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 09 スポーツ科学学術院 

  

  01）スポーツ科学部 

 

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】 

 スポーツは、身体を動かすという人間の本源的欲求に応えて、爽快感、達成感、連帯感などの

精神的充足や楽しさ、喜びをもたらすことで、人々の人生をより豊かに充実したものとする。ま

た、スポーツは体力の向上や精神的ストレスの発散、生活習慣病予防など、身体的・精神的な健

康の維持・増進に寄与するものである。さらに、人間の極限の可能性を追求する競技スポーツは、

人々に夢や感動を与えることを通じて活力に満ちた健全な社会の形成に貢献する。そのため、近

年のわが国におけるスポーツに対する関心は、自由時間の増加や所得水準の向上と相まって著し

く増大している。一方、スポーツに対する関心が産業界から強く発せられるようになったのも、

近年の特徴である。日本におけるスポーツ市場の規模は年々拡大してきており、特に、スポーツ

用品市場の増大に比べてスポーツサービス市場の成長が顕著であり、それゆえ、時代の変化に伴

う消費者ニーズの多様化を分析する視点が求められている。 

 早稲田大学では、このような社会から要請されているさまざまなニーズに迅速に対応するため

に、さらには、スポーツを必要とする社会の諸分野において専門的知識をもって活躍しうる人材

を養成するとともに、ビッグサイエンスに成長する可能性を秘めたスポーツ科学をより発展させ

ることで、国内最高水準の総合的スポーツ教育研究拠点として国内外に貢献することを目的とし

て、2003 年４月にスポーツ科学部を創設した。一方、早稲田大学では 2004 年９月より、学部と

大学院あるいは研究センターなどを一体化した組織として学術院体制をとっているが、2005 年

４月現在、スポーツ科学学術院には学部しか存在せず、大学院スポーツ科学研究科は 2006 年４

月に開設される予定である。 

【実態】【長所】 

 学部はスポーツ医科学科とスポーツ文化学科の２学科から構成されており、スポーツ医科学科

では、自然科学系からのアプローチによって「スポーツする身体と心」を総合的に教育・研究す

ることを目標としている。さらに、この学科には、医科学系領域の理論的な学習に取り組む「ス

ポーツ医科学コース」、スポーツを通じて生涯にわたる健康づくりや生活の質の向上を実現する

理論と方法を学ぶ「健康スポーツコース」、スポーツ傷害の予防、リハビリテーション、コンデ

ィショニングなど、具体的な実践技法を重視した「トレーナーコース」が設置されている。一方、

スポーツ文化学科では、人文社会科学系のアプローチによって「社会の中でのスポーツ」を科学

的な観点から教育・研究することを目標としている。そして、この学科には、多角的な視点から
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スポーツをとらえてその意義や文化について学ぶ「スポーツ文化コース」、マーケティングやメ

ディア、イベントなど、多彩なスポーツビジネスの場で活躍できる人材の育成を目指す「スポー

ツビジネスコース」、教員や生涯スポーツの指導者などを育成する「スポーツ教育コース」、ス

ポーツスキル向上のメカニズムやコーチングの理論・方法など、高度な実践的能力を習得する「ト

ップパフォーマンスコース」が設置されている。 

 そして、これらによってスポーツ科学を専門的に学んだ学生が、高いスポーツ教養、国際力お

よび論理性を併せ持つ人材として、社会のあらゆる分野に進出し活躍することを目標としてい

る。これらのことを達成するために、学部においては、スポーツに関連する幅広い教養を身につ

けさせ、学生の目的・興味に応じて適切な学習を行うことができるように教育課程を編成してい

る。具体的には、１年生のスポーツ教養演習によって、スポーツ科学の多様な側面を適切に理解

させるとともに、ホームルームの機能をもたせて大学生活への入り口でつまずくことなくスポー

ツ科学の学習を進められるように、導入教育を徹底することとした。また、少人数の実践的な英

語の授業「チュートリアル英語」を必修にしたほか、コミュニケーション能力の向上を目的とし

た「スポーツ英語」を導入するなど、国際化の進展を見据えた英語教育の強化や、海外協定校と

の連携により語学研修と野外活動実習を組み込んだ海外プログラムを実施するなど、入学後の早

い段階から国際力を養うためのカリキュラムを用意している。 

 導入教育を経た２年次には、各学科内に設置されたコースを選択させることとしているが、専

門科目の充実とともに 40 以上の演習（専門ゼミ）を配置して、学生の興味・関心に応じて幅広

く専門的な学習ができるようにしている。同時に、多様な学科目の中から各自の学習目標を達成

するうえで最適な履修が可能となるように、必修となるコア科目を最小限に抑えて学生の選択の

自由度を高めるように配慮している。このほかにも、スポーツビジネスに関連する科目として商

学部との合同授業を取り入れたり、各コースでの教育研究を円滑に進め発展させるために、東京

女子医科大学やオレゴン州立大学システムと連携したり、内外のスポーツ諸機関と連携して実践

研究を行ったり、スポーツ産業にかかわる民間企業と提携してスポーツマーケティングあるいは

スポーツ用品開発などについての教育研究を行うことにしている。さらには、学部における教育

研究を効果的に融合発展させるために、メディカル、コンディショニング、リコンディショニン

グ、ニュートリション、メンタルの５部門からなるスポーツ医科学クリニックを設置し、MRI を

はじめとする最新の機器を導入して、学生からのスポーツ相談に応じるとともに学生実習の場と

して機能させている。 

  一方、理念・目的・教育目標等の周知については、毎年リーフレットなどを作成・配布して行
うとともに、学術院ホームページに最新の情報を含めて掲載することで、その周知徹底を図って

いる。また、大学が実施する西早稲田キャンパスでの年２回のオープンキャンパス、ならびに学

術院が独自に実施する所沢キャンパスでの学部説明会等を年１回以上実施し、教員および在学生

と直接相談できる体制を整えている。過去３年間の受験者数の推移や入学後の学生に対するアン

ケートの結果からも、学部の理念・目的・教育目標等は概ね周知されていると思われ、それゆえ、

これらの方法による有効性はかなり高いと判断される。 
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【問題点】【改善の方法】 

 学部創設から３年目を迎えているが、学部の理念・目的等は今後もしばらくの間は変わること

がないと思われる。しかしながら、創設時に学科間の垣根を低くしたことや、学科におけるコー

スの配置が当初の計画どおりにはいかなかったこともあって、コースの位置づけや特徴が必ずし

も明確ではないという点で多少問題である。そこで、現在、完成年度（2006 年度）に向けて、

学科内コース設定の見直しやコース内のカリキュラムの変更など、学術院内諸委員会を通じて検

討に入っているところである。なお、コースの設定については、それぞれの時代における社会的

な要請に応じて常に修正すべきものであると認識しており、今後、必要に応じてこれらにも柔軟

に対応していくつもりである。一方、周知方法については、創設後３年間の受験者数が定員約

280 人（一般入試およびセンター利用入試）に対して約 5,000 人と堅調に推移していることから

も、かなり有効に機能していると判断されるが、入学者によるアンケート結果では、さらに情報

が欲しいとの意見も少数ではあったが見られた。したがって今後は、例えば全国の高校に向けた

周知の方法等を新たに導入するなど、さらに徹底した方策を検討することも必要であるように思

われる。 

 

３ 学士課程の教育内容・方法等  

 

※未完成学部のため、記述なし。 

 

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】 

  学生募集については、大学全体の入試を統括する早稲田大学入学センター（以下、入学センタ
ー）が中心となって行っているが、学術院でもリーフレットなどの作成・配布、ホームページへ

の最新の入試情報の掲載、高校訪問および西早稲田・所沢でのオープンキャンパスを通じて、よ

り多くの受験生が応募するように配慮している。入学試験は、「一般入学試験」「大学入試セン

ター試験利用入学試験」「スポーツ自己推薦入学試験」「スポーツ推薦入学試験」「附属・系属

校推薦入学試験」「帰国生入学試験および外国学生入学試験」からなっており、2005 年４月時

点で学部が実施している入試カテゴリーの目的と特徴は以下のとおりである。 

①一般入試（定員 160 人。志願者は 2003 年度 3,083 人、2004 年度 2,814 人、2005 年度 2,833

人） 

入学定員のうえからも学部の中心となる入試カテゴリーであり、スポーツマインドをもった学

力の高い入学者を選抜している。入試科目は外国語（英語）、国語または数学のうちから１つを

選択、さらにこれに加えて小論文を課している。配点は外国語（英語）、国語または数学が各
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75 点、小論文が 33 点の計 183 点満点である。 

②大学入試センター試験利用入試（定員120人。志願者数は2003年度2,153人、2004年度 2,282

人、2005 年度 1,489 人） 

大学入試センターを利用した入学試験において、センター試験で課す科目は英語（必須）のほ

かに、国語、地歴・公民、数学、理科のうちから２教科２科目選択の、計３教科３科目（400 点）

である。さらにこれらに加えて、学部で行う選考としてスポーツ競技歴方式（300 点）と小論文

方式（150 点）とがあるが、それぞれの方式で期待される入学者像は、高いスポーツ技能を備え

かつ高い学力を有した者と、幅広い視野と高い学力を備えかつスポーツマインドをもった者であ

る。 

③スポーツ自己推薦入試（定員 40 人。志願者数は 2003 年度 174 人、2004 年度 170 人、2005

年度 197 人） 

 スポーツ自己推薦入試は、学部への入学を強く希望し、評定平均値が 3.5 以上の学力とあらゆ

るスポーツ種目で高等学校または高等専門学校在学時に全国大会出場の優秀な競技成績（高校日

本代表および同候補を含む）を有する者を対象に行う試験であり、競技歴、小論文、面接の総合

点により合否判定を行っている。 

④スポーツ推薦入試（定員 80 人。入学者数は 2003 年度 78 人、2004 年度 80 人、2005 年度 75

人） 

 スポーツ推薦入試は、将来、日本スポーツ界のリーダーとなりうる資質を有する者を対象に行

うものである。学術院教授会が決定した競技種目およびその数に対して本学体育各部の部長に推

薦を依頼し、提出された書類および面接による選考によって入学者を決定している。 

⑤附属・系属校推薦入試（定員約 40 人。入学者数は 2003 年度 21 人、2004 年度 24 人、2005

年度 26 人） 

 早稲田大学の建学の精神および本学部の教育理念を共有する附属・系属校（早稲田大学高等

学院、早稲田大学本庄高等学院、早稲田実業学校、早稲田高等学校、早稲田渋谷シンガポール校）

から、一定の学力を有し本学部への入学を希望している者を、面接による選考を経て入学させて

いる。 

⑥帰国生および外国学生入試（定員若干名） 

 スポーツがグローバルカルチャーであることに鑑み、帰国生や外国学生の受け入れにも積極的

に対応しており、外国で異文化を直接体験し一定の学力水準にある者を選抜している。 

 

（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 

【実態】【長所】 

 本学部では、スポーツやスポーツ科学に対して社会から要請されているさまざまなニーズに迅

速に対応し、社会の諸分野において専門的知識をもって活躍しうる人材を養成するとともに、ス
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ポーツ科学をより発展させることを目的としている。そして、スポーツ科学を専門的に学んだ学

生が、高いスポーツ教養、国際力および論理性を併せ持つ人材として、社会のあらゆる分野に進

出し活躍することを目標としている。学生の受け入れにあたっては、このような理念・目的に沿

って、幅広い人材や個性をもった優秀な人材の受け入れを目指しており、そして学部創設以来、

多彩な入学者の受け入れに努力してきた。 

 このような受け入れ方針の下、多様な入試形態を導入する一方で、カリキュラムについては、

学生の目的・興味に応じて適切な学習を行うことができるように編成するとともに、１年次の導

入教育によって、大学生活への入り口でつまずくことなくスポーツ科学の学習が進められるよう

にしている。また、専門科目においても、多様な学科目の中から各自の学習目標を達成するうえ

で最適な履修が可能となるように、必修となるコア科目を最小限に抑えて学生の選択の自由度を

高めるように配慮している。 

 

（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 

【実態】【長所】 

 選抜試験方法等の検討については、学部創設時には、その母体となった人間科学部スポーツ

科学科の教員が中心となって行い、最終的には開設準備委員会および全学会議体で決定した。

また、選抜試験の実施は入学センターの統括の下、人間科学部スポーツ科学科の教員が中心と

なって行った。創設後の 2003 年度以降では、入学センターと連携しながら、本学術院教員によ

る実施体制を整えている。入学者選抜基準についても、その透明性を担保するために、入学セン

ターおよび全学入試委員会との連携を図りながら、学術院長・入試担当教務主任・同副主任を中

心として、学術院教授会との協議を通じて透明性の高い入試体制をとっている。また、学術院内

に入試委員会を常設して、入試カテゴリーにおける望ましい入学者像を明らかにするとともに、

入試制度の見直しなどを含めて不断に検討し改革を行うことにしている。 

 

（入学者選抜方法の検証） 

ⅠＢ群 各年の入試問題を検証する仕組みの導入状況 

【実態】【長所】 

 毎年の入試問題作成にあたっては、入学センターと連携を保ちながら、スポーツ科学部の理

念・目的・教育目標に合致した学生を確保するために、スポーツ科学部にふさわしい問題となる

よう配慮している。また、その検証は各受験予備校等の試験問題に対する評価等を参照しながら、

入学センター、全学入試委員会および学術院内に常設している入試委員会を中心に行っている。 

 

（定員管理） 

ⅠＡ群 学生収容定員と在籍学生、（編）入学定員と入学者数の比率の適切性 
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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】【長所】 

 学生収容定員は一学年 400 人（各学科 200 人）、計 1,600 人であるが、2005 年４月時点では

創設３年目であるために 1,200 人である。この時点での在籍学生数は、スポーツ医科学科 737 人、

スポーツ文化学科 711 人、計 1,448 人となっており、入学定員に対して 1.21 倍と概ね適切な管

理が行われているといえる。 

 

（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】【長所】 

 2003 年度および 2004 年度における退学者数は計４人であり、入学手続き者数に占める退学者

数は極めて少ない状況にある。退学者については、学生担当教務主任・同副主任が必ず面接を行

ってその理由を確認するとともに、教授会において理由を含めて報告し全教員がその状況を把握

することになっている。なお、退学の理由としては進路変更に伴う他学部・他大学受験がほとん

どである。 

【問題点】【改善の方法】 

 現在、多くの入試制度を導入して多様な学生の確保に努力しているが、オリンピックなどで活

躍するような優秀なスポーツ技能を有する者の確保については、必ずしも十分な状況にはない。

また、社会人を対象とした入試制度につても、創設３年目ということもあって導入するには至っ

ていない。これらの問題を解決するために、現在、「トップアスリート入学試験（AO 方式、定

員若干名）」の導入を検討中であるが、この制度では、スポーツ科学に強い関心をもち、オリン

ピックなどでの活躍が期待できる優れた潜在能力をもつアスリートを対象として、将来の日本ス

ポーツ界をリード可能な教養ある指導者となることを期待するものである。また、社会人を対象

としたスポーツ自己推薦入試や、コース設定の変更に伴う学部内転科試験の実施についても検討

中である。今後は、さらに多様化する志願者の動向を適切に把握し、それに対応可能な入試制度

の導入についても考慮すべきであろう。 

 

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 
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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 

【実態】【長所】 

 学術院に所属している専任教員数は、2005 年４月時点で、スポーツ医科学科 23 人、スポーツ

文化学科 20 人の計 43 人である。完成年度の 2006 年度までにはさらに３人の専任教員が着任す

ることとなっており、合計 46 人の教員組織となる予定である。現時点では学生数約 1,450 人（一

学年定員 400 人で、創設後３年目）に対して、43 人の専任教員が教育に携わっていることにな

るが、英語や教養科目については、大学が設置している全学共通のオープン教育センター設置科

目を利用することにしていることから、専任教員全員がスポーツ科学の専門家である。これらの

ことから、学部の理念・目的・教育課程の種類・性格、学生数との関係において、本学部の教員

組織は現時点では適切であるといえる。  

 学部の学科目は、学部指定科目、学科指定科目およびオープン科目（オープン教育センター設

置科目および他学部・他大学設置科目）から編成されているが、学術院が開講する学科目は学部

指定科目と学科指定科目である。学部指定科目のうち、学部コア科目はすべて専任教員が担当し、

スポーツ方法実習では 70 種目中約４分の１のみを兼任教員（他学部・他箇所教員および非常勤

講師）に頼っているだけである。一方、基礎英語についてはその大半をオープン教育センターが、

そして一部は兼任教員２人で補っている状況にある。また、コミュニケーション科目についても、

37 科目中約３分の１については兼任教員が、基礎科目については 21 科目中約半分を兼任教員が

担っている。学科指定科目においては、各学科指定科目をすべて専任教員が担当し、コース対応

科目ならびに専門科目では、スポーツ医科学科では 39 科目中約半分を、スポーツ文化学科では

50 科目中約半分を兼任教員が担当している。これらの兼任教員による担当科目の中には、2006

年度までに着任予定の教員が担当する科目が含まれている。 

 2005 年４月時点での兼任教員は 55 人（他学術院教員８人、非常勤講師 47 人）であり、数の

うえからは専任教員数よりも兼任教員数がやや多い。しかしながら、前述したとおり担当科目数

で見れば、全体の７割程度は専任教員が担当しており、しかも専門科目だけに限定すればさらに

その比率は高いことから、専任と兼任の比率は適切であるといえる。一方、専任教員の年齢構成

を見ると、43 人のうち 60 代の教員が６人、50 代の教員が 15 人、40 代の教員が 15 人、30 代の

教員が７人である。特に大学教育および研究において中心的役割を担うと思われる 40 代と 50 代

の教員が 60 代や 30 代に比べて多いが、これは健全さの表れである。比較的バランスの良い年齢

構成であると思われる。 

 教育課程の編成については、学部を創設する際には、その母体となった人間科学部スポーツ科

学科の教員が中心となって徹底的に検討し、それに基づいて開設準備委員会等で最終的に決定し

た。学部創設の 2003 年度以降では、学術院内に常設しているカリキュラム委員会で教育課程等

について検討し、それに基づいて学術院運営委員会の議を経て教授会で決定することにしてい

る。また、原案作成等に際しては、学科主任とコースオーガナイザーがそれぞれの学科とコース

における調整にあたるなど、全教員が教育課程の編成に深くかかわるシステムとなっており、そ
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の妥当性は極めて高いといえる。 

 

（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 教育と教育研究支援職員との間の連携・協力関係の適切性 

【実態】【長所】 

 学術院に所属している助手は、2005 年４月時点で 12 人（完成年度の 2006 年度には 16 人とな

る予定）である。また、大学院学生（人間科学研究科スポーツ科学領域）を中心とした教務補助

（TA）および学部生を中心とした実技補助員を配置しており、TA および実技補助員は専門演習

での補佐、大人数講義科目での出欠調査およびスポーツ方法実習での補助を行うなど、これらの

整備状況はかなり良いと判断される。また、早稲田大学の助手制度は主に研究に主体を置いてい

ることから、教育面でのサポートはあまり期待できない状況にあるが、学部指定科目（必修）の

「野外活動実習」においては、専任教員と助手全員が共に学部生の教育にあたる体制となってい

る。 

 教員と教育研究支援職員との間の連携・協力関係については、研究支援に果たす助手の役割が

大きい一方で、教育支援では TA および実技補助員が主にその役割を担っている。これら教育研

究支援職員と専任教員との連携・協力関係は、助手、TA および実技補助員における各指導教員

を中心に構築されている。また、助手については学術院教授会へオブザーバーとして出席するこ

とを義務づけており、このことにより専任教員との連携・協力関係は良好に保たれているといえ

る。 

 

（教育の募集・任免・昇格に対する基準・手続） 

ⅠＡ群 教員の募集・任免・昇格に関する基準・手続の内容とその運用の適切性 

ⅠＢ群 教員選考基準と手続の明確化 

ⅠＢ群 教員選考手続における公募制の導入状況とその運用の適切性 

【実態】【長所】 

 教員の募集・任免については、学部創設のために開設準備委員会が中心となって、それぞれの

専門分野での優秀な教員を複数名推薦する形をとり、その中から委員会で最終的に採用者を決定

した。一方、2004 年度以降の昇格に関しては、大学学則に基づいた研究業績と前歴年数を考慮

したうえで、学術院においてその内規を定めて厳密に行っている。このように、教員募集に際し

て、創設時には“完全な公募制”は導入しなかったが、完成年度を迎えた以降においては、公募

制の導入も考慮すべきであると思われる。その際には、真に学術院が必要としている優秀な人材

が応募できるように、適切な募集要項の作成等を含めて、その運用を確固たるものとする必要が

あろう。 
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（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 

 専任教員の教育研究活動（助手を含む）については、大学の研究者データベースに教育研究活

動を掲載することを義務づけて公開する一方で、さらに教育活動においては学生による授業評価

を導入・公開することを義務化するなどして、教員の教育研究活動が常に社会から評価されるよ

うに配慮している。一方、教員を選考するに際しては、研究業績を重視することに変わりはない

が、スポーツ科学という分野の特性上、特定の分野では実務能力や教育能力が重要視されること

から、この場合には、総合的にその能力を評価するように心がけている。 

【問題点】【改善の方法】 

 本学術院では、国内最高水準の総合的スポーツ教育研究拠点として国内外に貢献できるように

なることを目指している。そのためにも大学院の設置は急務の課題であり、通常であれば学部が

完成年度を迎える 2007 年度に設置することになるが、既に人間科学研究科に「スポーツ科学研

究領域」があり、担当教員を含めて大学院設置の体制は整っていることから、2006 年度の開設

に向けて現在準備中である。また、現時点では確かに学部生に対する専任教員数はそれなりに確

保されている状況にあるが、完成年度を迎える時点では学部生数がさらに増えること（約 1,900

人）、大学院開設に伴って授業負担も増えることや、スポーツ科学における自然科学的領域も考

慮すれば、専任教員および助手の数をさらに増やすことが必要であると思われる。さらに、我々

には所沢市と協力して、大学としては初めて総合型地域スポーツクラブを立ち上げたという実績

があるが、今後は、これらの活動を含めて、関連する諸団体と共にスポーツに関するさまざまな

問題に積極的に取り組んでいくことも必要となろう。一方、専任教員の嘱任については、学部創

設のため公募制は導入しなかったが、完成年度を迎えた以降の教員募集においては、公募制の導

入も視野に入れて、真に学術院が必要としている優秀な人材が確保できるような体制をつくるこ

とも必要であるように思われる。 

 

６ 研究活動と研究環境 

 

※未完成学部のため、記述なし。 

 

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 

【実態】【長所】 

 所沢キャンパスおよび東伏見キャンパスに、ゼミ室、実験室、資料室等を設置して学部教育を

行っている。実験室の中には特殊な実験を行えるように整備されたものがあり、また、トレッド
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ミルやスイムミルを専用に利用することも可能となっており、学生教育および研究を充実させる

ための設備はかなり整備されているといえる。しかしながら、学部の完成年度を控え、学部生数

の増加や大学院の設置に伴って、現有施設だけでは手狭になってきているのも事実である。ゼミ

室に関しては、ゼミを担当する２～３人の教員で１室を共同利用するなど工夫を施してきたが、

十分とはいえない状況も生まれつつある。情報処理機器に関しては、所沢キャンパスに設置され

た端末室や学術院内に設置されているスポーツ情報動作解析室を利用できる。また、ゼミ室およ

び実験室にも、各ゼミおよび各研究領域で所有する情報処理機器を配備し、教育研究の充実を図

っている。さらに、食堂のエリアでは無線によるネットワークの環境も整っており、無線を利用

できる PC を持参すれば学内のネットワークを利用できるようになっている。 

 

（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】【長所】 

 キャンパス・アメニティに関しては、従来の食堂に加えて、民間企業によるキャンパス内での

店舗展開、軽食の販売、生協における品数の確保などで充実を図ってきている。また、自動販売

機を随所に設置して各種飲料を揃えることで、スポーツ後の水分補給の一助ともなっている。キ

ャンパス内には広い中庭があり、そこには木製の椅子が設置されており、昼休みには弁当を広げ

学生同士の会話が弾む光景が散見される。また、全学的な取り組みとして、喫煙場所を限定する

ことで非喫煙者の受動喫煙にも配慮している。キャンパス周辺には樹木が多く、自然に溢れた景

観に対する学生の印象は良好である。学生のための生活の場については、食堂に隣接したログハ

ウス等の利用および学生共同利用棟におけるサークル活動での利用など、授業やゼミ以外での学

生同士のコミュニケーションの場として利用できるようにしている。また、所沢キャンパスの図

書館の利用は、通常期間の月曜～金曜は９時～21 時、土曜は９時～18 時となっており、随時、

雑誌記事および各種資料の閲覧、図書の検索も可能である。一方で、所沢キャンパスは約 11 万

坪の広大な面積を有しているが、その半分以上は保存緑地としてそのまま残されている。また、

敷地内には自然環境調査室があり、大学周辺のみならずキャンパス内の環境にも配慮する体制が

とられている。 

 

（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 

【実態】【長所】 

 施設・設備面における障害者への配慮については、教室棟にはスロープを設けている。また、

専用のトイレも完備しているほか、研究室棟への移動はエレベーターを利用できるようにしてい

る。 
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（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・長所】 

 施設・設備等の維持・管理においては、ゼミ室および実験室については利用する頻度の高い教

員をあてており、また、各種スポーツ施設にも代表となる教員を管理責任者として配置し、維持・

管理を徹底している。さらに、キャンパス内には所沢キャンパス施設管理運営委員会が設置され

ており、人間科学学術院とともにキャンパス内施設の管理を行っている。一方、施設・設備の衛

生・安全に関しては、関連業者との提携によって確保しているが、ごみの分別収集を行うととも

に、廃棄物の処理などについては大学の環境保全センターと連携しながら、細心の注意を払って

対処している。 

【問題点】【改善の方法】 

 所沢キャンパス創設から 17 年が経過し、建物やスポーツ施設もやや老朽化が進んできており、

安全管理、施設の整備の観点からも対応が必要となろう。また、実験室やゼミ室が手狭となって

きていることから、新たな建物の建設も望まれる。一方、所沢キャンパスから本部キャンパスへ

の移動に約 90 分、東伏見キャンパスへの移動に約 50 分を要することから、このことが学生にお

ける授業履修形態にも影響を与えている。したがって、教務上での科目配当による配慮を行うこ

とも必要となろう。また、最寄りの駅から所沢キャンパスまでは専用のバスを配置して交通手段

を確保しているが、１時限に多くの学生が移動する曜日には駅周辺での混雑が見受けられること

から、これを軽減する方策を講じることも必要である。 

 

９ 社会貢献 

（社会への貢献） 

ⅠＢ群 社会との文化交流等を目的とした教育システムの充実度 

ⅠＢ群 公開講座の開設状況とこれへの市民の参加の状況 

ⅠＢ群 教育研究上の成果の市民への還元状況 

【実態・長所】 

 本学術院では、地域との共生・協働を目指し、地元自治体である所沢市と狭山市に対して、学

術院の特徴を生かした社会貢献活動を下表のとおり実施してきている。特に「所沢市西地区総

合型地域スポーツクラブ支援事業」については、文部科学省が推進する「総合型地域スポーツク

ラブ育成モデル事業」に指定されたことをはじめ、大学・住民・行政が一体となって取り組むス

ポーツ振興事業として全国の注目を集め、2004 年１月には全国ネットワークのテレビ・ニュー

ス番組の中で 17 分間に亘って紹介され、全国的に大きな反響を呼んだ。 

【問題点】【改善の方法】 

 本学術院では、講義・演習ならびに教員研究室を東伏見キャンパスにも少数ではあるが配置し

ている。しかし、現状では東伏見キャンパスの地元自治体である西東京市や周辺住民に対して、
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学術院としての社会貢献活動は行われていない。東伏見キャンパスにおいても社会貢献活動を展

開していくことが今後の課題といえる。 

 

事業名 概要 場所 期間 

所沢市西地区総合

型地域スポーツ 

クラブ支援事業 

所沢市、クラブ、スポーツ科学部の三者で

覚書を締結し、本学部は以下の支援活動を

実施。①学部所属の教員・学生等がクラブ

の運営を支援、②クラブが行うスポーツ活

動への協力的支援、③クラブの運営に関す

る知見・情報の提供、④その他、学部が協

力できる事項。 

所沢キャン

パスほか 

2004/4/1

～ 

所沢市民大学講座 所沢市からの受託事業として実施。講座名

を「平成の寺子屋～スポーツができるよう

になろう！！」とし、２日間、計６コマを

実施。陸上競技、器械運動、水泳、ドッジ

ボールなど。延べ受講者数は189人。 

所沢キャン

パス・スポー

ツホール、ア

クアアリー

ナほか 

2005/3/12

、3/19 

狭山シニアコミュ

ニティカレッジ 

「生きがい科学」 

狭山市からの受託事業として人間科学部と

共同で実施。スポーツ科学部は「高齢者の

健康とスポーツ」をテーマに15回を担当。

太極拳、ウォーキング、ダンベル体操、生

活習慣の改善、加齢と疾病など。受講者数

は30人／回。 

所沢キャン

パス、205教

室 

2004/9/25

  ～ 

2005/2/５ 

 

 


