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 I wish to offer the following constructive criticisms in the hopes that they will be of 

use in further advancing the educational mission of the Faculty of Political Science, its 

undergraduate and graduate programs, and the Institute of Contemporary Political and 

Economic Research (hereunder referred to as the “four units”).  I base my comments on 

the written documents I reviewed,1 the physical visits I made to various facilities at 

Waseda,2 and the discussions I held with the faculty and administrative staff on July 2, 

2001.  Unless otherwise noted, the page numbers cited below refer to those in “Waseda 

Daigaku Seijikeizaigakubu, Seijigaku Kenkyuka, Keizaigaku Kenkyuka, Gendai Seijikeizai 

Kenkyujo. Jikotenken Hokokusho (Yoyaku).” 

 

 

 

 

1.  General Comments 

                                                 
1 The documents I reviewed include the following: 
 “Waseda Daigaku Seijikeizaigakubu, Seijigaku Kenkyuka, Keizaigaku Kenkyuka, Gendai Seijikeizai 
Kenkyujo. Jikotenken Hokokusho (Yoyaku)”;  
 “Waseda Daigaku Seijikeizaigakubu, Seijigaku Kenkyuka, Keizaigaku Kenkyuka 2000-nendo. Jikotenken 
Hokokusho” ;  
“Waseda Daigaku Seijikeizaigakubu, Seijigaku Kenkyuka, Keizaigaku Kenkyuka 2000-nendo. Jikotenken 
Hokokusho” (6 vols.);   
“Gendai Seijikeizai Kenkyujo.  Tenken Hyoka Naibu Hokokusho”; 
”Waseda Seijikeizaigakkai Ronbun Konkuru Yushusaku Ronbunshu.  Dai 1-kai (2000 nendo)”; 
Yamamoto Takehiko, ed., Kokusai Anzenhosho no Shintenkai_Reisen to Sonogo;  
Nagata Ryo, ed., Keizaigaku no Suryo to Ronri.   
2 I visited the following facilities: Kyoin Toshokan (Bldg. 3, 2nd Fl.), Gakusei Dokushoshitsu (Bldg. 3, 4th Fl.), 
Bldg. 3 406 Nettowaku Enshushitsu (Bldg. 3, 4th Fl.), Seijikeizaigakubu Jimusho (Bldg. 3, 1st Fl.), Daigakuin 
Seijigaku Kenkyuka/Keizaigaku Kenkyuka Jimusho (Bldg. 3, 1st Fl.), Gendai Seijikeizai Kenkyu/EU Shiryo 
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(1) I wish to commend the faculty and administration of the four units for the 

seriousness and thoroughness with which they undertook the self-evaluation.  I 

also wish to express my deep appreciation of the care with which these documents 

were prepared, as well as the courtesy extended to me by the faculty and staff 

extended I met during my visit to Waseda.  The documents and the visit facilitated 

my understanding and appreciation of the contents of the self-evaluation. 

(2) The outstanding achievements of the faculty of the four units in teaching, research, 

and professional services, are well reflected in the documents I reviewed.  I believe 

the four units, together, are on a solid footing, ready to reach new heights. 

 

2. Comments on Faculty of Political Science and Economics 

(1) The philosophy and mission of the unit, as stated on page 1 of  “Waseda Daigaku 

Seijikeizaigakubu, Seijigaku Kenkyuka, Keizaigaku Kenkyuka, Gendai Seijikeizai 

Kenkyujo. Jikotenken Hokokusho (Yoyaku),” appropriately reflect the long history 

of Waseda education and its immeasurable contributions to society at large.  They 

also speak to the university’s contemporary relevance.  It is particularly 

noteworthy that the Faculty of Political Science and Economics emphasizes the 

importance of a well-rounded education for its students, which encompass studies 

of both political science and economics, as well as foreign language studies and 

general education (kyoyo) courses.  It is unfortunate, however, that, as noted on 

page 2 of the same document, the change in the number of units required for 

graduation from 142 units to 124 has reduced the number of hours in economics a 

student majoring in political science is required to take or the number of political 

science courses a major in economics is required to take.  The availability of 

courses in both political science and economics to students in this faculty indeed has 

been one of the hallmarks of this unit and represented the foresightedness of its 

earlier curriculum designers.   It is apparent, however, that “Shorai Koso Iinkai” 

has been discussing this very issue, in terms of how organically political science 

                                                                                                                                                     
Senta (Bldg. 1, 2nd Fl.), Bldg. 1 401 Kyoshitsu (Bldg. 1, 4th Fl.), Bldg. 1, 405 Enshushitsu (Bldg. 1, 4th Fl.), 
and Takada Kinen Toshokan (Bldg. 2, 3rd Fl.). 
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and economics should be linked in both teaching and research.  I hope the ongoing 

discussion will reach a conclusion that stresses the importance of integrating 

political science and economics, the contemporary world clearly requires such 

integration.   

(2) The above document also emphasizes “shoninzu kyoiku,” which means, among 

other things, facilitation of close contact between faculty and students through such 

means as small class size and faculty willing to meet with students outside the class 

room.  It is encouraging that the average number of students per full-time faculty 

member came down from  77.5 in 1990 to 43.9 in 1999 (p. 5). However, it is also 

noted (p. 6) that there are classes whose enrollments exceed 200, some even with 

700 students!  Is it reasonable to expect students in such large classes to believe 

the Faculty of Political Science and Economics stresses “shoninzu kyoiku”?  

While, seminars and other “major” courses are substantially smaller, the document 

(p. 6) also notes the problem of large variation in the size of seminars, a range 

between one student and 41 students.  This and other class-size issues are clearly 

recognized as a problem.  I do hope further efforts are made to reduce class size 

across the board and to reduce the gap in class size, to achieve equity in faculty 

burden. 

(3) I am puzzled by the fact that keeping office hours is apparently at the discretion of 

each faculty member.  The document (p. 5) notes that about 60 percent of the 

faculty in this unit have posted office hours. Don’t the students paying a high tuition 

deserve to have relatively easy and regular access to their faculty?  If for some 

reason a faculty member cannot keep regular office hours, is he/she taking 

appointments from his/her students?  The document (p. 5) also notes that about 65 

percent of the faculty receive emails from their students.  This number should be 

nearly 100 percent, as students today find emailing one of the most efficient ways of 

communicating with their faculty.  Email communication is particularly important, 

it seems to me, when some classes are so large that close faculty-student contact is 

hard to establish.  As well, students are often much more expressive in 

communicating through email than in person. 
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(4) The faculty of this unit is seemingly top-heavy, with 83 full professors and 13 

“jokyoju”.  This may be problematic if hiring and promotion decisions are made in 

favor of senior faculty, to the detriment of opportunities for junior faculty.  Not 

always, but quite often it is the case that younger faculty members bring more 

innovative teaching and research methods and topics and greater energy than more 

established faculty. It is unclear whether this is actually a problem, but some 

consideration should be taken.  In the discussion with faculty and administrators 

on July 2 I was informed that faculty at Waseda tend to stay with Waseda much 

longer than faculty at national and public universities, where there is much mobility 

among those in the 40s and 50s.  I do hope this does not mean lack of innovation 

and vigor at Waseda.  I am encouraged by the fact, noted on page 3 of the 

document, that the Faculty of Political Science and Economics is tackling with the 

issue of “kasseika” (invigoration)  and “tayoka” (diversification).  

(5) It is commendable that students from freshmen to seniors can take seminars and that 

these seminars cover numerous topics.  This may be one effective way of 

addressing the issue of class size and “kasseika”.  However, the variable size of 

seminars remains problematic. 

(6) The document (p. 5) notes that “hoko” (make-up sessions) are offered for only 

around 13 percent of the classes that have been cancelled.  I wonder why the rate is 

so (awfully) low. I do hope that the students are not “cheated”.   

(7) I am encouraged by the emphasis the unit places on foreign language studies, as 

noted on page 7 of the document.  I am particularly delighted that “gaikokujin 

kyoin” (foreign faculty) are treated in the same way as Japanese faculty and, with 

the exception of adjuncts, participate in the operation of the unit.  The Faculty of 

Political Science and Economics should also be commended for maintaining a 

higher rate of foreign –to-Japanese faculty in foreign language teaching than in 

other units of the university.  It is also commendable that the unit is offering cyber 

seminars with institutions in Malaysia, Thailand, Korea, and Taiwan. Remote 

learning, with all its advantages and deficiencies, is likely to grow as a mode of 
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pedagogy in the 21st century, and should be actively but carefully promoted, 

expanding the horizons of faculty’s teaching and students’ learning experience.   

(8) Higher education must continually adjust to the changing demands of society, and 

the Faculty of Political Science and Economics should be commended for opening 

the door to “shakaijin” (non-traditional students) and should be encouraged to open 

the door even wider.  This has many obvious curricular implications.   One of the 

most important consequences is the need to adjust course contents to meet the 

increasingly diversified needs of the student body.  This means that the instructor 

must constantly evaluate the methods and materials used in his/her teaching.  

Timely feedback from the students is essential in this regard.  In this connection, 

the Faculty of Political Science and Economics should seriously consider mandating 

evaluation of courses and instructors by students in every course.  Care should be 

taken, however, that the primary purpose of student evaluations will be to identify 

the strengths and weaknesses of courses and instructors and to improve the 

curriculum and instruction, rather than simply to assign “scores” to faculty for 

purposes of rewarding or punishing them.  All efforts should be made to prevent 

student evaluations from becoming a form of “popularity contest.”  Before a 

reliable evaluation instrument is officially adopted, faculty should be allowed to 

experiment with different sets of questions for students to answer, including those 

that measure the attributes of the students.  Such questions may include the 

student’s self-evaluation of effort and performance, the grade he/she expects to 

receive, his/her prior course work, and the reason for taking the given course.  In 

addition to the year-end evaluation, faculty should be allowed to administer a 

student evaluation informally  early in the course so that he/she can make any 

necessary adjustments in a timely manner.  

(9) Among the many areas of concern that the document identifies is the seemingly 

generous grading in some courses, in which 91-100 percent of students receive the 

grade of “yu” (A).  “Grade inflation” is a universal phenomenon, not only in Japan 

but also in the United States.  Although there may be many reasons for this, the 

Faculty of Political Science and Economics may consider adopting an official 
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statement, which can be included in every course syllabus, to the effect that B or 

whatever other grade the faculty believe is appropriate, is considered a “good” 

grade in this unit. 

(10) The document (p. 16) states that out of the total of 34 new faculty hired between 

1996 and 2000, only 5 were selected through “kobo” (open solicitation), 28 by 

“suisen” (recommendation), and one through an examination for assistants.  I was 

then informed during the July 2 visit that many faculty who were hired on the basis 

of recommendations had also come through “kobo”.  If this is the case, what is the 

distinction between “kobo” and “suisen”?  Open competition through public 

solicitation of candidates should be the principal channel for recruiting new faculty.  

This ensures transparency and rigor in the hiring process and diversity in among the 

candidates, both principles I believe relate to the philosophy and mission of this unit 

noted above. 

(11) I find it astonishing that as many as 33 faculty members do not return  graded 

examinations to their students.  Is this because examinations are given only to 

grade students?  Is it because most students do not care to find out how they did on 

the examinations?  Whatever the reason, it appears that examinations are not being 

used to achieve their pedagogical purposes. 

(12) As noted above, the Faculty of Political Science and Economics is clear aware of 

the need to adjust to the changing needs of the society.  Students should also be 

considered an important part of the society and that their interests and concerns 

represent an important measure of the changing demands of the society, to which 

higher education must respond effectively.  In this context, the faculty should 

consider giving credit to students who undertake serious and meaningful internships.  

“Leaning” should be broadly conceived to include learning outside of the classroom.  

There are valuable learning experiences awaiting interested students in business 

firms, non-profit organizations, and international agencies should be well 

documented and related to the formal curriculum .  It should be incumbent upon 

the student to document the legitimate purpose, appropriate contents, and effective 

learning impact of an internship experience.  This will not only obviate the 
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unnecessary administrative burden on the faculty concerned but also help the 

student learn how to translate an “extra-curricular” activity into a learning 

experience for which he/she deserves credit. 

(13) I am encouraged by the good number of international students enrolled in the 

various programs of this unit and the various study-abroad opportunities Waseda 

recognizes as an import part of their students’ education.  The document (pp. 

11-12) also makes mention of internationalization efforts, and this is commendable. 

(14) Under “Kenkyu Katsudo” (p. 12), the document emphasizes the importance of 

faculty research and the public dissemination of research outputs through various 

media.  It is left unclear, however, how research activity is valuated by the faculty.  

It is also left unclear whether special consideration is given to the younger faculty 

who need to establish their professional stature.  For example, are they eligible for 

reduced teaching if they have a well-justified and promising research program that 

is likely to lead to significant outputs, including possible publications in refereed 

journals?  An examination of Dai 5-bu “Senninkyoin Kenkyu Gyoseki nado 

Ichiran” reveals that for most part the faculty members of the Faculty of Political 

Science and Economics have been very active in professional research, writing, and 

other modes of dissemination of research results.  However, it is equally apparent 

that there is a great variability in the amount and type of dissemination efforts 

among the faculty.  While I am not in a position to offer any statements on the 

quality of their work, it may very well be the case that there are some gaps that need 

critical examination and substantial improvement.  The important question is what 

kind of incentives are there to encourage all faculty to achieve their potential as 

productive participants in knowledge building and dissemination?  This is 

particularly important for junior faculty who are yet to establish themselves in their 

respective fields and whose professional stature will no doubt become a measure of 

success and the quality of the faculty at Waseda.   

(15) In terms of the teaching and research environment, my visit to several classrooms 

and libraries on July 2 prompt me to offer a few points.  First, it is commendable 

that efforts are underway to improve the classroom facilities, particularly those that 
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can meet the increasingly technology-oriented demands of the students.  As the 

document (p. 12) states, however, there are substantial needs for improvement in 

this area.  Second, the lack of air conditioning in some facilities makes the 

research environment far from ideal, not to mention the almost unbearable working 

condition for the library staff.  During the July 2 visit, much was made about the 

EU collection, and this is noteworthy.  The Faculty of Political Science and 

Economics should build on this collection and the international recognition that it 

has received.  Vigorous efforts should be undertaken to further publicize this 

collection worldwide, and to facilitate remote access through further digitization of 

the collection.  The faculty may identify another niche area that builds on the 

existing strengths of its academic program that emphasizes the integration of 

political science and economics.  

(16) The faculty should be commended for their  increasing success in obtaining 

research grants and other support through  “kagaku kenkyuhi hojokin” and 

“tokutei kadai kenkyu joseihi,” as mentioned on pages 13-14 of the document.    

It is highly commendable that special consideration is given to “joshu” (assistants) 

to concentrate on research productivity.   

(17) The Faculty of Political Science and Economics is in an enviable position of 

having successfully increased the size of its faculty, particularly of its regular 

faculty.  As noted above, however, the faculty is “top-heavy” in terms of rank and 

age.  This is recognized on page 15 of the document.  What does this say about 

the hiring practices of the faculty?  Is this in line with national trends?  What are 

the implications for future employment for younger professionals in political 

science and economics?  Perhaps a more thorough examination of these questions 

has been conducted than is apparent in the document. 

(18) Further efforts need to be made to hire qualified non-Japanese instructors, as 

implied on page 15 of the document.  There is an increasing number of 

Japanese-speaking Ph.D.’s in political science and economics whose talents may 

very well be underutilized in Japanese universities and colleges.  Perhaps Waseda 

should take a lead in this area. 
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(19) Although it is commendable that the number of female members of the faculty has 

increased since the mid-1990s, but substantially more should be done to increase 

their numbers in both regular and adjunct positions.   

(20) It is also encouraging that the number of faculty who received their highest level 

education at institutions other than Waseda has been increasing.  It would be even 

more revealing to have a breakdown in terms not only of the highest level education 

received but also of any and all levels of post-secondary education received to see 

how far the faculty has come in response to the criticism of the “in-breeding” of 

faculty in Japanese higher education. 

(21) As noted above, some form of student evaluation of courses and faculty 

performance should be considered.   

(22) It may be advisable for the faculty to consider requiring a syllabus for every course, 

a syllabus that goes beyond the summary description that is currently published in 

the form of “kogi yoko.”  A syllabus should establish a general understanding 

between the faculty and the student concerning the overall goals, specific objectives, 

scope, and contents of the given course.  While it is not necessary for the syllabus 

to be considered a “contract”, it should set the basic parameters of the course so that 

there is no “surprise” for either the instructor or the student.  The adoption of a 

syllabus forces the instructor to design his/her course with the care and 

thoroughness that the course deserves.  It also established the faculty’s 

commitment to fair and open communication vis-à-vis the students. 

(23) While “hakasego” (Ph.D. or its equivalent) is not the only measure of an 

instructor’s qualifications to undertake original research and share the insights 

his/her research produces, it is encouraging that 35.6 percent of the regular faculty 

have earned Ph.D. degrees.  Efforts should continue in this direction. 

(24) As noted above, it is commendable that the faculty has opened its door to students 

with diverse abilities, characteristics, and personalities.  In this connection, the use 

of “sogo senbatsu nyushi” is commendable.  As the document (p. 20) notes, the 

increasing number of “non-traditional” students in the faculty is posing new 

challenges. 
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(25) As yet another sign of the faculty’s effort to diversify its student population is 

Waseda University’s decision, effective in 2001, to recognize credit earned at other, 

designated universities and colleges.  This is very commendable, and the number 

of institutions participating in this new arrangement should be expanded. The 

popularity of Waseda courses may very well be a good test of their “market” value. 

The increasingly complex needs of the society make it amply clear that it is 

virtually impossible to establish and maintain a self-contained, all-inclusive 

curriculum in one university.  The sharing of resources and expanding of learning 

opportunities  through the new arrangement is the wave of the future and Waseda 

should be commended for recognizing this fact. 

(26) It is noted on page 23 of the document that the number of committees on which 

faculty serve and their meetings are increasing rapidly as a result of the institution 

of diverse entrance examinations.  Faculty should be appropriately compensated 

for such responsibilities for without their effective participation, the future 

vitality—indeed viability—of some programs at Waseda may be in jeopardy.   

(27) Among the growing concerns of faculty everywhere is the increasing pressure for 

them to perform multiple tasks, including not only teaching, research, and services, 

but administrative responsibilities.  In many institutions, administrative 

responsibilities include student recruitment and fundraising as well.  It is not clear 

if this is also the case at Waseda.  It should never be forgotten that the faculty’s 

primary responsibility is to the student and that this requires that they effectively 

discharge responsibilities as teacher, knowledge builder, and mentor to the student. 

Expansion of administrative and other tasks should be undertaken without 

impinging on the faculty’s ability to discharge their primary responsibilities.   

 

3. Comments on the Graduate Programs in Political Science and Economics 

Many of the observations made above apply equally to the programs in Political 

Science and Economies, so I will not repeat them.  Instead, I will only make additional 

remarks or repeat some points only when further emphasis is warranted. 
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(1) Many professional graduate programs around the world are offering flexible degree 

programs to non-traditional students, including mid-career personnel who wish to 

advance their career by obtaining an advanced degree or who wish to change their 

career.  Apparently, Waseda is no exception.  It is commendable that the graduate 

programs in both Political Science and Economics make it possible for “shakaijin” 

to complete the requirements for a Master’s degree in one year.   

(2) It is also commendable that the graduate programs have been able to maintain small 

size courses.  This is essential to maintain high quality instruction, including the 

intensive mentoring effect typically expected at the graduate level.   

(3) The importance of a carefully prepared syllabus is essential for graduate-level 

courses.  Each student should be encouraged to examine the entire syllabus at the 

beginning of the course and explore at his/her pace any and all reading assignments 

and contemplate theoretical and conceptual issues ahead of schedule.  This way, 

he/she will be able to spend as much time and energy on a particularly intriguing 

area of inquiry as he/she wishes, including a review of material beyond that which 

appears in the syllabus.  After all, graduate students should be encouraged to 

develop an independent ability to obtain and synthesize information and knowledge 

useful for their intellectual pursuits. 

(4) It is commendable that the graduate program in Political Science established in 

1999 “Waseda Seijigakkai” as a forum for engaging in interdisciplinary and 

integrative discourse.  Perhaps in the future an assessment should be made of the 

effectiveness of this forum in achieving its mission. 

(5) During my visit to Waseda on July 2, I asked for a list of shushi and hakase ronbun 

completed by students in the Faculty of Political Science and Economics.  I 

believe such a list will be very useful in both documenting the products of 

intellectual  life in the graduate programs concerned and identifying works of 

promising young scholars.  If made readily accessible to the external community, 

including the international community, such a list may very well facilitate 

communication and collaboration between scholars, both older and younger, both in 

Japan and elsewhere.  For example, I have often wondered how to find young 
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scholars engaged in interesting research who may be invited to participate in 

collaborative research projects, along with graduate students at other institutions, 

including my own.  I am delighted that Professor Hirano agrees with me and has 

decided to prepare such a list.   

(6) It is encouraging that the number of graduate students is increasing.  Particularly 

promising is the fact that “shakaijin” applications is showing a noticeable increase.  

This adds to the importance, noted earlier, of making the necessary curricular 

adjustments to meet the changing needs of the society.  

(7) It is unfortunate that the number of scholarships for graduate students is quite 

limited.  The university should consider fundraising in this area a top priority, as 

graduate education will surely become an increasingly important part of higher 

education in Japan as elsewhere. The goal should be to offer a scholarship to all 

deserving graduate students regardless of their financial needs. 

(8) It is also unfortunate that, as noted on page 33 of the document, the faculty does not 

maintain up-to-date information on the careers of those who have studied in its 

graduate programs. 

(9) It is commendable that the graduate program in Economics has expanded the 

opportunity to teach graduate courses to include regular lecturers, as noted on page 

35 of the document.   

(10) It is well documented and persuasively argued on pages 35-36 of the 

document that unless the number of regular faculty members is increased, it will be 

difficult to increase the number of courses offered.   

(11) A concern is expressed on page 38 regarding the large number of students 

without prior Economics background who are enrolled in large, introductory 

courses.  This is not unique to Waseda.  It is also an important issue at my 

institution and elsewhere in the United States.  We have a good many Japanese 

students who apply for admission into our Master’s degree programs.  Most of 

them have had little or no economics and are required to take Principles of 

Economics (both macro and micro) before they are allowed to take graduate  

courses in economics.  This is a major handicap for them.  It is evident that high 
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schools and undergraduate programs in Japan have so far failed to teach basic 

economics to their students.  This may come as a surprise to outsiders who have 

marveled at Japan’s remarkable economic growth in the postwar period.   Does 

this mean that lack of economics education in Japan was not a handicap during 

those decades?  How about in the future?  Maybe here is an interesting research 

topic.   

(12) On page 38 of the document, the graduate program in Economic s 

recognizes the need to conduct a survey of students’ views on curriculum issues.  I 

do hope that such a survey is conducted soon and that its results be reflected in 

curriculum reforms.     

(13) The document recognizes a number of other areas where improvement may 

be warranted.  It bears repeating that much improvement needs to be made in 

terms of the age breakdown and the gender breakdown of the graduate faculty in 

Economics.   

(14) The document notes the increasing number of “shakaijin” applicants for 

admission.  It is likely that this trend will continue, making it very important, as 

the document states, that the graduate program in Economics continue to review its 

curriculum in terms of its relevance and effectiveness in achieving its stated 

mission. 

 

4. Comments on the Institute of Contemporary Political and Economic Research 

(1) Over the last two decades political economy has firmly established itself as an 

important tradition in the academic communities in Japan, in the United States, and 

elsewhere.  In this context, the Institute of Contemporary Political and Economic 

Research should have been well positioned to play a leading role.  Perhaps with 

the exception of the EU Document Center, which has received some international 

recognition, however, the achievements of the institute are not well known abroad.  

This fact should be studied carefully.  Since I do not have the degree of familiarity 

with the institute and its relationship with the Faculty of Political Science and 

Economics that would be necessary to offer credible assessment on this question, I 
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can only raise some questions as hypotheses.  First, resource and other limitations 

have not allowed the institute to undertake large-scale research projects that would 

have attracted much international attention. For example, the topics of interest to 

individual researchers may have been so varied that it has been difficult for the 

institute to underwrite concerted, focused, and large-scale research projects.  

Second, administratively or otherwise the relationship between the individual 

faculty members of the Faculty of Political Science and Economics may have been 

such that the faculty have not channeled their research efforts through the institute.  

Third, given the origins of the institute—in the School of Journalism—the focus of 

the institute may have been largely to collect and disseminate information on 

political, economic, and mass communication issues rather than the undertaking of 

original research according to its own research agenda.  Fourth, the dissemination 

of research outputs of the various study groups established under the institute has 

been left to the efforts of individual researchers, rather than well-funded and 

coordinated institute-wide efforts.  Fifth, resource limitations of the institute may 

have not allowed it to translate its research products into English and other 

languages, which would have attracted more international attention.  Regardless of 

the reason, it may be well worth the effort to review the future direction of the 

institute and its relationship to the Faculty of Political Science and Economics.  

(2) The above point notwithstanding, a quick look at the list of research topics on pages 

49-53 of the document reveals that the participants have identified topics of 

importance to both basic research and discourse on contemporary policy issues.  

However, if it is the consensus of those concerned with the institute’s future 

direction  that it should gain a higher international profile, it may be advisable to 

undertake a more selective prioritization of research efforts and conduct major 

fundraising to support such efforts.  If, on the other hand, as sated on page 53 of 

the document, the purpose of the institute is to encourage  independent initiatives 

and interests of the researchers, perhaps the current arrangement, including the 

selection of research topics, may be quite appropriate.   
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(3)   Whatever the future direction of the institute, it may be well advised to issue an 

English journal (perhaps electronically) to introduce a selection of chapters 

published in the Wasedadaigakiu Gendai Seijikeizai  Sosho series.  An occasional 

paper series in English may be another alternative to be considered. 

 

 

In conclusion, as a Waseda graduate, I am very proud of what the Faculty of 

Political Science and Economics, its undergraduate and graduate programs, and the 

Institute of Contemporary Political and Economic Research have achieved.  It has been an 

honor and a pleasure to review their accomplishments and to offer some remarks.  I thank 

you for the opportunity.   
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早稲田大学政治経済学部・政治学研究科・経済学研究科・現代政治経済研究所 
評価書 

ブリティッシュ・コロンビア大学名誉教授 
流通科学大学教授 

永谷 敬三 
 

１．日本の大学を評価する基準としては、日本の大学の平均値をとるか、国際基準

をとるかが常に問題となるが、早稲田大学を評価するに当たっては、後者即ち

国際基準を使用することとしたい。その理由は、第１に、早稲田大学が日本を

代表する学府であること（従って日本の平均値基準で評価してもあまり意味が

ないこと）、第２に、評者の知識が日本よりも北米での教育・研究経験に基づ

いていることによる。私は何でも北米式がいいなどとは思わないが、大衆化さ

れた大学教育に関しては先輩である北米システムが戦後何十年もかかって築き

上げた大学教育理念と実践技術から学ぶものは多いといえる。 
２．北米の大学で３０年過ごしたあと日本の大学（神戸大学および流通科学大学）

に一時滞在している評者の印象では、日本の大学教育には、一般的にいって、

多いに改善の余地がある。まずカリキュラムに関していえば、（１）ストラク

チャーが乏しい、（２）むやみに科目数が多い、（３）科目の名称・内容が標

準化されていない、（４）２単位が標準で講義の密度が低い、（５）学生の評

価が期末試験１本（しかもマークシート方式が主流）で、個々の学生に関する

情報収集が不充分である等が教育効率の向上を妨げていると感じられる。北米

の大学教育は、学生が何も知らないという前提に立ち、彼等に効率的に体系的

知識を身につけさせることを大学の責務とする。対照的に、日本の大学教育は、

学生を大人とみなし、自由にやらせることを基本理念としているが、進学率が

５０年間に１０％から５０％へと急上昇した社会で、昔の「性善説」を維持す

ることは、教師には楽かもしれないが、教育効率は上がらない。むしろ、カリ

キュラムに縦の構造（例えば、科目Ａを履修しなければ科目Ｂは採れない、科

目Ｃを履修するにはＡ，Ｂの履修を前提とする、Ｃでなお満足できない学生に

は一段高いＤを提供する等）を与え、やる気のある学生、できる学生の勉学意

欲を満足させる工夫が必要である。また、学生の志望キャリアーに即した４年

間の履修計画のサンプルを提示する等の工夫を通じ、学生が知らない間に体系

的知識を身につけられるようパターナリスティックな指導が望まれる。もう１

つ、大衆化された大学が必要とするのは学生評価ルールの改善であろう。北米

の大学のようにできない学生ややる気のない学生を容赦なくふるい落とすこと

が日本ではできないというのであれば、逆選択（逆淘汰）の理論に従って、怠

惰・無能な学生と勉学意欲・能力の高い学生とを区別する「分離契約」（例え

ば、前者には、授業料と引き換えに最低合格点を自動的に与え、後者の集団に

は、信賞必罰の厳しいが高い評価を与える方式が合理的である。日本の大学は、

いうなれば、両者に自動的に合格を保証する「単一契約」を提供しているが、
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これは、有能な学生を不当に差別し、淘汰する効果しかない。私自身の体験で

は、神戸大学経済学部に私の提唱で１９９８年「アドバンスト・コース」を創

設し、３年度に上がる経済学部学生３００人のうちから勉学意欲が旺盛で、か

つ２年間の成績優秀な学生を最大２０名集めて、彼等だけのクラスを設け、ミ

クロ経済学、マクロ経済学、計量経済学を中心に大学院初級程度の授業（週２

回）を開始したが、学生の学習意欲、友好的競争、学習実績等からみて結果は

大成功であった。国立大学の場合は、こういう試みに対する抵抗と制約が多い

が、私学なら、こういうエリート学生に対する授業料減免、特別卒業証書の発

行等もっと自由にやれるのではないかと思われる。私が教えた卒業生のうち２

名が現在東大大学院で勉学中であるが、彼等が頭角を現すのは時間の問題であ

ると思っている。日本を代表する早稲田大学には、ぜひこうした「エリート教

育」を多くの学部でやってもらいたい。 
３．カリキュラムにストラクチャーを付けることは、学部だけでなく、大学院にも

等しく必要である。北米の大学は、院生でも何も知らないという前提でいくつ

かのコア科目を全員に必修させ、競争させる。２年間のコースワークののち、

「学力試験」が課され、これに合格して初めて「博士論文」にとりかかる権利

が与えられる。この段階以前には、学生の「専門分野」などない。神戸大学研

究科で私はこの学力試験の出題・採点をある年やらされたが、２０名近い受験

者のうち合格はほんの少数で、平均的にいえば、彼等は学者になる資格などな

いというのが正直な感想であった。なぜこんな悲惨な事態が発生するかを私な

りに考えると、やはり、大学院のカリキュラムがしっかりできていないことが

一番大きいと思われる。もう１つの制度的欠陥は、院生を入学時から特定教師

に配属することである。このような精神的従属状態では、学生が自由闊達に様々

な講義や学生同志の切磋琢磨を通じて知的好奇心を満たすことが困難であるだ

けでなく、広く講義を聴く意欲さえ失ってしまう。 
４．カリキュラムについてもう１つ望まれるのは、講義の名称・内容の標準化・国

際化である。今後学生の流動性は一層高くなり、単位のトランスファーの必要

が増大すると思われる。日本の科目の中には、タイトルから中身が判然としな

いもの、「特殊講義」と銘打ったものが多いが、これらは、外国留学をしよう

とする学生には不利になる可能性が大きい。現状のままでは、優秀な高卒者が

日本の大学を避けて外国の大学を志望する風潮が現実となる可能性は高い。 
５．以上、「国際基準」から見た日本の大学教育批判を勝手に申し述べてきたが、

早稲田大学の現状は、日本的基準によれば、抜群に優等である。学部カリキュ

ラムは、「必修」、「コア」、「関連選択」という科目群に分類され、それが

さらに学年別に区分されていて、学生側から見て非常にわかりやすい形になっ

ている。また、マルティプル・セクション制度を多用してクラス規模を抑えて

いる。ただ、研究科の方には、同様な構造が見られない。博士号授与数を増や

すためにも、必修またはコア科目群を確立し、学生に専門の如何を問わず、経

 17



済学の基本知識を共有させる努力を望みたい。 
６．最後に現代政治経済研究所については、組織・運営政策双方について私は高い

評価を与えたい。日本の大学の多くが研究所を所有しているが、大抵は、多数

の専任教員を抱えながら個人が勝手に自分の研究をやり、組織としての活動に

見るべきものがなく、存在理由自体が判然としない。専任教員を最低限に抑え、

プロジェクトごとに関連学部さらには外部のタレントを加えて学際的研究を行

うという早稲田方式が正解であると思われる。「政経」一本化の実を挙げる尖

兵として一層の発展を期待してやまない。将来は委託研究も視野に入れてはど

うかと思われる。 
 

平成１３年７月２３日記 
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早稲田大学政治経済学部の自己点検報告書について 

（朝日新聞記者 早野 透） 
 

 早稲田政経学部の自己点検報告書への私の外部評価は、ヒアリングでの発言におお 

むねつきている。私は大学卒業後、朝日新聞の新聞記者になり、おもに政治取材を担 

当してきた。それ以来・余年をほとんど教育現場と無縁にすごしてきた私の能力で 

は、大学の教育現場のありかたについて自信をもって評価することはできない。これ 

は他の外部評価者にゆだねたい。 

 私の本棚に、だいぶ昔に購入した「早稲田大学・建設者同盟の歴史｜｜大正期のヴ 

・ナロード運動」という本がある。「第一次大戦でのドイツの敗北、ロシア革命の成 

立、ヨーロッパ各国の社会主義運動の高揚は、日本の革新青年にも大きな影響を与え 

た。早稲田大学の学生を中心に結成された『建設者同盟』も・人民の中へ・（ヴ・ナ 

ロード）を合言葉に実践運動に飛び込んでいった」と本の帯には書いてある。東大の 

新人会の向こうを張って、早稲田大学の学生がつくった社会運動組織だった。 

 この建設者同盟の初期のリーダーとして名を連ねているのは、和田巌、その一年後 

輩の稲村隆一、浅沼稲次郎、三宅正一らの政経学部の同級生たちだった。彼らは社会 

主義というよりは、社会正義への情熱に駆り立てられ、とくに地方に根付いて農民運 

動に溶け込んでいったのだった。当時の農村は地主と小作人の階級対立が激しく、あ 

ちこちで小作料減免の激しい戦いが繰り広げられていた。例えば、新潟県の有名な小 

作争議、木崎争議では農民学校をつくって「建設者同盟」の面々がその中心で働い 

た。明らかに日本の社会運動史に栄光の時間を刻んだ。 

 私は政治記者として、副議長時代の三宅正一氏に親しく接して、三宅氏のユーモラ 

スな風貌、若き日の恋の物語、そしていつまでも衰えぬ政治的情熱にとても深く引き 

つけられた。建設者同盟の歴史的背景を知っていればもっと話をくわしく聞いておけ 

ばよかったと思う。私はまた志望して新潟支局にも勤務し、当時の衆議院の新潟三区 

という選挙区をくわしく取材した。そこは田中角栄と三宅正一の牙城であって、新潟 

三区の歴史とは、三宅の築いた革新農民票を戦後の政治勢力である田中の越山会が保 

守的農民層として再編成するプロセスにほかならなかった。三宅はその磊落な人柄で 

農民を引きつけ、のちに「三宅さんがなくなったから」と初めて自民党陣営に移って 

いく人々もいた。 

 というわけで、私は三宅氏に早稲田政経学部を感じていた。 

 「建設者同盟」の本の中には、「早稲田的風格」という項目で三宅自身の感想が記 

されている。 

 「若い十七歳の少年学生と机を並べて、五十を越した老書生がいるかと思えば、服 

装もまちまちで、羽織袴に朴歯の下駄をはいた学生がいる。その横には、詰め襟の学 

生服もおれば、背広を着込んで髭をたくわえた学生がいるといった具合に千差万別で 

あった。わずかに統一のとれているのは角帽くらいのもので、これらの雑然たる学生 

群が天下国家を論じ、昂然として大道を闊歩している傍ら、寄宿の賄い征伐に血道を 

あげ、教室では教師をつるしあげている。かと思えば、酒を飲んで吉原へ繰り込んだ 

話をとくとくとして聞かせているものがおり、一方では、苦学力行して真剣に勉学に 

取り組んでいる青年もいた」 
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 こうした中から、反官僚、野党精神の早稲田の政治的伝統が築かれたと思われる。 

著名な早稲田雄弁会もそもそもはこうしたロマンチシズムが根っこにあったはずであ 

り、要領よく政治家になりたいという便宜主義とは相反するものでもあったはずであ 

る。 

 いまこうしたバンカラ早稲田精神をなつかしんでも時代錯誤であることは、むろん 

承知はしている。学生運動のやっかいな現状もいくらかは伝え聞いている。しかし、 

早稲田大学の、とりわけ政経学部のアイデンティティをいずこかに求めるとすれば、 

やはりこうした伝統、雰囲気であろう。それをいまの時代に翻訳すれば、例えばＮＰ 

Ｏであったり、手作りの地方政治であったり、ジャーナリスト魂であったり、そうし 

た仕事の中でこうした社会的情熱を生かしていくということであろう。もちろん大多 

数の学生は地道な職業人となるのであろうが、そういった人生のあり方の基本となる 

学問的姿勢を学ぶのが、東大の官僚志向でもない、慶応の藤沢キャンパスのように経 

済テクノクラート志向でもない、早稲田の政経の政経であるゆえんのように思われ 

る。 

 今日、大学法学部がロースクールとして進化していくことが時代の成り行きであ 

る。例えば東京大学法学部のように、法律学と政治学を組み合わせてある学部では、 

政治学はどのようになっていくのか。法律学の実務的側面が重視されて、法の背景と 

しての政治学の探求が薄れていくことになりかねない。社会科学の総合学としての政 

治学の発展が軽んじられていいはずはない。その意味でも政経学部の価値は増してい 

くだろう。 

 それぞれが閉鎖的なサークルに閉じこもっていては成り立たない今日、アカデミズ 

ムからジャーナリズムへの発信はむろん重要である。アカデミズムの政治参加もこれ 

からの時代は肯定的に考えるべきである。しかし、どんな政権にも近づきたがる御用 

学者ではあってほしくない。昨今はこうした傾向が目に余る。この夏のヒアリングの 

際に、舌足らずながら、早稲田アカデミズムの回復を訴えたのは、こうした思いから 

である。いきいきした人間力を持った学生をどう育てるか、そのためには教える側の 

情熱がなければなるまい。いま、教育の場はこんな大言壮語を吐いても見当違いであ 

る困難を抱えていことも想像しながら、あえて申し上げる次第である。 

    止 
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早稲田大学 政治経済学部・政治学研究科・経済学研究科・現代政治経済研究所 
 自己点検第三者評価報告書 
                    明治大学政治経済学部専任講師 重田 園江 
 
Ⅰ．ヒヤリング当日に口頭での質疑応答に用いたメモ 
 
  質問事項・気づいた点 
 
 学 部 

１． カリキュラムの一体性の工夫について 
① 政治－経済学部であること 

学科間の連携・独立性、科目として政治経済にまたがるものは？ 
単位の縛り・転科などの制度面。 
政治学科について－法学部との関係。法科大学院との関係。 

② 外書講読と外国語教育 
外書講読の無意味さ。連携は可能か？会話か読解か？精読か多読か？英語力か翻訳力と

しての専門教育か？ 
外国語教育自体の質を確保するには、レベル別授業の導入は不可避？ 

③ 教養科目と専門科目 
１・２年の専門関連科目は専門への興味をかきたてているか？ 

   
  ２．授業 

大人数授業に対する工夫。参加への意欲をどう作るか？ 
 
３．授業評価 
① 学生→教員→学部・学科→教員 
 公的性格と私的性格。つながりと切り離し。学生が勝手にやっている評価とは違った    
 意味の評価が、授業に反映されることが必要。この体制をどう作るか。 
 いい授業をやる人は勝手にやっている。だめなのはだめ？ 
② 教員間での授業ノウハウの共有や相互評価。教授の自由を超えて言えることがたくさん

ある。 
③ 成績評価の方法。学生への開示。 

 
 大学院 

・ 助手制度。採用システム。公募の少なさ。女性教員の少なさ。 
・ 大学院における徒弟制の改善。指導教授への負担と学生の自由度の少なさ。 

院生が横に教員を移動できる雰囲気。 
・ 全体として風通しが悪く、学部とは違った雰囲気。大学院に優れた人が残っているか。 

それを伸ばしているか。 
・ 研究者と修士後就職していく人、社会人などとを一緒に教育する問題。 
 

 現代政治経済研究所 
・ 研究活動は非常に活発で、定期的な研究会、講演会を開き、外部にも開かれた組織とな 
 っている。 
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 入試制度 
 ・AO入試。どのようなタイプの学生を求めて問題をセレクトしているのか？ 

 
   全体について： 数字や客観データでは測れない問題点がある。 

 
 
Ⅱ．当日の施設見学・ヒヤリングで気づいた点 
 
 全体の印象 
   ヒヤリングに参加した教員の方々はとても熱心で、大学を少しでもよくしようという 
  熱意が感じられた。質疑応答の時間が限られていたため、十分に対話ができたとは言え 
  ず、一方的に言いたいことを言って終わってしまったのが残念。 
   学部単位での改革に限定されたため、話題がカリキュラム問題中心になったが、欲を 
  言えば、大学全体の方針や他学部とも関連する、大学の中での政治経済学部の位置づけ 
  や、大学全体の将来構想とも結びつけた議論ができればよかった。 
 
 個別事項 

１． 施設見学 
① 図書館 

歴史ある大学全てが抱えている問題ではあるが、図書館制度の複雑さをどうするか

という問題がある。一元化があまり進むと教員にとって使いづらいシステムになり

がちだが、ある程度一元化しないと無駄が多いというジレンマが感じられた。 
早稲田の図書館は首都圏では有数の蔵書を誇りながら、外部にも開かれたアクセス

しやすいシステムをいち早く導入し、他の大学図書館の模範となっている。 
② AV環境 

評価者の勤務校である明治大学では、校舎建てかえの際に大々的にAV環境整備を行

ったが、大がかりな機器が実は授業時に使いにくいといった問題もある。 
早稲田では今後教室のAV環境整備が進むと思われるが、２・３年単位で技術進歩が

起こっていることを考えても、将来作り変えやすい方式を選択したほうがよいと思

われる。 
 

２． カリキュラムや授業について 
 約１０年前と比べて、授業や教員の質はずいぶんまともになっているという印象を

受けた。議論の中で、一方である程度の専門性を身につけるということと、他方で政

治・経済への興味をかきたてるような身近な問題、現代的な事柄に触れるということ

をどう両立させるかという課題が浮かんできた。 
 大学院の制度については、学部と比べてあまり改革が進んでいないと感じられた。

大学院生のレベル低下が指摘されており、指導教授が責任を持って学生を指導すると

いう体制も、もちろん必要だと思われる。しかし、教授間のヨコの移動を可能にし、

「教室」に捉われない体制を作ることで、院生自身が自らの責任で独創的な研究を行

うことが可能になるというメリットもある。また、指導教授と学生の関係が緩やかに

なると、研究に関して対等に議論したり、刺激を与え合うこともできるようになる。 
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 最後に 
     
    早稲田大学政治経済学部政治学科の卒業生としては、今後の早稲田がどういう方向 
    に行こうとしているのか、そのこととの関係でAO入試の果たす役割、イメージの 
    流布や宣伝力はかなり大きいと考えている。かつての早稲田は、「学生一流、施設 
    二流、教員三流」と言われたが、これはある意味ではほめ言葉でもある。早稲田の 
    学生の活気や学校の外に世界を持って大学時代にしかできない経験を積む力は他 
    とは比べられないものがあった。制度改革によってさまざまなメニューを用意し、 
    至れり尽せりの学校生活を提供したとしても、魅力ある人間を集める大学であり続 
    けられるかどうかは分からない。多くの優れたジャーナリストを輩出してきた政治 
    経済学部の伝統も、こうした学生同士の活動に負うところが大きい。魅力ある学生 
    を惹きつける大学であるには、カリキュラム等に限定されない、大学の将来をどう 
    するかという問題意識が必要であろう。その意味では、教員採用をオープンにする 
    と言っても、早稲田卒業生が教員のある割合を占め、愛校心を持って教育に携わる 
    ことは今後も必要だと感じた。 
     全くの私見であるが、この点で、政治経済学部に直接関係しているわけではない 
    が、新学生会館建設に伴う学生活動の管理と、地下部室撤去は憂慮すべき事態だと 
    考えている。学生が自分たちで何かやる場を提供し、それをサポートするのが大学 
    であり、教員組織なのだから。 

 23



意見書 

 

東京大学大学院総合文化研究科・教養学部 

山本泰 

 

 早稲田大学政治経済学部、政治学研究科、経済学研究科、現代政治経済研究所の

教育・研究について外部評価を行うように依頼を受け、2001年7月27日に重田園江・明

治大学政治経済学部講師とともに、早稲田大学西早稲田キャンパスを訪れ、3号館を中

心に、図書室・教室・事務室などを拝見し、堀口健治学部長をはじめとする先生方と意

見交換を行った。この評価活動は、事前に配布された「早稲田大学政治経済学部・政治

学研究科・経済学研究科2000年度自己点検報告書（2分冊）」「現代政治経済研究所 

点検・評価内部報告書」ならびに「早稲田大学政治経済学部・政治学研究科・経済学研

究科・現代政治経済研究所 自己点検報告書（要約）」に基づいて行われた。 

 まず、午前中の視察活動については、キャンパス内の学生の様子にも十分な活気が感

じられた。教室や図書室、コンピュータ室なども狭いながらもそこで学ぶ学生の利便を考

慮してよく整えられているという印象を持った。職員についても、責任感をもち、高いモラ

ールを維持しながら職務に当たっている様子がうかがわれ、さらに、この日の評価活動

に忙しい合間をぬって同行・参加された先生方も数が多く、熱心かつ謙虚に接していた

だいたことに感銘を受けた。早稲田政経の伝統は、学生、教職員、施設の質の高さによ

って今日もなお脈々と息づいていることに大いに安堵し、心地よい興奮を感じたことをま

ず指摘したい。 

 午後のヒヤリング・講評では、評価委員2名と、大学側の先生方20名弱との間で、幅広

い視点から質疑応答が行われた。私は、点検・評価委員の先生から、主として教養科目

の部分について評価を行うように要請されていたので、その部分を中心に学部教育につ

いての私見を以下にまとめ、報告します。 

 

1． 学部のコンセプトについて 

 高等教育の量的拡大の時代が終わり、今後は従来にも増して、大学が選ばれる時代

に入っていく。「早稲田の教育にはどのような特色があるのか」「そこで教育を受ければ何

が身について、それが将来どう役立つのか」というコンセプトの重要性はいよいよ高まっ

て行くであろう。 

 そのような観点から見ると、「政治経済学部」というものそれ自体が魅力あるコンセプトで

あると思われる。世界的に見ても、政治と経済の相互浸透というのは現代社会の基本的

な様相となっており、むしろ、政治学部と経済学部という組織構成ではとり扱える現象より

もとり扱えない現象の方が多いと言って過言でないからである。しかも、早稲田の政経は、

政界と実業界に有力な人材を多く輩出してきた実績もある。「政治経済学部」は現代社

会のあり方にマッチした、古くて新しい学際的な教育・研究の定番であることをもっと前面

に押し出して、これを学部の基本コンセプトとすべきではないか。実績ある「大学と社会
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のつながり」をもっと強調すべきである。それは、（学生にとって）社会に出て価値が生き

る大学という意味であり、よき社会人、職業人、専門家の養成機関として「早稲田政経」

は十分に誇るべき過去と未来を有している。 

 「定番」の看板は一朝一夕で作られるものでなく、長い蓄積と実績を必要とする。それこ

そ早稲田政経なのだという意気込みを、意見交換した先生方の発言に感じることが多か

った。このようなコンセプトを大学内外に対して効果的にアピールすることにより、教育内

容をさらに活性化し、いっそう多くの優秀な若い人たちを惹きつける可能性を持ってると

強く感じた。 

 そのような趣旨から、具体的な改善の提案を以下に述べる。 

 

2． 学科編成について 

 当日の配布資料とは別に入手した「学部要項」と「講義要項」も参考にさせていただい

たが、政治学科と経済学科という2学科編成は、上に述べた早稲田政経の強力な特色を

十分に生かしていないのではないかと思われる。かつては新聞学科と自治行政学科が

置かれていたが、どのような経緯にせよ、「政経」というまとまりの中でこそ実施可能な教

育プログラムを用意すべきである。さらに率直に所見を述べれば、政治学科も経済学科

も、政経学部のなかに設置されているという特色を十分に生かしているとは言えないので

はないか。たしかに、「政治・経済共通科目」が設置されてはいるが、履修の相互乗り入

れの形にとどまっており、政治学部と経済学部の他学部聴講と質的に異なる内容・形態

になっているとは思えない。 

 この点について十分な検討を進められることを期待したい。いくつかの選択肢があると

思われる。ひとつには、よりテーマを絞った学科、あるいは横断的なテーマを有する学科

を新設する方法が有力であろう。さらに、それらの学科を現在のように縦割りにするので

はなく、メジャー・サブメジャーのように組み合わせて複数履修することが出来るように学

科編成全体の柔軟化を導入することはさらに有力な方法と思われる。早稲田の政経に

行けば政治学と経済学の学士号を両方取得できるというようなわかりやすく、かつ実質的

な改善を図ることが望ましい。 

 

3． カリキュラムについて 

 「学部要項」と「講義要項」など学生向けの履修案内やシラバスなどもわかりやすく、ま

た、コース制を設けて科目間の関係を明示したり、専門の基礎科目を第1年次に配置し

たりするなど4年間の履修内容の積み上げをはかるなど様々な工夫が凝らされていること

は評価できる。 

 しかし、根本的な問題として、教養科目と専門科目の有機的な関連づけが不十分であ

ると思われる。学生の目から見て、「教養科目」「外国語科目」をまず履修し、その後で学

科の「専門科目」の履修に進むという構造がどの程度の説得力を持っているのか危惧さ

れるところである。教養科目のコースと政治・経済学科目（基礎科目と専門科目）の関連

づけが示されていないことも理解に苦しむ。 
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 1991年の大学設置基準の大綱化によって教養教育についての一律の規制は撤廃さ

れたという経緯があるので、早稲田大学独自の教養教育の再編成が可能になっている。

大学4年という限られた教育課程の中に、教養教育と外国語教育をどう位置づけるのか

を早急に見直し、改善を図ることが必要と思われる。 

 その見直しに当たって最も重要なことは、学部教育4年の達成目標をどこに設定するか

である。その目標は、知的・倫理的・人間的に訓練された市民の養成であって、学者や

専門家の養成ではない。この意味では、学部4年の教育はすべて教養教育であり、その

中に、政治や経済についての（政治学や経済学についてのではない）教育とより広い教

育があると再定義をするのが妥当なのではないだろうか。 

 政治や経済という現象を理解するには、文化や社会、人間についての系統的な知識

が必要であり、そうした現象にアプローチする幅広いツール（外国語から数理まで）を、4

年を通して体得しなければならないという教育目標は、今の大学生のニーズや力量、日

本の高等教育の実情に適していると言えるのである。 

 教養科目・外国語科目と学科目との関係について繰り返し言えば、教養科目・外国語

科目を先に履修し、あとで専門科目を学ぶという組み立てにはあまり必然性はなく、最初

から専門科目を履修しつつ、関連する教養科目へと履修の幅を拡げていくという履修の

パターンが認められてもよいであろう。その際にも重要なことは、政治や経済についての

教育とより広い教育との間に自然な連関があることであって、例えば、（やさしい）英語で

国際政治の基礎を講じる授業や、数理モデルや統計手法を使って国際政治を新しい視

点から考えさせるゼミの開講などがそれである。 

 教養と専門という階層的なカリキュラムから、広がりを重視する横断的なカリキュラムへと

移行することにより、多様な知の集積としての大学の特性や多岐にわたる専門の先生方

の教育資源を効率よく生かすことが可能になると思われる。 

 

4． 学生の履修指導や動機づけについて 

 上では、学科編成やカリキュラムについて述べたが、総じて日本の大学生には4年を通

して何を目標にして学習をするのかという目的意識が低い。一部の目的意識の高い学

生は資格試験受験を目的にしており、それ以外の学生には目的意識が低いことが多い。

目的意識が低いとやさしい授業に学生が集まるなどの弊害があり、かといって必修の授

業を増やしても学習意欲が高まるとは言えず、どの大学も、自由化と規制のジレンマの

中にあると言えよう。 

 今回の質疑応答でもそのような意見を多く聞いた。ダブルスクール現象や履修態度、

学生気質の問題である。この問題は深刻であり、どのような組織やカリキュラムの改革も

学生の学習意欲・目的意識を高めることがないならば成果を収めることはむずかしい。さ

まざまな手だてを講じる必要があるといえよう。例えば、 

（1） 入試の段階から、意欲の高い学生を取る工夫をする 

（2） 入学時のガイダンスにおいても、今までのような履修の説明を行うばかりではなく、

大学で学ぶとはどういうことか、その厳しさと楽しさが伝わるような内容に改める 
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（3） 個々の授業の説明・シラバスなども、何を教えるか（何を学べるか）だけではなく、

それを学ぶとどのようなメリットがあるのかという学生の立場に立った「アウトカム」を

示して、自分の学習計画や履修への動機づけを一層高める 

（4） 全教員のオフィスアワーの設置や、カウンセリングの拡充など、個々の学生にきめ

細かく接する機会を増やす 

（5） 大学を出てからの自分についてより具体的なイメージを持てるように、インターンシ

ップや企業講師の招聘、卒業生との交流や早い時期からの進路ガイダンスなどを

拡充する 

 このような点はいつでもどの大学でも比較的容易に実施可能な方策であろう。早稲田

政経がより積極的に踏み込むならば、（賛否両論があるであろうが）、4年間をとおしたク

ラス担任制のようなものを設ける、卒業試験を課する、単位履修の最低点を引き上げる、

なども考えられる。この点についても真剣な検討が行われることを望みたい。 

 

5． ファカルティ・ディベッロプメントについて 

 最後に、ファカルティ・ディベッロプメントについて述べたい。ファカルティ・ディベッロプ

メントとは、教員の理解、能力、意欲を高めるために大学がおこなう様々な取り組みのこと

であり、近年、大学評価・学位授与機構が国立大学に対して実施する評価においても特

に重要視されるに至っている。すなわち、個々の教員が大学（学部や学科）の教育目

的・目標やカリキュラムに対して十分な理解をもち、かつ、質の高い授業を実施する知識

やスキル、すなわち能力と、そのような能力を実際に発揮する動機づけ（意欲）をもつよう

に大学が教員の集団や個々の教員に働きかけることであり、これらをとおして組織として

の教育力を高めることが目的である。 

 このための具体的な手法として、評価活動の重要性が指摘されている。外部評価（第

三者評価）は当該大学（学部）の構成員以外の関係者が行い、内部評価は当該大学

（学部）の構成員が行うものを言う。今回の早稲田大学政経学部等の外部評価は、内部

評価を踏まえたメタ評価として実施されたものである（と理解される）。 

 この外部評価はよく準備され、おおむね行き届いたものであったと評価されるが、ファ

カルティ・ディベッロプメントについては十分な関心が払われていなかったように思われる。

組織の教育活動のあり方として、学科編成やカリキュラムは非常に重要であるが、教育

実践の質の確保についても、内部評価・外部評価の評価項目の中にぜひ含めていただ

きたいと思う。 

 より具体的に、教育実践の質について内部評価を行うとは、教員がお互いの授業の内

容・方法について忌憚なく批判しあう機会を設けること（ピア・クリティック）である。これに

は、日常的に複数の教員が授業を担当して意見交換を行う形態（ティーム・ティーチン

グ）や、公開の期間を設けてその期間中は担当以外の教員が授業を参観する形態など

があるが、より本質的には、内部・外部評価に加えて、学生による授業評価の実施を欠

かすことはできない。 

 学生による授業評価は、多くの場合、「授業内容（シラバスとの整合性や難易度）」「教

 27



員のティーチング・スキル（わかりやすさや熱意）」「学生の履修状況（予習・復習の程

度）」などの項目について、授業ごとに、履修した学生の意見を学期末に無記名で回答

票に記入させる形で行われる。その集計結果は、授業ごとの教育実践の質の改善や、カ

リキュラム見直しの資料として、（さらには、教員の待遇を判断する材料として）用いられ

る。 

 大学の教育活動の質が維持されるのは、言うまでもなく、教員個人の責任感や自己開

発の意欲、さらにはサバティカル制度など大学による機会提供によるところが大きい。し

かしそれらの成果をブラックボックスにすることなく、大学自身が点検を行い、それを高め

る努力を行うことは、今日の大学教育の質を高める上で最も重要なことである。早稲田大

学政経学部においても、早急にこの点についても新たな改善を図れるように要望した

い。 
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