、ゼミナールをどこかの交点に

位置づけ、自らの属する縦軸と横軸に重点を置きながら、同心円的に知識の体系化を目指すと

いうイメージである。例えば、環境問題に向けて法的にアプローチしようとする場合、環境法

のゼミナールは法学×履修モデルⅡ（環境・計画）の交点に置かれることになり、環境法を使

いこなすために他の法分野（憲法、民法、行政法、刑法等）の知識を確実にしておくことが求

められると同時に、環境の問題を扱う他の学問領域の思考方法（環境ビジネス、「持続可能な

発展」という経済的目標、生態学的視点を実現するための公共的意思決定のあり方）を同時に

理解しておくことが求められる。こうして実際の問題に取り組みつつ、自らの中において具体

的に知識を体系化していくことが、一人ひとりの学生に要求される。 

 なお、ゼミナールの履修や複数学問分野の習得は、あくまで学部として推奨されているにと

どまり、学生に強制されているものではない。例えば国家試験（司法試験、公認会計士試験）

を目指すために、他の学問分野に視野を広げることに対して抑制的な科目履修をする学生もい

るし、そうした形で目標が明確化している場合には、学生本人の決断として「総合」よりも「専

門化」を選択することもまた良しとされている。 

【実態】【長所】 

 卒業必要単位数は 124 単位であり、基礎科目 20 単位、必修外国語科目８単位、専門科目 96

単位（選択外国語科目を８単位まで含みうる）によって構成されている。上記のような「総合

化」理念の下、本学部においては、基礎科目と専門科目の壁はあまり意識されていない。歴史

学や地域文化研究、あるいは哲学、社会学、科学思想、情報科学なども、重要な社会科学の構

成要素たりうることを考えれば、前もって客観的に専門科目と非専門科目が成り立つわけでは

ないことが理解されるであろう。 

むしろ、専門科目と基礎科目は、一人ひとりの学生が設定する社会科学の体系の中で決まっ

てくる。経済学が、ある学生にとっては自分なりの社会科学の中核領域であり、積み上げ方式
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によって理解を深めていくべき課題だとすれば、別の学生にとっては単なる基礎教養の一部と

して入門的知識さえあれば十分な分野であったりする。多くの場合に伝統的社会科学の視点か

らは壁のある自然科学的知識にしても、環境問題を解くうえでは本質的な分析ツールとなる。 

このように基礎科目と専門科目の壁が低いからといって、本学部の教育が「深く専門の学芸」

を授けることだけに偏っているわけではない。「総合化」の理念は、狭い偏ったひとつのもの

の見方・考え方に固着することを強く戒める働きをもっている。ひとつには 20 単位という基

礎科目履修の構造によって、また、他の要素としては「総合化」を図る学部としての姿勢や教

員による履修指導を通じて、さまざまなものの見方を知ることによってバランスの取れた考察

のできる人材の育成が「総合化」の中で追求されてきている。 

 

 本学部の専門科目においては、ゼミナールが重要な役割を果たしている。２年生における基

礎的な指導を目的とする「ゼミナールⅠ」、３年生において本格的に専門的研究を進めるため

の「ゼミナールⅡ」、そして「ゼミナールⅡ」と合併授業の形で開催され、最終的に研究成果

の完成が期待される４年生の「ゼミナールⅢ」というステップを踏み、専門領域における確実

な研究実践が可能な枠組みが整えられている。各クラス 15 人を定員とし、少人数における立

ち入った討論と教員による親身な指導が行われている。授業を担当するすべての専任教員と、

若干名の非常勤教員がゼミナールを担当し、以下のとおりのクラス数において毎年度実施され

ている。 

 

表Ⅰ-１ 各年度における募集ゼミナール数 

年度

種別 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 

ゼミナールⅠ － － － 62 64 58 

ゼミナールⅡ － － － － 64 65 

ゼミナールⅢ － － － － － 65 

専門演習（３年生） 61 59 58 57 － － 

専門演習（４年生） 61 62 60 58 65 － 

 

 毎年秋に翌年度からのゼミナール募集が行われ、多くの学生が１年次に「ゼミナールⅠ」へ

の応募を行う。活動が活発なゼミナールには応募が集中するため、レポートや面接による選考

手続きが実施されるゼミナールが毎年現れる。第１次の選考において採用されなかった学生の

ために、第２次、第３次の応募手続きが用意されている。 

 

 専門科目に属する講義科目は、「社会科学総合分野」「政治学分野」「法学分野」「経済学分野」

「商学分野」「情報科学分野」に分かれて、全部で約 150 の科目が準備されている。これらの

科目については、本学部の教育の体系の中で必要なものであるかどうか、各分野の会議体（「系

列会議」）において毎年、検討を経ている。縦軸の学問分野が責任を引き受ける形で、横軸の

問題群を意識しながら、科目の体系性を常に確保するよう努めているわけである。 
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 基礎科目については、本学部の設置にかかわるものとして約 50 の講義科目および実習科目

が準備されている。科目の必要性等に関しては、「人文自然科学分野」に属する教員によって

組織される会議体が毎年検討を行うとともに、特に社会科学系の基礎科目を中心に、関連系列

の教員たちも積極的に企画・運営にかかわっている。その結果、本学部においてゼミナールに

所属するなどして社会科学を専門的に学ぶ際に必要とされる、幅広くバランスのとれた教養を

身につけるために必要な科目が常に精選されている状態にある。 

 基礎科目については、現在、本学のオープン教育センターが設置する科目、あるいは他学部

が提供する科目をもって充当する学生が少なからぬ規模に上っている。 

 

 外国語科目に関しては、外国語能力が「問題解決」型学習の推進にあたって、ひとつの中心

を成す事項であると認識され、本学部における地域研究・比較研究と連関していく必然性も意

識されながら、重要な位置づけが与えられている。必修外国語は１カ国語とされ、英語、ドイ

ツ語、フランス語、スペイン語、中国語から選択できる。英語はリーディングとコミュニケー

ションに区分され、その他の外国語は基礎、初級、中級に区分されて、それぞれ２年間のコー

スが用意されている。2005 年度からは英語選択者に対して少人数による Tutorial English が

必修化され、本学部における語学教育の表現力指向の実践的性格がますます強まった。また、

必修外国語以外の外国語についても、習得が積極的に推奨されており、学部内に設置されてい

る上記の外国語ならびにオープン科目として受講可能な少数言語等は、地域研究に関連するも

のとして、専門科目に準ずるものとして単位認定が行われている。英語の上級向け課程につい

ても、同様の扱いがされている。さらに、専門科目の中には、１･２年生に向けた「社会科学

英書入門」、３・４年生に向けた「外国書研究」(英、独、仏、中、西語)が設置されており、

外国語科目と専門科目の接合についても配慮されている。 

【問題点】【改善の方法】 

 ゼミナール登録率は、以下のような形で推移してきている。 

 

表Ⅰ－２ 各年度におけるゼミナール登録率の推移 

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

登録率 78.0％ 79.3％ 77.5％ 77.0％ 82.3％ 83.8％ 

合格率 91.3％ 91.4％ 89.9％ 92.5％ 94.2％ 93.2％ 

１クラス当たり

の登録者数 
9.3 11.3 12 9.71 10.73 10.91 

 

最初からゼミナール登録を希望しない学生、応募手続きの途中で登録を断念する学生が、合

わせて 23.0％（2003 年）～16.2％（2005 年）いる。前述のように資格試験等に向けた勉強を

優先させるなどの理由でゼミナールを受講しないことを選択する学生がある程度の割合で存

在することは認識されている。一方、少人数による密度の高い教育プログラムに対して負担感

を覚えるがゆえに登録に対して後ろ向きになる学生がなお存在するとするならば、そうした学

生に向けてはなおも本学部の教育におけるゼミナールの意義を伝え、履修を促すような取り組

みが必要であるかもしれない。 
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（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】 

 本学部の教育においては、学生による科目登録ひとつにしても、自らにとっての社会科学を

形作る学生の側の能動的なコミットメントを踏まえていることが必要である。そして、前述の

ように本学部を志望する段階である程度までは自分なりの課題設定についてイメージを膨ら

ませていることが通常であるとしても、高校生の知識を前提に総合的な社会科学を駆使した検

討課題をシャープに設定することが可能であるはずもない。そこで、１年生におけるオリエン

テーションは、本学部において特別な意味をもつことになる。 

【実態】【長所】 

 １年生の秋にゼミナール選択が行われることを考えれば、１年生の科目登録ですでに、自分

なりの絞り込みを想定した科目選択をしておくことが必要であるため、科目登録に先立って提

供されている科目についての具体的イメージを構築しておくことは非常に重要である。その目

的で、科目登録に先立って、午前中いっぱいを使ったガイダンスが行われる。その中で、各学

問分野からも代表する教員によって、学問分野が課題とするところがどこにあるか、そして当

該学問分野を学ぶにあたって心がけるべき点は何か、などといった点についての解説が行われ

る。 

 さらに、新入生の科目登録時期に合わせて、各系列を代表する教員たちを集めた個別相談の

機会を常に確保している。また、入学式後には、語学クラスを単位として配置されるクラス担

任の教員から詳細なオリエンテーションが行われ、履修相談の窓口としてクラス担任教員への

相談がいつでも可能であることが伝達される。こうしたきっかけを通じて、本学部での学習を

開始するにあたって必要な一人ひとりの省察の機会が確保され、その省察に際して必要であれ

ばいつでも手助けを提供する教員のサポートが用意されている。 

【問題点】【改善の方法】 

 科目登録前および科目登録受付期間中におけるオリエンテーションと相談機会の提供を通

じて、すでに開講される講義のイメージを初期段階で正確につかみ取れるような努力が行われ

ている。しかし、特に学内における教育のオープン化に伴い、他学部提供科目等についてまで

前もって理解を深めておく必要が生じていること等を考え合わせると、入学式前のオリエンテ

ーションにおいて情報が過不足なく学生に伝達されているかどうかについては、反省の余地が

ある。基本的には、情報量が複雑多岐にわたっていることによって、学生が消化不良を起こし

ている可能性が危惧される。 

 そのため、2006年度以降は、４月１日の入学式当日にオリエンテーションを集中して開催す

ることによって科目登録に必要な情報を新入生に伝えることができるように、内容を精選・明

解にさせていくことを検討している。また、口頭の説明で十分に伝わらない点を補うべく、各

学問分野の性格や課題、そして学び方について、入門用の解説パンフレットを作成することも

検討対象とされている。 

 

（インターンシップ、ボランティア） 

ⅠＣ群 インターン・シップを導入している学部・学科等における、そうしたシステムの実施
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の適切性 

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】【実態】【長所】 

 インターンシップに関して本学部は、授業目的の明確化した教育プログラムであることが確

認されている、オープン教育センター設置の「インターンシップ科目」という授業科目で取得

した単位を卒業単位に含ませることを認める限りでのみ、教育プログラムに取り込んでいる。 

 ボランティアに関して本学部は、授業目的の明確化した教育プログラムであることが確認さ

れている、オープン教育センター設置の科目で授業内容にボランティア実習が含まれたものを

通じて取得した単位を卒業単位に含ませることを認める限りでのみ、教育プログラムに取り込

んでいる。 

 インターンシップおよびボランティアは、教育プログラムとして組み立てられているときに

のみ単位認定の対象となるという方針については、多様な条件下にある多様な学生を含み込む

「社会に開かれた学部」としての本学の性格に基づいて、教授会における議論を踏まえて採用

されたものであり、現時点における判断として見直しの必要は感じられていない。 

 

（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 

【理念・目的】  

 本学部において必修科目は、必修外国語のみとなっている。これは、教育プログラムの画定

に向けて学生の選択自由度を最大限に高めることを狙ったものである。もちろん、これは体系

性のない科目履修を推奨するものではなく、ゼミナール担当教員による履修指導を通じて、当

該学生なりの体系性を確保できるようにするための支援と結びついたものである。 

【実態】【長所】 

 科目選択の自由度は、本学部の教育における顕著な特徴となっており、これは学生側から高

く評価されているだけでなく、受験生の好印象の原因となっており、近年の受験生拡大のひと

つの背景となっている。すなわち、社会科学系の学問を志す受験生としても、各学問分野がど

のようなものであるのかに関して十分に認識が深まっていないままに学部選択を行わなけれ

ばならず、学部選択によって必ずしも適性があるかどうかわからない必修科目が大量に設定さ

れる状況に関して著しい不安を抱いている。そのため、本学部のように、自らの適性を勘案し

ながら自分自身の選択を重ねていくことにより次第に専門性を深められる教育プログラムは、

安心して目の前の課題に取り組める環境として、高く評価されている。 

 多彩な選択肢から自らの選択を通じて、自分の問題意識に合わせて専門性を深め、社会科学

を総合するための自分なりの体系性を組み立てていけるという点に関しては、本学部教育の最

も根幹にかかわる部分であり、それを支える科目選択の最大限の自由度に関して、教授会内部

において理念的な一致がある。 

【問題点】【改善の方法】 

 全学部生にとって必ず通過しなければならない必修科目を拡大するという方向性は、上記の

ような選択可能性理念に関する合意からして、検討されるところとなっていない。ただ、科目

選択が完全に個別化され、授業科目が全体にわたる統合的機能を果たしていない点は、学部に
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とって必ずしもメリットのみもたらすわけではない。そのため、選択可能性を維持しつつ一人

ひとりの学生にとって科目履修の指針が明確化できるような仕組みを実現していくことに向

けて、教務レべルでの検討が開始されている。 

 

（授業形態と単位の関係） 

ⅠＡ群 各授業科目の特徴・内容や履修形態との関係における、その各々の授業科目の単位計

算方法の妥当性 

【理念・目的】【実態】 

単位の計算方法については、90分授業に関し講義・演習科目については４単位、語学科目に

ついては２単位という、伝統的なモデルを受け継いでいる。演習（ゼミナール）においては、

学生たちによる自主的なサブゼミを実施しているゼミナールなども少なからず存在し、授業時

間外における学生の共同作業、単独作業は、多くの場合に単位算定式で想定される時間数を超

えている。講義科目についても、多くの科目において、具体的な予習課題の指示が行われたり、

規模の小さなレポート課題が出されたりと、予・復習作業を実質化させるための試みが行われ

ている。 

単位数計算方法について、特に問題は認識されていない。 

 

（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 

ⅠＣ群 海外の大学との学生交流協定の締結状況とそのカリキュラム上の位置づけ 

【理念・目的】【実態】【長所】 

オープン教育センターを通じて運営される「f-Campus（５大学間交流）」制度を通じた近郊

の４大学（学習院大学、学習院女子大学、日本女子大学、立教大学）との単位互換、ならびに、

協定大学(東京女子医科大学、武蔵野美術大学、東京家政大学および京都地域 42 大学)との単

位互換制度が運営されている。これらの制度を通じて、数のうえではさほど多くはないが、本

学内部では提供できない特殊な領域の授業科目を学生の選択に基づいて本学部の教育プログ

ラムのうえで活用することができている。 

 

表Ⅰ－３ f-Campus 登録状況 

年度 登録件数 登録者数 登録総単位数 取得総単位数 

2001 ４ ３ 10 10 

2002 26 15 64 34 

2003 39 27 108 78 

2004 67 36 166 112 

 

また、同志社大学との学生交換制度を通じて、本学部の学生にも、同志社大学で１年間学ぶ

道が開かれている。本学とは異なる個性を有する優れた大学における学習経験を得る学生が何
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年かごとに現れることは、同志社大学から派遣される学生との交流を実現することと同時に、

本学部における開かれた学習環境を構築するうえで有益な役割を果たしている。同志社大学に

おいて取得した単位は、教務主任との面接を通じた認定可能性の厳密な吟味を経て、卒業単位

の一部として認定される。 

 

表Ⅰ－４ 同志社への派遣学生数 

年度 人数 

2000 ２ 

2001 １ 

2002 ０ 

2003 ２ 

2004 ４ 

2005 ２ 

 

さらに、本学は300を超える世界中の大学と提携関係にあり、さまざまな留学プログラム（交

換留学、TSA/ISA プログラム、ダブルディグリープログラム、私費留学など）が準備されてい

る。学生が在学中に外国大学に留学して勉学を深めてきた場合には、帰国後、教務主任との面

接を通じた厳密な吟味を経て、留学先大学で取得した単位を本学部の卒業単位に組み入れるこ

とができることとなっている。これは、主体的に学習機会を拡大する意欲をもった学生に対し

て、勉学の成果に対して応分の評価を施すことにより、主体的な学習機会の拡大が本人にとっ

ての不利益となることのないよう配慮しての制度である。 

入学前取得単位については、３年編入学試験および転部試験を受けて編入した学生に対して

のみ、教務主任との面接を通じた認定可能性の厳密な吟味を経て、一定単位数の範囲内で認め

ている。これは、編入した学生が限られた年限内に効率的に専門の勉学を深めていくことが可

能となることを目的とした制度である。 

【問題点】【改善の方法】 

 f-Campus制度に関しては、学部外組織が連携の中核を担っているため、本学部の学生が取得

してきた他大学提供科目の実際について必ずしも本学部において十分な認識を確保できてい

るわけではない。しかし、この点は、利用学生数が限られた範囲にとどまっていることとも相

俟って、本学内部で習得できない知識等を学生が得るという利点を確保するために妥協せざる

をえないものと評価されている。 

 外国大学への留学や同志社大学への派遣に際しての単位認定については、有効に機能してお

り、特に問題点は認識されていない。 

 編入学生のための取得単位の一部認定手続きについては、目的に沿った形で機能しており、

特に問題点は認識されていない。 

 

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】【実態】【長所】 

本学においては、教育のオープン化を目指して、他学部提供の「オープン科目」を広く選択
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できる制度が機能している。学部の壁を越えて、学生にとって必要な教育資源を効率的に共有

化しようとする制度である。ただ、本学部においては、卒業単位124単位中、他機関・他箇所

設置の授業の履修を通じて取得された単位の算入を、選択外国語を含めて 48 単位までに限定

している。学習機会の拡大が、過度な教育内容の拡散という副作用を招かないための措置であ

る。 

【問題点】【改善の方法】 

上記の限界の範囲内における他機関・他箇所実施の授業の幅広い選択可能性については、教

育上有意義であると評価され、問題点は認識されていない。 

 

（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 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本学部における全授業科目中における専任教員が担当する授業科目の割合は、『大学基礎デ

ータ』（表３）「開設授業科目における専兼比率」のとおりとなっている。  

 この表に見られるように、特に専門教育においては、専任教員が授業を担当している比率は 

77.9％と高い。多く兼任（非常勤）の教員の協力を仰いでいる分野に語学があり、これが全体

における専兼比率を押し下げていることが確認できる。この部分を除くと、教育に関する主導

的役割が専任の教員によって担われている現状が見て取れる。特にゼミナールについては、こ

れまでの経緯で兼任の教員が受け持つものが数個残っており、そうしたクラスについてはこれ

までの経験を生かした活動が期待できるとしても、それ以外の領域で（特別研究期間取得の代

講といった、特殊な場合を除いて）ゼミナールは専任教員が受け持つというルールを設定し、

それを徹底している。本学部における教員・学生間の距離の近さは、学生がこのようにして専

任教員と密に接することのできる環境を維持していることに基づいていると考えられる。 

 

（社会人学生、外国人留学生等への教育上の配慮） 

ⅠＣ群 社会人学生、外国人留学生、帰国生徒に対する教育課程編成上、教育指導上の配慮 

（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】 

 本学部においては、「社会に開かれた学部」という基本理念の下、学部設立当初から生涯学

習の理念に取り組んできた。当初は、夜間学部でありながら、昼間学部に併設された「２部」

ではない、専任教員を擁する独立学部として、勤労学生に高い水準で勉学機会を提供すること

に尽力してきた。次第に増えてきた、昼間部学生と同じ生活条件にある学生と「勤労学生」が

一緒に学ぶことによって相互に刺激し合える、有意義な環境が作り上げられていたわけである。

夜間学部の必要性を支えていた構造の変化を受けて、本学部は 1998 年から、昼夜開講学部と

なったが、高度な生涯学習機会の提供という理念はなおも重要な位置づけを得ている。 

【実態】【長所】 

 昼夜開講学部として、本学部は、６時限、７時限および土曜に開講される授業だけを選択し

ても十分に卒業に必要な単位数を、かなりの選択可能性を維持したまま、高度な内容の授業を
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履修することを通じて取得できるようになっている。実際には、一度大学を卒業した人々を対

象にリカレント教育の目的を追求する「学士入学試験」制度の下、毎年、かなりの数の学生が

３年生に編入している。こうした学生たちは、いったん社会に出ることによって大学における

勉学に対して尖鋭な問題意識をもつことが多く、熱心に勉学に取り組むことが多いため、高校

から直接に入学してきた学生たちに対して常によき刺激を提供している。 

 

表Ⅰ－５ 学士入学試験による入学者推移 

年度 人数 

2000 13 

2001 15 

2002 ６ 

2003 11 

2004 ６ 

2005 ５ 

 

 また、昼夜開講学部であることによって、働きながらの単位取得が比較的容易であるため、

一般入試を受験して入学する学生の中にも高校卒業後に直ちに大学に進学しなかった社会人

が含まれている。ただ、こうした高卒社会人学生については、入試形態が独立しているわけで

もなく、統計的にどれだけの人数がいるのかは正確には把握されていない。 

 社会人学生は、高校卒業後に直接入学した学生とは異なる要望を学部教育に対して抱いてい

ることがある。そのため、毎年定期的に、教務主任レべルで社会人学生の要望を直接に聞くた

めの会合の場が設けられ、要望の一部は着実に制度に反映している。2005年度には、この会合

において表明された要望を受け、学士入学試験を受けて入学する者にもゼミナール履修登録が

やりやすくなるよう、独立の説明会が制度化された。 

【問題点】 

 こうした会合等の場で表明されたり、個人的に事務所や学部教務に伝達される要望の中でも、

対応に苦慮しているものがないわけではない。特に対応が難しいのは、７時限の充実に向けた

要望である。制度上は、18時から始まる６時限を履修できる条件があることを前提に、昼夜開

講学部の夜間部分にかかわる教育プログラムが組まれている。しかし現実には、日本における

企業の勤務実態からして、18時からの授業参加が困難な場合が時として生じてくる。そのため、

19 時 40 分から始まる７時限の開講科目のバラエティーがもっと富んでいることが望ましいと

いう要望が届けられることがある。 

 実際には、７時限と土曜を組み合わせることにより、卒業単位の履修は可能なように制度設

計されている。ただ、そこで提供される選択肢は必ずしも豊富とはいえないのも確かである。

午後の早い時間帯から授業が開始されていて長時間勤務に限界があること、専任教員の多くが

昼夜開講大学院である大学院社会科学研究科における教育をも担当し、学部教育のために７時

限を追加的に担当することに限界があること、などの事情から、７時限の大幅拡大には実質上

無理がある。 

【改善の方法】 
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 この問題を深刻に受け止めた場合、７時限だけで十分な科目選択肢を提供できない状況を真

摯に認めていくほかない。その場合、これまで協力を得られる教員にできるだけ７時限を担当

してもらうという発想で組み立てられていたため、７時限に開講される科目に特に体系性があ

ったわけではなく、そのことが、「中途半端に入門だけできて深めることができない」といっ

たような不満につながっていたことは否めない。 

 この状況を改善するためには、６時限をも含めた場合に多様な選択機会を保障しつつ、７時

限に提供するものに関しては、多様な選択可能性を断念して、最大公約数的な要望に合致でき

るコースを学部側によってモデル化することしかできないだろう。午前中の授業時間帯を組み

込んだ完全昼夜開講制の導入に向けて検討を進める中、７時限科目の再整理も検討されている。 

 

（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 

（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 

【理念・目的】 

 教育上の効果測定は、各教員による成績認定を基本としている。その際、定期試験の制度は

なく、すべての試験が授業時間中における「教場試験」として実施されることとなっている。

これは、成績評価を行うための課題等が日常的な教育活動の一環であり、学期末等の一定の時

期に限って行えばよいという性質のものでないことを、教員全員で意識化するための仕組みで

ある。 

 ただ実際には、多くの講義科目において、前期・後期の最終２週間に教場試験が集中する傾

向がある。そのため、この期間については、学部事務所としても試験監督員の手配を支援する

など、各教員が教場試験を実施しやすいように特別の態勢を組んでいる。 

【実態】【長所】 

 成績認定は、教場試験の成績、平常点、そして個別に課される課題の評価を通じて行われる。

成績認定は、A、B、C、D（以上、単位認定）およびF、G（以上、単位不認定）の合格４段階＋

不合格となっている。多くの講義科目については、学生への成績フィードバックは学年末（2005

年度以降は前期科目について秋季も）の成績発表に依存せざるをえないが、少人数科目の多く

と一部の大規模講義科目において、答案返却と講評を通じて試験のもつ教育効果を高めるとと

もに、成績評価のアカウンタビリティーを高める試みが実施されている。 

 成績評価は、絶対評価によることが多い。これは、周囲の学生の成績という不安定要因に左

右されることなく、それぞれの授業で設定された目標に向けての到達度を客観的に測り、それ

を通じて勉学意欲の相対的低下を防ぐことを目的としている。 

 本学部において展開されている授業は内容的に非常に多様であり、そのため、学生に対する
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要求度を平準化することは可能でもなく、高度な教育研究を実現するうえで望ましいことでも

ない。それにもかかわらず、教員間の密接な交流の成果に基づいて、各科目で教員が設定して

いる到達目標の高さについては、基本線について概ね合意が形成されている。これは、合格・

不合格の境界線について有効に機能している。この点に関して相対評価を採用することは、教

育水準の全般的低下を招く危険から行われていない。それでも、多くの科目において厳正な成

績評価が実施され、本学部における教育に対する信用が高い水準において維持されている。 

 講義科目に関して、優秀とみなされる成績である「A・B」評価については全体の30％以内に

とどめる、という教授会申し合わせがあり、概ね機能している。これも、厳密な成績評価を実

現し、教育水準に関していわれなき不信を抱かれないことを狙った制度である。 

 学生にとっては、年間登録単位数の上限が１～３年生については40単位、４年生は40単位

と卒業見込みとなることを条件とした追加的な８単位に限定されている。そのことを通じて、

過重負担になることなく、それぞれの科目に学生が集中して取り組めるような環境が整えられ

ている。年間履修単位の厳格な上限は、前年までの取得単位数が少ない学生にとって一気に単

位数を取得する道をふさぐために厳しいものではあるが、しかし適正な環境の下で各科目の受

講を確保するために有意義な制度だと認識されている。３年生までで効果的な単位履修が進ん

でいる場合には、４年生において若干の余裕が生まれるが、その時間的余裕は、「ゼミナール

Ⅲ」で課される論文などに向けて、効果的に用いられていることが多い。 

【問題点】【改善の方法】 

 教育効果や目標達成度の評価方法に関して、教員間の交流に基づく合意が形成されてきてい

ることにより、厳正な成績評価を制度的に確保する仕組みは導入されていない。上記の、「A・

B評価は30％以内」という基準についても、紳士協定として維持されているにとどまる。 

 新任の教員を含む多くの教員において、こうした交流による合意と紳士協定的な指針の存在

で十分であるが、一部において、学生の表面的な要望に対応した成績のインフレ現象が見受け

られないでもない。このことは、学部教育の信用を毀損する可能性があるものと位置づける必

要があり、例えば各科目の成績分布に関する情報を教授会において共有化するなどの措置を検

討する必要が指摘されている。 

 

ⅠＢ群 卒業生の進路状況 

【理念・目的】【実態】【長所】 

 「社会科学の総合」を目指すことによって非常に多彩な教育・研究プログラムを内部に含み

込む本学部の特色を反映して、卒業生も非常にさまざまな方面において活躍している。大学院

等への進学、一般企業への就職、公務員・教員の採用、司法試験・公認会計士試験等の資格試

験合格などが典型的な例として挙げられる。近年においては、就職実績においては、本学内部

のどの他学部との比較においても極めて良好である。 

【問題点】【改善の方法】 

 卒業後の将来設計は、現在以上に、在学中の勉学に向けた強いインセンティブとして機能し

うるものと見受けられる。そのため、キャリアセンターと連携しながら、早い段階からのキャ

リアデベロップメントに取り組むことが重要である。なお、すでに「公認会計士試験受験希望

者に対する講演会」、社会科学部とキャリアセンターの共催で10月に「キャリア講座」を開催

している。 
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図２ 卒業生の業種別就職先（2004年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（履修指導） 

ⅠＡ群 学生に対する履修指導の適切性 

ⅠＢ群 オフィスアワーの制度化の状況 

ⅠＢ群 留年者に対する教育上の配慮措置の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】 

 履修指導は、科目選択の広い本学部において、特に重要な課題である。基本的には、２年生

以降の段階においては、各学生の抱く体系の中心点に位置づくゼミナールの担当教員が、履修

指導に関する中心的な役割を期待されている。さらに、似通った問題関心をもつ学生を集める

ゼミナール自体が、履修方針に関する重要な情報交換の場となっていることは言うまでもない。 

 ゼミナール教員を中心として、ただそのほかにも興味をもつ講義の担当教員など、専任教員

誰もが、学生に対して喜んで履修アドバイスを行えるような環境は整っている。すなわち、オ

フィスアワーは制度化され、講義要項において全教員のオフィスアワーが一覧表として情報提

供され、また、その他の連絡方法についてもさまざまな情報が学生に提供されている。同様に、

学部ホームページにおいてもオフィスアワー一覧は入手可能となっている。３年間の付き合い

を想定して始められる、ゼミナールにおける教員・学生間の人間関係が相当程度に密であるこ

ととも相まって、教員に相談に行くことに対する意識的な壁は、本学部の学生にあってさほど

高いものではないと推測できる。 

 さらに、オフィスアワーを利用しにくいような学生たちのニーズ掘り起こし作業も行ってい

る。実際には、オフィスアワーを利用できる学生よりも、意識的な壁を作って積極的に教員側

に連絡を取らない学生の方が支援を必要としていることが少なくない。そのため、必修語学で

欠席が目立つ学生などとクラス担任が面談の機会をもてるような仕組みが制度化されている。 

【問題点】【改善の方法】 

 学生サポート体制に不十分な点があるとすれば、ゼミナールに参加していない２年生以上と、
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過年度生（５年生以上）かもしれない。前者については、クラス担任等のサポート体制は取ら

れているが、個々の学生の日常を把握しきるところまではいっていない。過年度生についても

同様である。私生活に学部が介入することには限界があるが、適切な調和点を探っていくこと

がなお必要であろう。 

 

（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 

ⅠＣ群 学生満足度調査の導入状況 

【理念・目的】【実態】【長所】 

 教員の教育指導方法に関する能力向上については、新任教員に向けたものを含め、多分に、

教員個人間の私的な場における交流を通じた意識の共有に負っている。本学部においては、教

員同士で異なる専門分野に属することが少なくないため、逆に、過度の平準化を恐れることな

く、教育方法に関して忌憚ない意見交換がしやすい環境がある。 

 シラバス（「講義要項」）に関しては、かなり完成度の高い標準フォーマットを作り上げてき

ており、各科目１ページ（ゼミナールに関する要項については１ゼミナール見開き２ページ）

で詳細かつ高い一覧性をもって教育内容が理解できるようになっている。通常の講義に関する

シラバスの必須記入項目は、「授業内容」「授業計画」「教科書参考書」「成績評価」「履修登録

条件他（含む、前提科目）」である。 

 学生による授業評価に関しては、教員が任意に導入できる形になっている。2003年度までは

オープン教育センターの用意した質問表と自由記述用紙を利用する形で、2004年度以降はコン

ピューターネットワーク上で学生に評価を記入してもらう形で、希望教員が授業評価を受けら

れるようになっている。特に自由記述から刺激を受けて授業改善を行ったとする経験が報告さ

れている。 

 

表Ⅰ－６ 授業評価利用年次推移 

年度・学期 実施教員数 実施科目数 担当教員数 設置開講科目数

2004年度後期 49 98 189 568 

2005年度前期 47 82 192 571 

 

【問題点】【改善の方法】 

 授業評価に関しては、2004年から導入されているネットワーク上の方法により、参加学生数

が低下すると同時に、教室と切り離された場における評価記入になることにより、評価の信頼

性も著しく低下している。そのため、希望教員数についても、若干の低下が見られる。また、

任意の利用は、本来であれば最も学生の声に耳を傾けるべき人に声が届かない理論的危険を内

包している。学部独自で信頼性の高い授業評価制度を導入するための予備調査が開始されよう

としている。 
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（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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

 授業形態としては、外国語やゼミナール等の少人数科目と、20人規模から普通は上限300人

規模、例外的に最大で500人規模にまで上る講義科目が存在している。本学部の学生との関係

では、大人数の講義においても学生の集中度に特に支障が生ずる現実は確認できず、教員側の

集中度との兼ね合いで大人数講義が最も効果的な教育手法と認められる場合は少なくない。 

 教室に関しては、最初から大人数の講義に向けて作られており、また、マルチメディアを活

用した授業を行える設備は多くの教室において整っている。教員の創意工夫に基づいて、さま

ざまな形でマルチメディアやネットワークが活用されている。 

【問題点】【改善の方法】 

 大人数の講義については、授業への主体的な参画に関して、学生側の意識に負う部分が少な

くない。学生の気質変化が懸念される中、現在のような学生の集中度を確保できるかどうかに

ついては、常に検証を続ける必要が意識されている。 

 

（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 

ⅠＣ群 外国人教員の受け入れ体制の整備状況 

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 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本学部は、３人の専任外国人教員を擁し、国際化レべルの進んだ学部のひとつである。また、

特別研究期間の制度が用意されており、毎年複数の教員が海外において研究滞在を行っている。

また、学生レベルでも、前述のさまざまな制度を利用し、海外の大学等に留学する学生は少な

くない。 

 

表Ⅰ－７ 留学による単位認定を申請した学生数の年次推移 

年度 海外留学者数 単位認定者数 

2000 24 13 

2001 21 11 

2002 34 19 

2003 32 17 

2004 36 5 

※2004年度の単位認定者数は、前期出発者のみ  

 

本学部のホームページはそこまで完成されていないが、大学院社会科学研究科のホームペー

ジは日、英、中、韓の４カ国語５字体で記述されており、海外に向けての情報発信に努めてい

る。 
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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 

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 

ⅠＣ群 学部・学科等のカリキュラムと入試科目との関係 

（ アドミッションズ・オフィス入試） 

ⅠＣ群 アドミッションズ・オフィス入試を実施している場合における、その実施の適切性 

（夜間学部等への社会人の受け入れ） 

ⅠＣ群 夜間学部、昼夜開講制学部における、社会人学生の受け入れ状況 

【理念・目的】 

 入学試験に関して、本学部は、複数の制度をもっている。１年生入学者を募集するものとし

て、「一般入学試験」「全国自己推薦入学試験」「帰国生入学試験」「外国学生入学試験」、附属・

系属からの推薦、編入学試験として、「外国学生入学試験」「学士入学試験」「３年編入学試験」、

さらには特殊な制度としての「転部試験」がこれにあたる。 

 このうち、学部定員630人の中で500人を募集し、質量ともに入学試験の中心的な位置を占

めるのが、「一般入学試験」である。この入学試験については、受験科目として、「英語」「国

語」のほか、選択科目として「日本史」「世界史」「政治経済」「数学」の中から１科目の試験

を受けることになる。特に選択科目後二者との関係で、入試科目の設定において、社会科学と

の関連性ある科目を広く用意することにより、多様な人材にチャンスを与えるよう配慮がなさ

れている。また、学部内部における出題委員制度と、そこで蓄積された出題に関する経験によ

って、学部で受けるべき教育に向けた資質をできるだけ反映するような問題の設定が行われて

いる。 

 募集定員約 50 人の「全国自己推薦入学試験」が、数のうえでは一般入学試験に次ぐ比重を

保っている。この制度は、全国各地から多様な能力をもつ卓越した学生を迎え入れようとする

目的の下、学芸系ないしスポーツ系クラブなどに所属し、優秀な成績を収めた者などから、実

績リストなどを含む自己推薦書類を提出してもらい、書類審査、作文および面接を通じて合格

者を決定するものである。多様な才能をもった学生の確保という点において、1989年の制度導

入以来、重要な役割を果たしてきた。現在多くの大学・学部で実施されている AO 入試制度な

ども、多様な才能をもった学生の確保を狙いとしているわけであるが、「全国自己推薦入学試

験」がそうした観点を国内においていち早く取り入れた点については、本学部の先見性を示す

ものとして自負の対象となっている。 

 さらに、「社会に開かれた学部」であろうとする際に、「学士入学試験」も重要な役割を果た

している（合格者数の年次推移や意義については、上記の生涯学習についての項目参照）。 

【実態】【長所】 

 少子化の影響を受けて多くの大学が受験生減に苦しむ中、本学部は、受験者数の減少を極め

て小さい範囲に食い止めてきている。 
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表Ⅰ－８ 一般入学試験における志願者数の推移 

年度 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

志願者数 14,738 15,414 16,526 15,600 13,914 13,867 

 

これは、本学部における教育の意義がますます社会に知られていっていることと並んで、適

切な入学試験政策を選ぶことを通じて信頼を勝ちえていることに起因するものと評価できる。 

【問題点】【改善の方法】 

「全国自己推薦入学試験」に関しては、本学部として来てほしい受験生像と、高等学校や受

験産業が受験指導を経て送り込もうとする受験生像の間に、若干の誤差が生じるに至っている。

この点は、出願要件の設定や合格者選抜方法において、なお改善の余地があることを表してい

る。この「全国自己推薦入学試験」の制度改革の短期的・中期的な取り組みは、現在も継続し

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 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 入学試験の実施体制は基本的に本学部の専任教員と専任職員を中心に組織されている。その

ことを通じて、高い機密性と作業の確実性を実現することができている。1980年代において他

学部で発生した入試問題漏洩事件を受けての全学的取り組みの成果もあって、あらゆる不正が

発生しうる可能性は、ないといってよかろう。 

 入学者選抜基準は、一般入学試験に関しては、完全に透明化されている。合格最低点が公表

されると同時に、不合格者に対する得点の公開が行われている。そのことを通じて、得点以外

の要素が合否判定に影響を及ぼす可能性が完全に排除されている。ほかの入学試験制度におい

ても、基本的な姿勢は全く変わりがない。「全国自己推薦入学試験」においても、例えば活動

実績の評価については、客観的な評価基準を設け、それに基づいて判定が行われている。評価

者の個人的な恣意が入り込む余地のない仕組みになっている。 

 

（入学者選抜方法の検証） 

ⅡＢ群 各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 入試問題の検証は、出題した年度の出題委員会と、次年度の出題委員会によって二重の形で

行われている。すなわち、採点後に得点分布が明らかになった時点から検証作業が開始され、

出題した委員による自己評価を経て、反省点が文書によって次年度の委員会に引き継がれると

ともに、次年度の出題委員会が前年度の出題を再度点検し、当該年度の出題作業が開始される。

こうして毎年度蓄積された反省点は、科目の内部で継承され、各科目における適切な出題を支

える基盤となっている。 

 

（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
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れ・単位認定の適切性 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 昼夜開講制の定着に伴い、在留資格に伴う問題が解決し、留学生受け入れの条件が整ってき

ている。 2005年４月１日時点で、３人の外国人留学生を受け入れている。今後、学部教育の国

際化を進め、外国人留学生を増やしていきたい。 

 

（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】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 2000 年度から 2005 年度までの各年度ごとの入学定員に対する入学者比率は次の表のとおり

であり、ほぼ適正に推移している。 

 

表Ⅰ－９ 定員比率の年次推移 

年度 入学定員 入学者数 実質比率

 ① ② ②÷① 

2005 630 745 1.18 

2004 630 744 1.18 

2003 675 806 1.19 

2002 705 769 1.09 

2001 720 831 1.15 

2000 735 916 1.25 

 

 （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 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 退学者は、下記のように推移している。 

 

表Ⅰ―10退学者数年度別推移 

年度 人数 

2000 54 

2001 57 

2002 61 

2003 49 

2004 42 

 

 退学理由については、退学願を受け付ける制度の中で、基本的には学部として把握するとこ
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ろとなっており、支援の可能性がある場合には教務主任が面談を行っている場合もある。奨学

金制度などを通じて支援を行おうとしているにもかかわらず、経済的な理由（家計急変等）で

の退学が後を絶たないのは、残念なところである。 

 

ⅠＣ群 編入学生及び転科・転部学生の状況 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 「社会に開かれた学部」として、３年編入学試験制度については、自負と使命感をもって実

施している。短大卒などの優秀な編入学生を集めることに成功している。転部試験についても、

毎年応募者は少なくなく、優秀な部分について転部を認めて本学部で活躍の機会を提供してい

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】【実態】【長所】 

本学部は、社会科学総合学術院に属する60人の専任教員（教授53人、助教授３人、専任講

師４人）が主たる担当学部として教育上の責任を中心的に担っている。この人数は、教員１人

当たりの学生数として、入学定員ベースで10.5人、現実の入学者数ベースで12.4人、過年度

生を含む在籍学生総数ベースで56.11人（2005年度４月１日、在籍学生総数3,367人）となっ

ている。 

学科は、「社会科学科」１学科となっている。学部教育にかかわるほとんどの事項は、社会

科学総合学術院教授会の審議事項とされ、専任講師・助教授を含む全専任教員によって決せら

れている。学部としての意思決定は、外部教員の協力を得ることなく、すべて専任教員によっ

て行われており、また演習科目・講義科目とも、一部非常勤の教員の協力を得ているが、主要

科目については原則的に専任教員が担当している（上記の「全授業科目中、専任教員が担当す

る授業科目とその割合」に関する項目参照）。 

 下部の教員組織として、「系列」があり、カリキュラムの細目に関する検討や、昇任人事の

提案など、教員組織上・学部運営上の基礎的な役割を果たしている。この「系列」は、学問分

野（履修モデル縦軸）を意識しながら、一部で分野を包括しながら組織されており、社会科学

総合、政治学、法学、経済学、商学、人文自然、英語の７つ（加えて、他系列所属の教員でア

ドホックに組織される非英語系語学の系列を含めれば８つ）から成っている。各系列から選出

される「学部運営小委員会委員」によって組織される「学部運営小委員会」が各系列の提案を

調整して教授会に提案する機能を担っている。同時に、学術院教授会の下部委員会は、系列選

出の委員によって組織されているか（学生生活委員会、長期計画委員会ほか）、少なくとも各
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系列選出の１人の委員を加える形で組織されている（教授会で選挙された委員が過半数を占め

る教員人事委員会など）ことが多い。 

内容的に多岐にわたる本学部の教育に関する事項を、ボトムアップの提案型の組織形態の中

で責任をもって運営するために確立してきたのが、この「系列」システムである。伝統的に固

定した体系をもつわけではない本学部の教育プログラムに関しては、カリキュラムの日常的な

検証が不可欠であるが、ある程度の安定性と信頼性をもってその作業を進めるためには、一定

の方法論的な合意をもって審議を行うことのできる組織単位が必要であった。「系列」は、学

問分野を意識することにより、教育・研究に関する共通の方法論を踏まえて組織されており、

実質的な討議を保障する場として適切であった。 

なお、年齢構成に関しては、1994 年の大学院社会科学研究科設置を準備する段階で 1940 年

代後半生まれの教員を多数採用した結果、多少の偏りが出ている。これは、一時的な原因によ

るものであり、今後のバランスのとれた採用人事を進めることによって改善可能である。 

【問題点】【改善の方法】 

 「系列」を基礎にした教員組織は、各学問分野に応じた確かな方法論を踏まえ、教員人事の

側面においても、カリキュラム見直しについても、責任ある教育体制を組み立てていくうえで

極めて重要な役割を果たしてきた。しかし同時に、この「系列」を通じた組織により、学際性・

総合性を目指す学部の理念がなかなか教育・研究の中で実現していきにくい環境が出来上がっ

てきたことも否めない。昇任人事に関する提案権を「系列」が握ることにより、若手教員にと

って、所属系列の学問的な方法論を大きく打ち破ることの難しい環境が――多くの場合には無

意識であるが――働いていたことも考えられる。 

 そのため、これまでも「系列」によるセクショナリズムに陥らないようにするための努力は

積み重ねられてきた。1994年度以降、教員人事委員会において教授会から選挙によって選ばれ

た委員が過半数を占めるよう組織変更されたのが、その一例といえる。また、教育カリキュラ

ム面でも、2000 年度以降に設置された「学際研究入門」や、1980 年代から本学部の学際的な

方向性を代表する「社会科学総合研究」などといった複数教員による講義を企画・運営するこ

とを通じて、「系列」をまたいだ教員間の共同作業は一部において制度化されてきている。 

 しかし、教育カリキュラムのデザインを進めるうえでは、「系列」以外の組織母体がどうし

てもアドホックな性格を免れがたく、責任あるカリキュラム立案主体としての機能を十分に果

たしてこなかった。今後、コース選択必修科目等を含み込みうる新しい教育ユニットの設置を

検討する中で、近接した問題領域を包括するような組織を教員側においても部分的に導入でき

るよう、検討が開始されている。 

 教員組織の人数としては、教員１人当たりの在籍学生数が若干高いものの、これは資格試験

受験や就職を目指して自主的に５年生以降にとどまる学生の数を割り引いて考える必要があ

り、それだけで即座に改善の必要があるということにはならない。ただ、現在の教員学生比率

でありながらゼミナールの定員を 15 人としていることにより、学生の希望との誤差等の問題

が若干は生じている。今後、新しい教育ユニットの設置検討と併せて、本大学全体での標準教

員学生比率から算定される標準専任教員数 67 人に向けた増員計画を進めていく必要が認識さ

れている。 

 

ⅠＣ群 教員組織における外国人研究者の受け入れ状況 
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ⅠＣ群 教員組織における女性教員の占める割合 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本学部は、３人（全専任教員中、約５％）の外国籍に属する専任教員を擁している。いずれ

も、本学部の教育・研究の中で中枢を占める教員としての機能を担い、身分上のいかなる差別

も存在していない。 

 本学部は、７人（全専任教員中、約12％）の女性教員を擁している。いずれも、本学部の教

育・研究の中で中枢を占める教員としての機能を担っている。採用人事においては、業績等に

表れた教育研究能力を唯一の基準にしており、女性枠を設ける等の優遇措置は検討されていな

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

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 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 教育にかかわる特別な人的補助体制は、語学の中で必修化された Tutorial English におい

て確立しているにすぎない。この点に関する管理・運営は、学部外機関に委ねられている。 

 TAは、利用可能時間数を全体で学部管理下に置かれており、実際には出席カード配布等のア

ルバイト的な作業に従事させているにすぎない。専門知識を有する大学院生が教員と学生の間

を仲介するような、真の意味でのTAの制度化が急務である。 

 さらには、助手も現在では直接の教育活動に携わっておらず、研究に専念できる環境を保障

されている。研究支援としてのこうした助手の活用は基本線として問題ないものの、学生と近

く接するような少人数教育を部分的に助手と専任教員との共同作業として行っていくことに

より、学生・助手の双方にとって大きな成果が期待できる場面がある。この点も、「助教」ポ

ストの制度化にかかわる学校教育法改正の動きを見ながら、対応を検討する予定である。 

 

（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 

（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   

【理念・目的】【実態】【長所】 

 本学部における専任教員の募集、任免、昇格に関しては、業績に表れる教育研究能力を基本

的な評価基準として行われている。 

 専任教員の募集については、現在までのところ、すべて純粋な公募によって行われている。

教授会内部で推薦を募る方式も手続上は準備されているが、この方式が用いられた例は一度も

ない。公募科目の決定は教員人事委員会において、「後任人事」方式によらずに、カリキュラ
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ム上の必要性に基づく科目提案に対する審議を踏まえて行われる。その段階以降、採用候補者

を一本化して教授会に提案する段階まで、教員人事委員会と、そこで任命された臨時専門委員

が審査の任にあたる。具体的には、人事委員会内部において、応募者が提出した業績原本の応

募者氏名を隠したうえでの閲覧、それを踏まえた候補者絞り込み、作業グループ全員による面

接、慎重な審議に基づく無記名投票による教授会への推薦決定、という手順で手続が進み、教

授会においても、全員の無記名投票で採用の決定が行われる。この手続において評価の対象と

なるのは、基本的に学術的な業績に表れる研究能力と、あとは教歴という形で示される教育能

力であり、面接時点で人物像としての適性が論点として浮上することはあるが、基本的には業

績評価で導き出された結論が決定的である。 

 教員の昇格に関しては、「系列」が提案権を有する。専任講師２年、助教授５年の必要経験

年数を経た段階で昇格候補となり、助教授昇格のためには２本、教授昇格のためには５本の専

門分野にかかわる学術論文が示されることを条件として、昇格の審査が始められる。この審査

においては、「学術論文」概念は狭く限定されており、本当に当該分野の研究動向に重要な新

しい学問的知見を付け加える研究論文であることが要求され、教科書の分担執筆や解説記事等

は評価の対象から除外されている。この審査基準は明確で、内部の共通の了解が出来上がって

いる。多くの場合、必要な経験年数を経過した段階で昇格していくのが普通であるが、評価の

高い学術雑誌への応募を目指して書き直し作業を続けるなど、発表の仕方には個人差が見られ、

継続的な研究活動それ自体がきちんと行われている限りにおいて、基本的には研究発表手段に

関する本人の決定は最大限尊重されている。 

 昇格人事と、それから定年退職後の名誉教授推薦という機会を除いては、教員相互で研究実

績を相互評価する仕組みはない。にもかかわらず、他の教員の研究実績についてはお互いに常

に把握できる状態にあり、また実際に、例えば共同研究やカリキュラム上の共同作業を進める

うえで、実際に研究成果の共有化は部分的に行われている。 

【問題点】【改善の方法】 

 専任教員の募集については、過去何度か応募があったにもかかわらず採用に至らなかった事

例が頻発したことがあった。必ずしも学部が求める人材の応募が得られなかった等の、公募方

式に内在する原因によるものとみられる。この点については、公募によって多くの研究者に負

荷をかけている現状を認識して、本学部として求める人材についてのイメージをより正確に訴

えられるよう、努力が積み重ねられている。 

 昇格人事においては、基準が厳格なまま維持されていることにより、必要な経験年数を超え

て昇格しない事例が時として見受けられる。多くの場合は確実な研究実績を踏まえながら、成

果公表手段の選択において昇任基準の要求とズレが生じるケースである。こうした場合でも、

学生に対する説明責任の問題として適切な発表を促されることなどがある。 

 

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 

ⅠＣ群 国内外の学会での活動状況 

ⅠＣ群 当該学部として特筆すべき研究分野での研究活動状況 
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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 

ⅡＡ群 論文等研究成果の発表状況 

ⅡＣ群 国内外の学会での活動状況 

ⅡＣ群 当該大学院・研究科として特筆すべき研究分野での研究活動状況 

ⅡＣ群 研究助成を得て行われる研究プログラムの展開状況 

（研究における国際連携） 

ⅠＣ群 国際的な共同研究への参加状況 

ⅡＣ群 国際的な共同研究への参加状況 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】 

 社会科学総合学術院のメンバーは、社会科学（社会科学総合、政治学、法学、経済学、商学）、

人文科学（歴史学、哲学、文学、語学、芸術など）、自然科学（理学、工学、情報など）とい

う広範囲な領域の専攻者によって構成されている。したがって、研究業績の評価についても一

律に、数量的視点からの評価は困難である。重要な特徴のひとつとして、本学術院のメンバー

が多様な専攻者からなることにより、メンバーは一定程度、社会科学の総合の観点からの研究

を志向し、人文科学、自然科学を専門とするメンバーも、社会科学と関連づけた研究成果を発

表していることである。各スタッフの研究業績は、当大学のホームページで公開されているが、

メンバー全体として、この５年間、継続的に成果を発表してきている。メンバーの中には、専

門学会誌・専門雑誌において成果発表を積極的に行い、海外も含めて学内外における共同研究

（科研費や特定課題研究助成費、学内プロジェクトについては後述）に参加し、成果発表を行

っているメンバーも多い。 

【改善の方法】 

今後、学部教育、大学院教育の新たな展開と関連づけて、外部の研究費の獲得も含めて、ス

タッフを中心とした共同研究を、テーマのうえでも、メンバーの点でも、さらに広げていくこ

とが課題である。 

 

（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 

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 

ⅡＢ群 共同研究費の制度化の状況とその運用の適切性 

（競争的な研究環境創出のための措置） 

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 

ⅠＣ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 

ⅠＣ群 流動研究部門、流動的研究施設の設置・運用の状況 
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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 

【理念・目的】【実態】【長所】 

 個人研究費に関しては、本大学の規定で、年42万 6,000円が交付されている。そのほかに、

学会出張等のための枠として、年９万円が用意されている。研究室については、専任教員ごと

に、約 22 ㎡の個人研究室が用意されている。研修機会確保の一環として、学会出張について

は休講事由として認める方針をとっている（補講負担からの免除は認められていない）。 

 研究費については、特定課題研究費として、競争的基盤における申請に基づいて最高500万

円(２年間)まで増額を受ける可能性がある。この特定課題研究費は、科学研究費補助金の申請

に連動するタイプと、科学研究費の対象になりにくい特色ある研究を支援するタイプの２種類

から成っており、一方で科学研究費の申請に対するインセンティブを高めるとともに、他方で

大学として支援を行うべき対象にも行き渡るように配慮がなされている。特定課題研究費の枠

内において、共同研究を支援する態勢も整っている。 

 科学研究費補助金と特定課題研究費の申請数、採択数、採択金額を下記に一覧にしておく。 

 

表Ⅰ－11科学研究費補助金・特定課題研究費の申請・採択状況 

 科学研究費補助金 

申請者数 採択者数(採択率) 採択金額 

 特定課題研究費 

申請者数 採択者数(採択率) 採択金額 

2000 15 ２  (13％) 4,500千円 25 22  (88％) 11,440千円 

2001 17 ６  (35％) 5,400千円 18 16  (89％)  5,999千円 

2002 15 ６  (40％) 13,500千円 19 14  (74％) 11,870千円 

2003 19 ３  (16％) 3,500千円 18 12  (67％)  8,168千円 

2004 18 ５  (28％) 8,900千円 20 18  (90％)  7,727千円 

2005 16  ４  (25％) 8,300千円 19 ９  (47％)  3,800千円 

 

また、本学部は付置研究所を有していない。内部における有機的な研究連携を軸とする本学

部の共同研究スタイルからすれば、恒久的な付置研究所の必要性は認めにくい。むしろ学術院

全体、あるいは大学院社会科学研究科全体が研究組織として機能することを目指した研究支援

体制を確立するべく検討を進めている。 

 流動的研究部門に対応するものとして、本大学では、プロジェクト研究所の制度がある。本

学部からは、以下のような形でプロジェクト研究所を支える人材を提供している。 

 

表Ⅰ－12プロジェクト研究所への貢献（延べ人数） 

 プロジェクト研究所 

参加教員数 

2000 13

2001 21
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2002 26

2003 37

2004 39

2005 38

 

 前述の特別研究期間制度は、本学部教員の研究能力を高めるうえで重要な役割を果たしてい

る。年に２～３人は、本部から支給される支度金・旅費等を受けて国外の研究機関で集中的に

研究に専念できる機会が与えられ、その他１人程度についても特別な支度金等の支給がないも

のの、研究に専念する機会が保障される。制度理念としては、10年間に１度はこうした機会が

得られるように設計されている。30 代から 40 代半ばの若手教員に関しては、１年間の延長を

認めて都合２年間まで研究に専念できることが慣習上認められている。これは、本学部が示す

高い研究実績の基礎となっている。 

【問題点】【改善の方法】 

 教員の研究時間の確保に向けて、授業負担は原則週５コマとして運用しようとしているが、

少ない人数で学生の教育に向けたさまざまなニーズに対応する必要上、一部において大学院や

他箇所兼担も含めて週 10 コマ近い負担が生じている。この点については、緊急に改善の必要

があり、学部内持ちコマ・ルールの弾力化を通じて持ちコマ数減に取り組んでいる。 

 競争的研究資金の申請・採択状況については、これが学部の評価に直結するデータであるこ

とを示し、申請を促しているが、必ずしも申請率が高くないのが現状である。その背景として、

社会科学系の研究を進めるうえで必ずしも個人研究費の枠を大幅に超える研究費ニーズが発

生するとは限らないこと、また、採択されやすい研究計画を準備することによってむしろ必要

外の事務が発生し、科学研究費補助金の取得によってむしろ研究が阻害される実態がありうる

ことなどの事情が考えられる。申請した場合には概ね平均を上回る率で採択されていることか

ら考えても、本学部スタッフの研究能力は十分に構築されていることと併せて申請率のデータ

を読む必要がある。 

 

（研究上の成果の公表、発信・受信等） 

ⅠＣ群 研究論文・研究成果の公表を支援する措置の適切性 

ⅠＣ群 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 

ⅡＣ群 国内外の大学や研究機関の研究成果を発信・受信する条件の整備状況 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本学部には、大学院社会科学研究科と合同で、教員・院生・学生を包括する研究組織である

「早稲田大学社会科学会」が併設されている。この学会は、定期的に学術シンポジウムなどを

開催するとともに、年に３回、『社会科学総合研究』と題された研究紀要を発行している。社

会科学諸分野の研究者の間で高い評価を確立しており、毎号、242 カ所の研究機関と研究紀要

の交換を行っている。なお、『社会科学総合研究』は、社会科学学会の財政基盤に規定されて

年２回体制であったところ、内部努力を通じて 2002 年度から年３号体制を確立し、教員の研

究成果発表の機会に厚味を増すことに成功している。 

 

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 

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 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本学部は、管理責任を負う施設として、社会科学部・大学院社会科学研究科合同事務所、個

人研究室、学生読書室、教員読書室、教員室、学生用コンピュータ・ルーム、TAルームおよび

小規模な共同研究室６室、12-３号館を擁するのみである。教育研究上必要な他の施設はすべ

て、大学教務部が管理する共通教室を利用することで賄われている。現状では、授業教室の確

保に手いっぱいという状況であり、14 号館を中心とした機動性ある授業環境を作るうえでも、

満足できる状況にはない。さらに、ゼミナールの学生が打ち合わせ等を行う際にも、極めて限

られた条件でしか教室利用はできず、実際には近くの飲食店が主たる教育研究場所として機能

している現実すら認められる。こうした教育施設の極端な欠乏は、大学本部への要望として伝

達されている。 

 教育用の情報処理機器は、とりあえず必要な範囲で教室に備え付けられている。 

 

（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 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本学部の管理下にある施設については、「学生のための生活の場」という視点は入り込む余

地はない。大学共通施設の構築にあたって、本学部学生の生活、自主的な勉学および課外活動

のニーズに配慮するよう、大学本部に対して申し入れを行っている。 

 

（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 

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】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 建物および教室については、本学部の管理が及ばない。障害のある学生にとって施設面での

配慮は十分とは言いがたいが、新しく建設された 14 号館等においては、最低限の配慮は認め

られる。事務職員などの手を借りながら、障害のある学生への支援を行っている。 

 本学部の学生読書室は、平日 13 時～21 時、土曜 10 時 30 分～17 時 30 分の間で開室してい

る。本学部職員の勤務時間体制と連動してのことであるが、午前中の時間帯における勉学の必

要性からすれば、午前中開室を検討してもよい状態にある。もっとも、午前中に関しては総合

図書館をはじめとする他の施設が利用可能であることを考えると、まずもって正確なニーズの

把握から始めることが肝要であろう。 

 キャンパス間移動については、他学部提供のオープン科目等を受講する場合、本学部の学生
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でも深刻な問題となる。特に戸山町キャンパス（文学部）、大久保キャンパス（理工学部）と

の往復は、短い休み時間の間では困難であり、改善が求められている。 

 

（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 

【理念・目的】【実態】【長所】【問題点】【改善の方法】 

 本学部としては、管理する施設は前記の必要最小限度にも満たない範囲に限られており、必

然的に全体に目が行き届く体制が整っている。そのほか、大学本部が管理すると主張する、本

学部が主として利用する 14 号館の建物などについては、建物補修の申請等、実質上の管理は

利用学部である本学部が行っているが、責任が他箇所にあり、あくまで仲介者としてしか機能

しえていない。これまで、施設・設備の衛生・安全を確保するうえで看過できない事態には立

ち至っていないが、責任体制の確立が求められる。 


