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 10 国際教養学術院 

 

  01）国際教養学部 

 

１ 大学・学部の理念・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 

【実態】【長所】【問題点】 

本学部の基本的使命は、経済、政治、社会のグローバル化に伴い、学生、教員が国境の

壁を越えて自由に移動し始め、各大学の研究・教育が全地球的なレベルで評価される状況

が生まれた現代において、大学教育の国際競争力を高めることに資することである。 

本学部は、グローバル化した世界が直面している課題を解決しようとする志をもち、自己

の文化の独自性を認識し、多文化社会での共存を目指し、現代の諸科学の基礎を理解し、先

端的・学際的学問領域に関心を抱き、自己の思考を発信する外国語能力を有する学生を育成

することを目的として 2004 年４月に開設された。 

本学部の教育目標は以下の特徴をもっている。①現代的な教養教育を目的とする。環境・

食料・人口・戦争・平和等の地球規模の問題状況を認識し、グローバル化した社会・経済の

光と影を理解したうえで、これらの問題を解決し、国際社会のみならず国内社会においても

多様な文化を共存、自由で公正な社会を実現しようと努力する「志」をもった学生を育成す

るためには、幅広い分野の知識と先端的・学際的領域への関心をもたせることが必要であり、

学士教育は現代的な教養を習得するところに目標を見出すべきである。②英語による授業を

中心とする。学問や経済の分野で世界共通語となった英語で授業を行い、英語により自分

の考えを発信できる能力を養う。③学生は１年間海外の大学で学ぶ。同年齢の外国の学生

が何を学び、考え、どのように行動しているかを実際に肌で感じることは有意義である。

学生に成長の機会を与える。④学生の３分の１を海外から募集する。日常的に外国人と共

に学び、生活し、理解し、共存することが現代の若者には必要である。⑤学生は日本語・

英語以外にもうひとつ言語を学ぶ。言語は文化、歴史、社会を理解する道具である。さま

ざまな文化的・宗教的背景をもつ人々がお互いを理解し共存する社会をつくるためには、

異文化の基礎である言語の習得が重要である。 

現代社会においては、自由で公正な社会を実現するための「志」をもち、国際的な共通語

となった英語により発信できる能力、および幅広い教養をもった学生に対する社会的ニーズ

が生まれており、本学部はその社会的要請に応えることを課題として誕生した。 

 

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 

【実態】【長所】【問題点】 

大学・学部等の理念、目的、教育目標等を周知させるために、日本語、英語、中国語、朝

鮮語による学部案内を作成し、国内の高校、インターナショナルスクール等に配布したり、

教職員が訪問して説明会を開いたりしている。また、中国、韓国、台湾、インド、タイ、マ

レーシア、シンガポール、アメリカなどにおいても高校、インターナショナルスクールを訪
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問し、学部説明会を開催している。 

これらにより、国内高校出身者が受験生の中心となる一般入試、国内 AO 入試、センター試

験利用入試のいずれにおいても定員を大幅に上回る応募がある。また、国外高校、インター

ナショナルスクール出身者を中心とする国外 AO 入試、９月入試においても定員を上回る応募

がある。本学部の広報活動は学生募集にとって有効である。 

さらに、本学部の基礎となる「国際教養」という概念に対しては、社会的関心も高く、各

種新聞・雑誌において紹介されており、社会的な認知度も高まっている。 

 

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 

（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】【問題点】 

本学部は、日本のみならず世界各国から多様な国籍や文化的背景をもった学生を募集し、

世界の共通言語である英語を通した国際的な教育環境を構築することを目標としている。

これを達成するために、600 人の学則定員のうち、500 人を４月入学者用、100 人を９月入

学者用に設定することで、世界各国のアカデミックスケジュールに対応できる入試体制を

整えている。 

さまざまな国の中等教育を受けてきた学生の能力を判定する入試には、大別して次の６

種類がある。 

一般入試：150 人の定員で、４月入学者を募集する。日本の高校教育課程の履修者を対象

とし、その学習達成度を測る。外国語（英語）、国語、選択科目（日本史、世界史、数学）

という構成である。外国語（英語）の配点を全体の２分の１に設定している点、また外国

語（英語）にリスニング問題を含めることで、本学部の英語での授業に耐えうる、コミュ

ニケーション能力まで含めた英語力の有無を問う内容となっている点に特徴がある。 

大学入試センター試験利用入試：50 人の定員で、４月入学者を募集する。日本の高校教

育課程の履修者を対象とし、文系、理系の両分野にまたがる総合的な学力を測る。大学入

試センター試験で５教科６科目を課すとともに、一般入試と同一の英語１科目を受験させ、

その合計点で合否を判定する。 

AO 入試（国内選考）：150 人の定員で、４月入学者を募集する。日本の高校教育課程の履
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修者を対象とし、書類審査、筆記試験、面接により選考する。高校時代に勉学以外の活動

に積極的に取り組んだ実績を評価、学力だけでなく行動力や表現力をも兼ね備えた学生を

受け入れる。 

AO 入試（国外選考）：100 人の定員で、４月入学者を募集する。日本国外の中等教育課程

の履修者を対象とし、書類審査、面接により選考する。書類審査では、高校の成績、当該

国の大学入学資格試験の成績を評価対象とし、志願者の能力を判定する。 

附属・系属高等学校からの推薦入試：50 人の定員で、４月入学者を募集する。附属高校

（早稲田大学高等学院、早稲田大学本庄高等学院）、系属高校（早稲田実業学校、早稲田高

校、早稲田渋谷シンガポール校）から推薦された学生を受け入れる制度である。全員に英

語による面接を課すことで、本学部の英語による授業に耐えうる学生であるかの判定を行

う。無条件での受け入れとはなっていない。 

AO 入試（９月入学者用）：100 人の定員で、９月入学者を募集する。日本国内外を問わず

中等教育課程の履修者を対象とし、書類審査、面接により選考する。AO 入試（国外選考）

と同じく、書類審査では、高校の成績、当該国の大学入学資格試験の成績を評価対象とし、

志願者の能力を判定する。 

 

（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】【問題点】 

本学部では、各年度の入学者選抜の方針・方法については、入試制度検討委員会で審議

のうえ、教授会で決定している。また、AO 入試に関しては、別途、AO 入試委員会を設置し、

特に選抜方法についての検討を行っている。 

入試の実施については、本学では各学部を責任主体とした体制をとっている。綿密に入

試運営の検討を重ねたうえでこれをマニュアルとしてまとめ、入試当日は学部長を最高責

任者とする試験本部を設置のうえ、関連する大学本部（入学センター、広報課、総務課な

ど）との連絡を密にしながら不測の事態にも対応できる態勢を整えている。 

本学部では、入学者選抜基準の透明性を保つために、一般入試および大学入試センター

試験利用入試について、次年度入試の各科目の配点および前年度入試の平均点、合格最低

点、選択科目における標準化調整後の得点を公表している。また、一般入試および大学入

試センター試験利用入試の不合格者に対しては、入試成績の開示を行っており、科目ごと

の素点、選択科目における標準化調整後の得点、合計点、科目ごとの平均点、合格最低点

を申請のあった受験生本人に通知している。2005 年度入試では、不合格者 2,299 人中 197

人から申請があった。 

 

（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 
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【実態】【長所】【問題点】 

一般入試の問題の作成にあたっては、科目ごとに問題作成能力を有する教員による出題

委員会を組織している。高校の教育課程を逸脱することのないよう、各社の教科書の内容

を綿密に研究のうえ作成にあたるとともに、入試問題原稿完成から入試当日までの間に２

度の事前点検を行っている。 

 

（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 

【実態】【長所】【問題点】 

本学部においては、AO 入試を、国内選考（４月入学者用）、国外選考（４月入学者用）、

９月入学者用の３種類に分けて実施している。選考にあたっては、志願者の学力を評価の

中心に据えつつも、志願者が高校時代に経験してきたさまざまな活動（部活動、ボランテ

ィア活動、各種資格試験への取り組みと、その成績など）や本学部への志望動機も併せて

評価の対象としている。これにより、学力・知識に偏重せず、問題発見・解決能力の基礎

となる思考力や表現力、それらを実行に移すうえでの行動力をも備えた学生の獲得が可能

となっている。 

 

（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】【長所】【問題点】 

本学では、高校生を対象に、全国各地で進学相談会を開いたり、年２回実施のオープン

キャンパスにおいて進路相談・指導を行ったりしている。本学部ではこれとは別に、学部

独自の国内高校訪問を行い、高校生への学部案内および進路指導教員への説明を行ってい

る。 

また、日本国外の高校生に対しても定期的な学校訪問、国外主要都市での説明会を通し

て本学部の情報を伝達している。また、日本語、英語、中国語（繁体字）、中国語（簡体字）、

韓国語のホームページを開設するとともに、５カ国語でパンフレットを作成し、カリキュ

ラム、学生生活、入試に関する情報の提供に努めている。多様な国籍・文化的背景をもっ

た学生を募集している。 

 

（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

け入れ・単位認定の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

留学生の受け入れは、書類審査および面接を柱とした AO 入試により行っている。書類審
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査では、志願者が通う高校の成績、志願者が住んでいる国の大学入学資格試験の成績をも

とに、出願者の国の教育制度に基づいた審査を行っている。また、世界の公用語になりつ

つある英語力も重視しており、志願者は、TOEFL、TOEIC、IELTS などの、世界基準で行われ

ている英語能力試験の成績の提出が要求される。加えて、英語による面接試験を通して、

コミュニケーション能力を測り、優秀な留学生の受け入れに努めている。 

 

（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】【長所】【問題点】 

各年度の入試種別の入学者定員については、前年度までの出願者数、合格者数、手続き

者数を踏まえ、本学部のアドミッションポリシーに適した学生を確保するのに見合った定

員設定となっているかを、入試制度検討委員会で年度ごとに検討している。ただし、急激

な定員変更は受験生への影響が大きいことを踏まえ、入学者定員の変更については、中長

期的な視点から検討し、最終的には教授会で決定することとしている。 

 

（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】【問題点】 

本学部の 2004 年度の退学者数は、入学者数の 2.7％となっており、退学理由は、本学他

学部入学、他大学入学、一身上の理由等となっている。 

 

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 

【実態】【長所】【問題点】 

本学部では教養教育の実践、国際性の育成を学部設立の目的とし、その実現に向けての

教育課程や教員組織を配置している。 

本学部の学生（2005 年３月末現在 808 人）は４つのスタディプランに分けている（Study 

Plan １、２、３、および４）。SP１とは、日本語が母国語である正規学生（568 人）、SP２

は日本語以外が母国語である正規学生（88 人）、SP３は海外からの１年プログラム留学生

（152 人）、SP４は海外からのダブルディグリープログラム編入生（2005 年度秋より 20 人）

である。 

また、教員の構成においては、専任教員数は 66 人（教授 44 人、助教授 19 人、講師３人）
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であるが、そのうち 24 人（約 36％）は日本語を母語としない教員である。 

さらに、学内他学部との兼担教員７人、他機関本属の兼任教員 24 人により構成され、加

えて特任教員（外数）として、海外協定校から専任扱いとして受け入れている教員が毎学

期１～３人在籍している。 

 

ⅠＡ群 主要な授業科目への専任教員の配置状況 

【実態】【長所】【問題点】 

学部設置の講義科目、演習科目の総コマ数（206 コマ）のうち専任教員が担当するコマ数

は 186（90.3％）となっている。また講義科目、演習科目の総登録学生数 5,873 人のうち専

任教員の担当学生数は 5,293 人（90.1％）となっている。このように現在は本学部におけ

る主要な科目の大半は専任教員によって担当されているが、今後、学部完成年度となる 2007

年度に向けて学生数は増加していくため、この比率は低下すると予想される。 

 

ⅠＡ群 教員組織における専任、兼任の比率の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

専任教員 66 人に対して兼任教員は 24 人にとどまっており、専任の比率は高い。問題点

としては、本学部の授業が英語で行われるために兼任可能な教員の手当てが難しいことが

挙げられる。 

 

ⅠＡ群 教員組織の年齢構成の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

本学部における専任教員（特任教員は除く）の年齢構成は以下のとおりである。 

 

61 歳以上  ８人 （14％） 

51～60   26 人 （44％） 

41～50   17 人 （29％） 

31～40   ８人 （14％） 

30 歳以下  ０人 （０％） 

 

51 歳以上の教員が過半数を占めており、年齢構成上、若手の教員比率がやや低いため、

今後の課題として、若手の専任教員をより積極的に採用することが議論されている。 

 

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】【問題点】 

本学部における科目はクラスターと呼ばれる７つの関連科目群と、関連科目群をまたが

って特定の地域を研究・学習の範囲とする５つの地域研究科目群とに分類されており、そ
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れぞれのグループにコーディネーター役の教員が配置されている。実態はコーディネータ

ーを中心に、カリキュラム検討に際して設置科目の調整を行ったり、学生への履修ガイダ

ンスを作成したりしている。 

外国語科目の連絡調整に関しては、外国語教育委員会、英語教育委員会、ライティング

センター管理委員会等のミーティングを通じて緊密に連絡をとり合う体制となっている。

また、カリキュラム上必修となっている留学に関する連絡調整のために留学委員会が設置

されている。 

さらに、月に１回のペースでファカルティセミナー（教員間での勉強会）を開催し、研

究、教育上のさまざまなテーマについて討論を重ねているほか、学部長と教員全体とのオ

ープンな議論を促進するための学部懇談会がこれまで３回開かれた。新設学部であるため

に教員間の連絡調整は重要な課題とされ、上記のような場を通じてカリキュラムの効果的

な実践を図っている。 

 

ⅠＣ群 教員組織における外国人研究者の受け入れ状況 

【実態】【長所】【問題点】 

本学部は積極的に海外からの研究員を受け入れる方針であり、2004 年度は３人、2005 年

度は５人を受け入れた。 

 

ⅠＣ群 教員組織における女性教員の占める割合 

【実態】【長所】【問題点】 

本学部における女性専任教員は 17 人で、全専任教員の 25.7％に相当し、全学術院の中で

最も女性教員比率が高い。 

 

（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 

【実態】【長所】【問題点】 

英語教育の英語Ⅰ、Ⅱ、Ⅲについては本学部の方針に基づき、（株）早稲田大学インター

ナショナルが人員を配置し、実際の運営も行っている。また、ライティングセンターでは

大学院生を選考のうえ、チューターとして配置している。 

情報処理関連教育は、本学部との方針に基づき MNC（メディアネットワークセンター）が

運営している。本学部助手２人も指導にあたっている。 

 

ⅠＣ群 ティーチング・アシスタントの制度化の状況とその活用の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

TAは60人以上のクラスにつき当該授業時間分の手当てを行うことを原則としている（186
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時間）ほか、教員室（953 時間）、サポートルーム（156 時間）、ライティングセンター（927

時間）、英語科目（1,840 時間）、数理統計科目（585 時間）などの要員として配置されてい

る。なお、英語 I については、授業内容の変更により 2005 年度は TA の配置は実施してい

ない。 

 

（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 

【実態】【長所】【問題点】 

教員の任免、昇格の基準と手続きについては「国際教養学術院教授会および各種委員会内

規」に基づく。 

教員の募集に関しては、公募を原則とする。人事審査委員会（嘱任の対象となる研究・

教育分野を専門分野とする専任教員から３人、当該分野を専門分野としない専任教員４人

の計７人。業績審査にあたり学術院外の専門委員に意見を求めることがある）を設置し、

書類審査、面接、研究報告、模擬授業などを行って人事委員会（専任教員 13 人）へ候補者

を提案する。その際、終身教員権（テニュアー）を付与する場合としない場合がある。人

事委員会の審議結果は教授会に提議され、無記名投票により合否が決まる。 

教員の昇格など身分変更に関しても、人事審査委員会を設置し、学則の規定する期間お

よび研究・教育業績などを総合的に審査のうえ、人事委員会へ審議の結果を報告する。人

事委員会が身分変更を可とする場合には教授会に提議され、無記名投票により決定される。 

 

ⅠＢ群 教員選考基準と手続の明確化 

【実態】【長所】【問題点】 

教員選考基準とその手続きは、「国際教養学術院教授会および各種委員会内規」に基づく。

具体的には人事審査委員会、人事委員会で選考基準を決定し、教授会で承認ののち、応募

資格等の条件を公募時に公開する。また、書類審査、面接のほか、模擬授業、研究報告等

も行い、教員としての資質を総合的に審査する態勢をとっている。業績の審査にあたって

は、必要に応じて学術院外の専門委員に意見を求める場合がある。教授会における投票は

無記名で行われる。 

 

ⅠＢ群 教員選考手続における公募制の導入状況とその運用の適切性 

【実態】【長所】【問題点】 

教員の募集は原則公募制とし、大学ホームページ、JREC-IN information（研究者人材デ

ータベース）、関連学会メーリングリストなどへの掲示を行っている。 

 

（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 

【実態】【長所】【問題点】 
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教員の教育・研究活動については全学共通の研究者データベースへ入力することとなっ

ている。また、教員の研究活動については、昇格の際に研究実績を審査しているほか、外

部資金獲得状況等については学内広報誌などを通して報告している。 

 

ⅠＢ群 教員選考基準における教育研究能力・実績への配慮の適切性  

【実態】【長所】【問題点】 

教員の選考においては、研究業績の書類審査、研究報告、また模擬授業を実施するこ

とで、教育・研究能力が十分にあるかどうかを判定している。 

 

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 

【実態】【長所】【問題点】 

本学部は、学生用の主な施設・設備として、国際教養学部学生読書室と日本語研究教育

センターおよび日本語教育研究科学生読書室を兼ねる合同の図書室①インターナショナル

センターライブラリーのほかに、②視聴覚教室、③ライティングセンター、④サポートル

ーム、⑤学生ラウンジを設置している。 

それぞれの長所、実態および問題点は、下記のとおりであるが、現在、本学部の利用施

設が西早稲田キャンパス内に分散するため、施設間の移動に困難が生じている。この改善

については、2009 年４月に新棟を西早稲田キャンパス内に建設して本学部施設を集約させ

る計画があり、この新棟への移転後には改善される予定である。 

①インターナショナルセンターライブラリー 

利用資格は本学部学生にあるが、本学教職員、他学部・研究科の学生にも開放している。

入室者の割合は、本学部学生が約 53％と過半数を占めている。2004 年度の利用者は延べ２

万人を超えた。座席数が 45 席しかなかったので、８席を追加設置したが、利用状況から見

た場合、100 席は必要かと思われる。 

②視聴覚教室 

2004 年度は英語プログラム・シャドウイングによるレポート提出(音声ファイルでのレポ

ート)のために、声を出してもかまわない唯一の端末室として、利用する学生が多かった。 

③ライティングセンター 

2004 年度は英文のライティング指導のみを行ったが、2005 年度からは日本語のライティ

ング指導も開始した。広報不足等により 2004 年度はたくさんの学生が積極的に利用してい
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るとは言えないのが実情であったが、2005 年度には、アンケート活動等により、積極的な

利用者数が増えだした。 

④サポートルーム 

2004 年度は海外からの留学生を受け入れるにあたり、日本の生活に不慣れな留学生のさ

まざまな質問や相談に対応するために、サポートルームを開室した。母語で気軽に質問が

できるように、大学院生（韓国、中国、台湾）にスタッフとして協力してもらった。海外

からの留学生の多くは、早稲田大学国際学生寮に入寮し、レジデントアシスタントの手厚

いサポートがあったためか、サポートルームを活用するケースはあまり多くなかった。 

また、理数系大学院生の TA の協力のもと、数理統計授業に関する質問等を受け付け、個々

の理解を深めてもらうためのサポートルームも開室した。理解するまで熱心に質問する学

生と、それに答える TA が開室時間を越えて利用することも頻繁にあった。 

⑤学生ラウンジ 

22 号館３階に学生ラウンジを設置していたが、本学部設置の自習室がないこともあり、

予習、グループ学習をする学生の利用が多く見られ、満席となっていることも頻繁であっ

た。この問題点の改善として、19 号館１階に学生ラウンジを移設するとともに、同館２階

に自習室（100 席）を設置した。 

 

ⅠＢ群 教育の用に供する情報処理機器などの配備状況 

【実態】【長所】【問題点】 

本学部は、学生ラウンジにスタンド PC10 台、および新たに設置した自習室に、TOEFL 

Practice、自習・学習用としても利用できる PC10 台を設置している。また、自習室内の個

別机には持ち込み PC が接続可能な情報コンセントが整備されている。 

 

（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 

【実態】【長所】【問題点】 

本学部は、現在のところ「キャンパス・アメニティの形成・支援のための体制」「『学

生のための生活の場』の整備」が十分であるとは言い切れないが、前述のように 2009 年４

月に新棟を西早稲田キャンパス内に建設、移転する計画があり、この新棟への移転に向け

て、整備等を行う予定である。 

 

（利用上の配慮） 

ⅠＡ群 施設・設備面における障害者への配慮の状況 

（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 
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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 

 

※大学全体で記述。 

 

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 

【実態】【長所】【問題点】 

本学部では 2004 年度には９件の公開講演会を開催した。開催予定は本学、および本

学部のホームページにより広報しているほか、学内に立て看板を設置して案内している。

市民の参加状況等は、参加者名簿の作成、アンケートの実施等を行っていないため詳細

は把握していない。 

 


