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江口芳夫委員 

 

 

 今回初めて他校を評価する機会をえられましたが、限られた時間のため一面的な意見に 

なってしまったことをお許しください。 

 

＜問題点＞ 

 ○特に感じられたことは、このような評価をするためには、可能な限り生徒が実際生活 

  する状態で観察できた方が良かったということでした。施設の適正評価においても、 

  このことが言えると思われます。（生徒生活の中を、そのまま視察することは難しい 

  ということは承知しておりますが。） 

 ○少子化に伴う生徒の確保の困難さに対し、「男女共学」が大学から提起されているよ 

  うです。このことについての両高校の姿勢には、大学当局からの意向、もしくは提案 

  ということから考えなくてはならないという消極的発想がうかがえました。こんな所 

  に、時代の流れを先取りして対処してきている「慶應義塾」との違いを「早稲田」に 

  感じました。これは、早稲田に迎合してほしいという意味ではありません。慶應義塾 

  とは違う「新しい早稲田」を模索してほしいということであります。 

 ○「高大一貫」これは、今後のカリキュラム改定に伴う総合学習につながる戦略となり 

  ます。これは大学の附属校にとって可能な「特権」でもあります。相互乗り入れで高 

  校生が大学での講義を聞きに行く。大学生、さらに卒業生が高校にきて後輩の授業の 

  （ＡＴ）アシスタントティーチャーとしてだけに限らず、授業そのものを担当支援、 

  協力していく。これは特に新しいスタイルではありませんが、経験豊かな社会人、さ 

  らにリタイヤーした人々の学校教育への貢献はこれから大きく広がりを見せて行くこ 

  ととなるでしょう。先輩から後輩に、後輩から先輩にどんなことが伝えられていくか、 

  期待したい教育形態であります。 

 

●高等学院 

 「早稲田という時計」がここだけに存在していました。当日、伴院長のお話が生徒の雑 

音の中で続けられ、生徒の周りを腕組みした教員がにらみを利かせているという構図は象 

徴的でした。「旧態依然」とは、否定的な意味だけでないでしょうが、ただ、新しい時代に 

どう対応していくかが課題と思われます。 

 図書館などに見られる施設の老朽化は仕方のないことかもしれないが、特に、情報教育 

に対する状況はいかがでしょう。パソコンの台数とか、 新機器が備わっていることより 

も、いかに使いこなしているかということが問題です。（特に教員室はあまり視察する機会 

が少なかったので、想像の域をでませんが）生徒側の情報に関する発展に対し、教員側が 

どれだけついていけるか、これからは常に問われる問題です。生徒に迎合する事はないと 

思いますが、コンピューターはレポート提出や質問など、今や授業の前後の利用には欠か 

せないものとなってきています。生徒たちは、図書館などの文献にあたるのではなく、さ 

まざまなホームページに行き、調べるという形態が主力となってきています。 
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●本庄高等学院 

 ２０年目を迎えるにあたり、学校開校そのものが大学移転の正否（当初はここに大学が 

早稲田から移転するはずであった。）によるということをお聞きしました。 近の新幹線駅 

の設置に伴うグラウンドの移動など学校外の変化要因に追われて対処しなくてはならない 

という状況がうかがえました。 

 施設状況は、ハウス制度にみられるように、開設当時のさまざまなねらいがその後の生 

徒の変化に応じて変化してきているようです。その工夫した結果、施設面からの判断です 

が、全体的には窮屈な感じがしました。生徒がいないせいか牢獄のような（失礼）暗い無 

機質な教室、それが第一印象でした。全体的に打ち出しの壁が多く、木部の少ない施設が 

気になりました。生徒が直に触れる机や椅子の素材に温かみがある物を使用するなど工夫 

が必要と思います。大教室の椅子が固定の腰掛けであったのにはデザイン優先の施設が依 

然と放置されてきてしまった結果と思われます。せめて背もたれがもう少し高いことが望 

まれました。 

 新校舎建設を迎える時期にきて、上石神井の高等学院よりも男女共学を積極的に押し進 

めていく要素もあり、本庄という地域で生き残っていくためには必要なことと思われます。 
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竹村茂委員 

 

 

【高大一貫教育】 

 早稲田大学高等学院・早稲田大学本庄高等学院（以下学院）の第一の特色は、高大一貫 

教育です。 

 現在、文部科学省の主導で中高一貫教育が進められていますが、これは小学生に厳しい 

受験競争を強いることになり、また大学受験も存在するので、問題が多いと思われます。 

一方、高大一貫教育は中学生に受験競争を強いることになりますが、小学生より自覚的な 

年齢ですから、中高一貫教育よりは弊害が少ないと思われます。人生において避けられな 

いものの、子どもたちにどの段階で競争を強いるかは大人の責任です。 

 高大一貫教育では、一発勝負の大学受験がないので、受験競争に惑わされることなく高 

等学校教育を組み立てることができます。学院の教育課程は、受験科目に特化した進学校 

の教育課程と違って、基礎的なものはすべての生徒が履修していくカリキュラムになって 

います。これは現在の日本の高等学校教育ではなかなか得られない素晴しいものです。そ 

のため、高等学院（上石神井）の場合、すべての科目が２単位の履修となっていますが、 

週に２時間の授業というのは、生徒のレベルが保証されている学校において可能なことで 

しょう。 

 高大一貫教育の 大の問題点は、学部選択をどのような基準で行うかです。これは生徒 

の３年間の勉学の動機付けに大きく関わる問題です。現在のように成績一辺倒というのも 

問題があると思われますが、高等学院（上石神井）の入学試験において自己推薦の枠が増 

えているように、学部選択でも成績以外の成果を考慮する必要があると思われます。問題 

はその枠の大きさと選択の基準です。そこに今後の高大一貫教育の成否がかかっていると 

思います。 

 

【新学習指導要領への対応】 

 新学習指導要領の学校週５日制、総合的な学習、新教科「情報」の導入などで、どの学 

校も大幅の選択制の導入が必至となっています。高大一貫教育の理想的なカリキュラムで 

ある「基礎的なものはすべての生徒が履修していくカリキュラム」を維持してほしいと期 

待しています。また「総合的な学習」の独自の展開も大学付属私立学校の真価を問われる 

ものとなるでしょう。 

 男女共学については、学院（上石神井）が特に早急に検討する必要はないと思います。 

早稲田大学系属校が男女共学校になったようですから、学院（上石神井）は現状のままの 

男子校で理想的な高大一貫教育を模索してもよいでしょう。本庄高等学院は環境からいっ 

て、男女共学を検討する余地があるように思えます。 

 

【校舎・設備】 

 学院（上石神井）では、一昨年、各教室にプラズマディスプレーが導入され、また昨年 

からはクーラーも導入されて、徐々に設備も整っています。プラズマディスプレーはビデ 

オや校内放送に有効活用されているようですが、授業で更に活用するためには教員側のリ 
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テラシーとして Power Point の習熟などが必要です。 

 現在の教室の広さで１学級 50 人では、生徒の机がぎっしりと並んでいて、窮屈です。公 

立高等学校の学級定員が 40 人である現在、せめて一割減の 45 人学級を考えてほしいと思 

います。 

 本庄高等学院は 40 人学級ですが、見学した範囲では教室が狭い。デザイン優先の建築で 

教室の広さが犠牲にされているようで残念です。コンクリート剥き出しの校舎の外観は、 

現在の感覚でいえば暗いイメージです。改築に向けて考慮してほしい点です。 

 

【情報化への対応】 

 学院は、生徒全員に E-mail アドレスを配布するなど、情報化に関しては進んだ高等学校 

です。しかし高大一貫教育を標榜する学校ですから、E-mail アドレスは大学まで一貫して 

使えるもの、さらに一部の大学で行われているように、生涯使用できるものにしてほしい 

と思います。早稲田の絆を深めるものになります。インターネットへの接続・認証につい 

ても大学との一体化が必要です。 

 パソコンの進歩は速く、３年前のパソコンはもう使えないというのが現状です。幸い標 

準的な性能のパソコン値段が数年前の半値以下になっているので、更新が必要です。イン 

ターネットとの接続は、ブローバンドの時代ですから、十分な容量を持った回線に変更す 

る必要があります。 

 学院（上石神井）の図書室の蔵書数は、高等学校の図書室としては 高レベルのもので 

すばらしい。出版洪水の現在、どのような本を購入していくかは大変な問題ですが、高大 

一貫教育の視点で選書してほしい。視聴覚メディアについても今後はＤＶＤのハード・ソ 

フトの充実を望みます。 

 本庄高等学院の図書室は、教室から距離があるのが問題です。休憩時間に調べにいくこ 

とができない距離です。蔵書数も増大が望まれますが、大学図書館との連携を密にして、 

大学の蔵書で生徒が希望する本は翌日には借りられるようなシステムにするほうがよいか 

もしれません。 

 

【教員の研究活動】 

 個人研究費が大学の教員と同じように保証されていることはすばらしい。研究内容につ 

いては、教科の専門の研究が中心のようです。これは授業の内容を深めることにつながり 

ます。一方、ファカリティ・ディヴェロップメントなどの教育方法の研究が少ないように 

思えます。 

 研修日やサバチカルの制度が学院の教育力を支えていると思います。 
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町田隆吉委員 

 

 

●高等学院 

【教育活動】 

（カリキュラム編成） 

 現行のカリキュラムは、学習指導要領に準拠しつつ、まず基礎的な教養を幅広く身につ 

けさせるべく編成されており、そうした点は評価できる。とりわけ地理歴史科・公民科・ 

理科の各科目をすべて履修させるように配慮されており、現在では授業時数の関係から日 

本の大部分の高校でこうした教科に選択制が導入されている点をふまえると、その点でも 

特色をもつといってよい。しかしながら、このうち地理歴史科、理科において学習指導要 

領に定められた標準単位数を下回る科目（たとえば世界史Ｂ、物理ⅠＢなど）が開設され 

ている（但し、カリキュラム上では当該教科に関する必履修の条件は満たされており、そ 

れをこえる科目の履修にかかわる部分であるが…）。周知のように、こうした科目の場合、 

生徒が当該科目の授業に出席し一定の成果をあげて規定の単位をえたとしても、当該科目 

を履修・修得したことにはならない。したがって、ごくまれなケースであろうが、早稲田 

大学以外の他大学に進学する場合、あるいは中途退学者の科目履修認定の際などに、当該 

科目が未履修ということになり、当該生徒にとって不利益を生じる可能性があることにも 

配慮しておかなければならない。 

 今後、土曜日休業が完全実施されるようになると、授業時数がさらに減少することにな 

り、各科目の開設にあたっては必修、選択必修、自由選択など履修のあり方のみならず授 

業内容・方法をふくめていっそうの配慮が必要とされよう。そうした際に、少なくとも対 

外的な面を考慮するとすれば、標準単位数の確保を前提にしたカリキュラム編成がのぞま 

しい。なお、そうした場合にはコース制や科目選択制の導入が必要になってくるだろうし、 

あらためて、この時期の高等学院の生徒にとって必要とされる基礎学力とは何か、あるい 

は幅広い教養とは何かを問い直さなければならないであろう。 

 そのほか、第２外国語として、ドイツ語、フランス語、ロシア語が開設されているが、 

アジアの中の日本ということをふまえれば、アジア地域の言語（たとえば中国語や朝鮮語 

など）の開設が検討されてもよいのではないだろうか。 

（学級編制） 

 １学級定員５０名とあるが、現在、多くの高校における１学級の生徒数はこれより少な 

い。教育効果及び学習効果という観点から、もう少し規模を小さくする方が望ましいので 

はないだろうが（たとえば４０人程度）。そのためには、施設の増設あるいは改修及び教職 

員の適正配置等のさまざまな措置が必要とされるが、将来的な展望をふくめ考慮してもよ 

いのではないだろうか。 

 

【教育研究環境】 

（施設） 

 一定の年数が経過している古い施設については（現時点でのインフラ整備には困難があ 

るかもしれないが）、長期的かつ計画的な展望のうえで、増改築もしくは改修等の必要が認 
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められる。また、当面は必要とされるコンピュータ教室の増設が急務であろうが、将来的 

にはコンピュータ教室とＬＬ教室をかねそなたマルチメディア教室の構想なども視野に入 

れて考えてもよいのではないだろうか。 

 

【生徒】 

（受け入れ） 

 一般生 480 人に対して海外帰国生 25 人を受け入れているが、帰国生の入試内容及び入 

学後の対応は一般生と同じ扱いである。その一方で、高等学院のパンフレットにはこれら 

両者が「相互に啓発しあい」と記されているが、自己点検・評価報告書のなかでは、その 

具体的な指導などは示されていない。教育する側からいえば、まさしく相互に教育資源で 

あるわけで、帰国生の人数が少ないとはいえ、彼らの日本への適応と伸張（学習面、生活 

面など）に配慮しつつ、教育の場で適切に相互啓発が可能な状況を作り出していくことが 

望まれる。 

 

●本庄高等学院 

【教育活動】 

（カリキュラム編成） 

 現行のカリキュラムは、学習指導要領に準拠しつつ、基礎学力と教養を幅広く身につけ 

させるべく編成されており、そうした点は評価できる。とりわけ地理歴史科・公民科・理 

科の各科目をすべて履修させるように配慮されており、現在では授業時数の関係から日本 

の大部分の高校でこれらの教科に選択制が導入されている点をふまえると、その点でも特 

色をもっているといってよい。しかしながら、このうち地理歴史科、理科においては学習 

指導要領に定められた標準単位数を下回る科目（たとえば日本史Ｂ、化学ⅠＢ、生物ⅠＢ、 

地学ⅠＢ）が開設されている点は注意されなければならない（なお、３年次にこれらの科 

目を選択履修すれば標準単位数を満たすことはできるが、生物ⅠＢのように満たせない科 

目もある。したがって、履修の仕方によっては、カリキュラム上、学習指導要領に定めら 

れた当該教科に関する必履修の条件を満たすことができない場合が生じる）。周知のように、 

こうした科目の場合、生徒が当該科目の授業に出席し一定の成果をあげて規定の単位をえ 

たとしても、当該科目を履修・修得したことにはならない。したがって、ごくまれなケー 

スであろうが、早稲田大学以外の他大学に進学する場合、あるいは中途退学者の科目履修 

認定の際などに、当該科目が未履修ということになり、当該生徒にとって不利益を生じる 

可能性があり、こうした点にも配慮してカリキュラム編成を行う必要があるだろう。今後、 

土曜日休業が完全実施されるようになると、授業時数がさらに減少することになり、各科 

目の開設にあたっては必修、選択必修、自由選択など履修のあり方のみならず授業内容・ 

方法をふくめていっそうの配慮が必要とされよう。そうした際に、少なくとも対外的な面 

を考慮するとすれば、標準単位数の確保を前提にしたカリキュラム編成がのぞまれる。な 

お、そうした場合にはコース制や科目選択制の導入が必要になってくるだろうし、自己点 

検・評価報告書にも記されているように、本庄高等学院の生徒にとって必要とされる基礎 

学力とは何か、あるいは幅広い教養とは何かをあらためて問い直さなければならないであ 

ろう。 
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 また、第２外国語として中国語、朝鮮語というアジア地域の言語が開設されている点は、 

他校にない特色になっていると考えられる。 

 さらに卒業論文は特色ある教育活動として高く評価できる。その作成には、問題関心の 

喚起から始まり、自分で調べ、それを文章でまとめるなど、生徒にとって高校で習得すべ 

き多くの学習内容・方法が包括されている。教員の負担という面では、担当生徒数のばら 

つきなどによる不公平が生じることも確かであるが、これをカリキュラムのなかに積極的 

に位置付けることによって、その特色をいっそうきわだたせることが可能になるのではな 

いだろうか（たとえば綜合的学習の時間）。 

 

【教育研究環境】 

（施設） 

 施設・設備面では（現時点でのインフラ整備には困難があるかもしれないが）、たとえば 

開校時から設置されている教室の長机や長椅子などは通常の机・椅子に順次交換していっ 

た方がよいと考える。くわえて生徒の学習環境の整備という観点からいえば、教室に近い 

場所での図書室が望ましいわけであり、こうした点も含めた長期的かつ計画的な展望のう 

えで、増改築もしくは改修等を考える必要があろう。また、当面、情報科の開設にともな 

うコンピュータ教室の増設が急務であろうが、将来的にはコンピュータ教室とＬＬ教室を 

かねそなたマルチメディア教室の構想なども視野に入れるとよいのではないだろうか。 

 

【生徒】 

（受け入れ） 

 1 学年定員 240 人中、募集要項によれば海外帰国生を約 35 人受け入れることになってい 

る。自己点検・報告書には、近年における帰国生志願者の漸減傾向が指摘されているが、 

これは入試で受験科目が一般生と同じであることによる影響が大きいと考える。この点に 

ついては考慮の必要があろう。また、帰国生に対する入学後の適応・伸長という面でも、 

その指導内容が明らかでない点は対外的に配慮すべき事項のひとつであろう。また、本庄 

高等学院の場合、生活面では委託ホームの制度もあり、保護者が海外赴任中であっても帰 

国生を受け入れることができるわけであるから（たとえば都立高校での帰国生受け入れの 

場合、1 年間は保護者と暮らせることなど条件がある）、こうした面での配慮がなされてい 

ることを積極的に示していくことも大切であろう。さらにいえば、９月編入学も認めるな 

どの受け入れ時期をも考慮していけば、帰国生受験者の漸減傾向をかえてゆくことも可能 

であろう（但し、その場合、教職員の負担が増えることも確かであり、人的配置等での措 

置が必要になろう）。 
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森敦紀委員 

 

 

●高等学院 

＜評価概要＞ 

 本学では早稲田大学付属高等学院として高等普通教育を実施し、その卒業生のほとんど 

が早稲田大学に進学している。高大一貫教育としての高校教育を分担しているものである。 

学院の理念については、卒業生が大学に進学、卒業の後に社会の幅広い分野においてめざ 

ましい活躍をしていることから考え、ほぼ目的どおりに達成されていると考えてもよいだ 

ろう。今後、２１世紀においても学院の理念に基づき有能な人材を輩出し続けていくため 

には、社会の変革の動向を的確に捉え、時代に即した 高の教育ができるように一層の努 

力を続けていかなければならないだろう。 

 

【教育活動】 

 本学では全員の生徒が早稲田大学に進学することを前提として教育を実施しているため、 

他の一般普通科高校が大学受験にむけた授業をおこなわなければならない現実とは異なり、 

ゆとりをもった授業、個性あるカリキュラムを実行することができる。実際に、学院に独 

特な特徴ある教育カリキュラムが実施されている。 

 たとえば、第二外国語を課していることなどは、高等学校においてはめずらしいもので 

ある。頭脳が柔軟な若い時期に第二外国語の語学教育を開始することは大きなメリットで 

あると言えるだろう。現在はフランス語、ロシア語、ドイツ語からひとつを選択できるシ 

ステムであるが、その他の言語選択の可能性などについても長期的な視野に立ち検討を継 

続してもよいのではないか。 

 文系・理系の選択は卒業後の進学学部の選択においては、ある程度必要であろう。しか 

し、進学希望の学部を途中で変更する場合などを考えると厳密な系の選別は得策ではない。 

本学では、「ゆるやかな文系・理系の振り分け」をおこなっており、早い時期からの偏った 

科目選択を回避できるようにしている。好ましい配慮であると思われる。 

 ２００３年度から実施される新たな学習指導要領への移行は、現在さまざまな問題が指 

摘されている。本学でも移行に向けて慎重な検討がおこなわれているようである。方針を 

誤ることなく現在の高い教育水準を維持できるよう充分な議論をおこなっていくことが必 

要だろう。 

 帰国生に対するカリキュラム、授業内容に対する配慮は深刻な問題である。本学が帰国 

生を対象とした入学枠を設けている以上、入学した生徒が能力を十二分に発揮して成長し 

ていくように環境整備することが重要である。現在でも、さまざまな配慮がなされている 

ようである。今後も良好な状態が維持できるような議論を継続する必要があるだろう。 

 

【設備】 

 全般的に非常に優れている。ほとんどの教室にエアコンディショナーが設置されている 

ようであり良好な環境である。また、図書室、ＬＬ教室、コンピューター教室などの設備 

も充実している。また、これらが非常に有効に活用されているようである。とくに、図書 
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室に関しては蔵書等も多く、また早稲田大学の図書館との連携も効率よくおこなわれてい 

るようである。一方、建物の新設等が十分におこなわれない中で現有の設備を工夫して活 

用している努力を伺うことができる。 

 近のＩＴ関連分野の進歩は目を見張るものがあり、 新の設備もすぐに時代遅れとな 

ってしまう。担当教員は技術の 先端をタイムリーに捉え適宜、効率的な設備導入計画を 

立て実行していくことが必要だろう。 

 

【教員の研究活動】 

 教員の研究活動に関しては、多くの公立普通高校などが比較的劣悪な環境において、理 

解されてないことを鑑みると、本学は非常に良い理解がされていると言える。教員の質的 

なレベルを維持するために大いに役立っているものと思われる。現状として研究費が不足 

している教官に対しては増額を検討することなどが今後の課題だろう。 

 

【その他】 

 付属高校の位置付けとして、卒業生が大学で学習をはじめるにあたり早稲田大学各学部 

からの高校時の学修内容に対する要求がなされているようである。一例として、原書を読 

む能力などが、学部から要求されているようである。現在の早稲田大学に入学してくる他 

の一般高校生の基礎学力レベルを考えると、ある意味贅沢な要望ではないかとも思われる 

が、受験勉強の必要から開放されて余裕があるため、前向きに取り組んでも興味ある問題 

かもしれない。優秀な生徒は高校時でもかなりのレベルまで到達するのではないか。 

 また、学院卒業生の大学進学後の基礎学力については一部の学部からは批判されている 

ようである。いずれも定性的な議論であり、具体的な数値としてあらわれるようなもので 

はない。追跡調査等の分析を一度おこなってみるのもよいのではないか。 

 学院卒業生はディスカッション能力、情報分析・処理能力、レポート作成能力、リーダ 

ーシップを取る能力などに優れているとの説明を受けた。これらは、今後とも高い評価を 

継続して受け続けるよう、より一層の高レベルの教育を施す体制の整備が望まれる。 

 今後、男女共学制への移行の是非、高大一貫から中高大一貫教育の可能性など、教育理 

念のみならず経営的な見地からも多様な意見が出てくるだろう。重要な問題であり、十分 

な議論をおこない方向を決定していかなければならないだろう。 

 

 

●本庄高等学院 

＜評価概要＞ 

 早稲田大学本庄高等学院は埼玉県本庄市の早稲田大学本庄キャンパスに位置し、広大な 

キャンパスにおいて地域に密着した学校運営がおこなわれているようである。本庄高等学 

院は早稲田大学高等学院と異なり、比較的生徒数も比較的少なく小規模ながら機動力のあ 

る運営ができることが特徴と言えるだろう。卒業生の大部分が早稲田大学へと進学する高 

大一貫教育の高校教育を担当しているものである。開学以来１８年を経過して卒業生も 

徐々に社会の第一線で活躍し始めているようである。すなわち、本学の教育の理念が達成 

されていることが証明されはじめようとしていると言えるだろう。今後、２１世紀におい 
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ても学院の理念に基づき有能な人材を輩出し続けていくためには、社会の変革の動向を的 

確に捉え、時代に即した 高の教育ができるように一層の努力を続けていかなければなら 

ないことは言うまでもない。 

 

【教育活動】 

 本学の施設的な特徴は、ホームルーム教室を持たずに各教科ごとの教室を生徒が移動し 

ながら授業を受けることである。大学等では一般的であるものの高等学校では非常に珍し 

い。このシステムの是非に関しては教員の間でも賛否両論があるようだが、特に決定的な 

不都合な点はなく概ね良好に機能しているようである。 

 本学では全員の生徒が早稲田大学に進学することを前提として教育を実施しているため、 

他の普通科高校のように大学受験にむけた授業をおこなう必要がない。そのため、ゆとり 

をもった授業により個性あるカリキュラムを実行できる。実際に学院独特な特徴ある教育 

がおこなわれている。 

 本学において も特徴的な点は卒業論文を課していることであろう。これは、他にあま 

り例を見ない個性的な試みである。近年、文章を書く能力が低下しているといわれる大学 

生が多いが、高校生の時期から、教員の指導のもとに文章を書く訓練をおこなうことは重 

要である。今後、論文の（広く社会への）公開、口頭による（公開）発表会の実施、優秀 

論文の表彰などの制度を整備していくことにより、生徒の意識をより高めることができる 

のではないか。 

 ２００３年度から実施される新たな学習指導要領への移行は、現在さまざまな問題が指 

摘されている。本学でも移行に向けて慎重な検討がおこなわれているようである。方針を 

誤ることなく現在の高い教育水準を維持できるよう十分な議論をおこなっていくことが必 

要だろう。 

 帰国生への対応は、入学試験において帰国生の入学定員枠を設定している以上、入学し 

た帰国生が快適な高校生活を送り成長していくことができるよう、環境が整備されなけれ 

ばならない問題である。この問題に関しては教員間でも真剣に討論がおこなわれているよ 

うであり、今後、一層の配慮により帰国生が十分な能力を発揮して成長できるよう、 善 

のカリキュラムや特別メニューなどのについて努力を継続することが重要であろう。 

 

【施設】 

 本学では地域の特性を活かし、早稲田大学本庄キャンパスの広大な敷地内に設立されて 

いる。特にグランドなどは高校の施設としてはトップレベルのものだろう。また、図書室 

に関しても非常に充実している。各教室においては近年、エアコンディショナーが設置さ 

れはじめ、生徒・教員の授業環境も向上したようである。コンピューター教室、ＬＬ教室 

なども設備が充実していて、効率的に活用されている。 

 しかし、 近のＩＴ関連分野の進歩は目を見張るものがあり、 新の設備もすぐに時代 

遅れとなってしまう。担当教員は技術の 先端をタイムリーに捉え適宜、効率的な設備導 

入計画を立て実行していくことが必要だろう。 

 本学では地理的な事情から、自宅より通学することが不可能な生徒が一定数在籍してい 

る。これらの生徒に対して地元住民との連携により、快適で有意義な学校生活を送ること 
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ができるようなシステムとして委託ホームという制度がおこなわれている。個性的な制度 

であり高く評価できる。 

 

【教員の研究活動】 

 教員の研究活動への理解は、他の一般高等学校と比較して著しく高い。また、研究費助 

成のシステムなども良好に整備されている。教員が研究活動をおこなう際の理解も高い。 

早稲田大学を含め、他の研究機関との共同研究なども今後一層、推進・支援されることが 

望ましい。また、研究費の不足する教員、使い残す教員がいることも深刻な問題となって 

いるようである。今後は均等配分のルールを再考して、傾斜配分の一部導入なども検討さ 

れるべきだろう。 

 

【その他】 

 本庄高等学院は、早稲田大学高等学院とは異なり組織も小さいためか専任教員の人数は 

少ない。各教員の個々の負担も大きいのではないかと考えられる。また、組織が小さいこ 

とにより、人事が停滞しては教育レベルを維持が困難となり深刻な問題ではないだろうか。 

各教科において多様な考えをもった複数の教員が議論をして授業運営に携わることが 良 

の教育をおこなうに際しては重要だろう。問題点の克服のために多くの非常勤講師を採用 

しているようであるが、長期的な視野に立ち議論を継続していくべきだろう。人事交流を 

積極的におこなうことも一策ではないだろうか。 

 また、今後は男女共学制への移行の是非、高大一貫から中高大一貫教育の可能性など、 

教育理念のみならず経営的な見地からも多様な意見が出てくるだろう。重要な問題であり、 

十分な議論をおこない方向を決定していかなければならないだろう。本庄高等学院は歴史 

も開学１８年と比較的浅い。その機動力を活かして大胆かつ的確に時代を捉えた改善を積 

極的におこなってほしいものである。 
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森邦彦委員 

 

 

 「自己点検・評価報告書」「自己点検・評価総括」により両学院の現況については点検を 

され、現状の分析、問題点の摘出等は十分行なわれていると思われます。今後、摘出され 

た問題点、提言を如何に解決され、実現されるかにかかってくると思います。教育には、 

一貫して変わらないもの、時代の変化とともに変わらなければならないもの、との二つの 

面があると思います。２００３年度から実施される新学習指導要領によって、高校による 

学習指導の自由裁量がふえることで、学力の低下、高校間の格差の広がりが起こることも 

懸念されています。以下両校の今後、提起される問題に絞り、評価させていただきます。 

 

【男女共学】 

●高等学院 

 旧制高等学院の伝統を継承した新制高校として５０年の歴史を持つ男子校であり、有能 

な人材を多数各界に輩出し続け、活躍中である。男子校としての歴史と伝統は評価に値す 

る。全国の名だたる男子進学有名校と肩をならべるわが国 高ランクの難関校である。欧 

米においても評価されいる有名男子校は多数ある。入試についても入学自己推薦制度等が 

採用されており、早稲田大学の発展、人気が持続する限り、高等学院への有能な志望者は 

確保できるものと思われる。男子校として存続すべきである。 

●本庄高等学院 

 開校後１８年と卒業生の 高齢者が３０歳前半であるが、早稲田大学を出て社会の第一 

線で多数活躍している。入学者の出身地に埼玉県が漸増傾向にあり、東京都、神奈川県が 

漸減、隣接の群馬県出身者が僅少であるとのこと、本学院の立地、通学条件等から有能な 

人材の確保と云う観点から有名県立女子校志望者の移入を考慮して、男女共学化の検討も 

一考かと思われる。男子校から男女共学校への移行については、設備の変更、教員の入れ 

替え等の問題が考えられるが、本庄学院の教員構成から移行も容易かと思われる。 

 

【女子高等学院の新設】 

 早稲田大学の女子学生の進出状況から、東京都心に女子の高等学院の新設を検討されて 

は如何かと思われる。 

 

【中高一貫教育】 

 中学生の受け入れについては小学生での受験準備、幼少者の通学等の理由で対象者は近 

隣居住者に限定されると思われる。高等学院、本庄高等学院両校ともその立地から有能な 

人材の受け入れは僅少であると推測されるので、消極的であるべきだと思われる。早稲田 

大学グループでは早稲田実業（小、中、高）、早稲田中、高等学校の充実を図れれば十分で 

はないかと思われる。進学有名校が中高一貫教育で成功しているが、それは受験のための 

カリキュラム等の対応によるものと思われる。 
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【高大一貫教育】 

 高等学院、本庄高等学院両校とも大学付属の高校として、大学入試を経ず、ほぼ全員が 

早稲田大学に進学している。すなわち大学受験にとらわれず、深く幅広い知識と教養の習 

得を目指す事が出来る。第二外国語を始め、科目選択の幅も広く、個々の志向、、適性に応 

じたカリキュラムの設定が可能であり、多彩な授業をきっかけに、新たな才能を開花させ 

る生徒も多数である。また、余裕のある時間を利用し、運動、文化の部、同好会等の活動 

その他幅広い社会経験をして、個性、創造性、人間性を育んでいる。大学入試の攻略を主 

眼とする大多数の受験校との違いがここにある。２００３年から実施される学習指導要領 

の「問題発見解決型」、あるいは「課題探求型」の教育への転換は両学院の生徒には受け入 

れる素地ができているのではないかと思われる。 

 両高等学院では高大一貫教育の目的としている成果が十分上げられているものと思われ 

る。しかしながら、科学技術の進展により、世界情報化が進み、世界は国際化時代に入っ 

ている。早稲田大学は大丈夫と思われますが、そのご努力は並大抵ではないと推察されま 

す。大学をはじめ両高等学院の教職員の皆様の御奮闘を祈念申し上げ、報告に変えさせて 

戴きます。 
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Christopher Lepple 委員 

 

 

       I feel fortunate to have had the unique position of teaching at a school of  

such caliber as Waseda Kotogakuin since the spring term of 1998.  Also, my employment  

at Keio Shonan Fujisawa Campus Jr/Sr. High School since the fall of 1995, has given  

me an 'outside' perspective to couple with my experience from within Kotogakuin.   

That said, the tour of our campus revealed to me new aspects of the school life and  

facilities.  Certainly for a high school, the grounds and facilities are impressive.   

Catching a glimpse of the Term Opening Ceremony in progress, brings me to my first  

point of observation. 

       Standing at the rear of the auditorium I was, quite frankly, astonished to  

see the incredible level of noise and restlessness of the students in attendance  

during the ceremony.  To me this scene stood in sharp contrast to an overall sense  

of orderliness that prevails on the campus.  It concerned me that the students could  

be allowed to pay such little regard to their headmaster.  However, as that may be,   

discipline has rarely been a concern within the classrooms.  At this time I also  

observed students in the classrooms rather attentively watching and listening to the  

ceremony via the video screens. 

       In spite of the large class size (52 students in my freshman classes), each  

class is very manageable thanks to the motivation and cooperation of the students.   

This motivation is particularly noticeable in the 1st year classes.  Pair work and  

group work are easily accomplished in these oral communication classes because the  

students are willing to actively participate in the activities. Based solely on  my  

experience,  single-sex classes, such as at Kotogakuin are less inhibited at trying  

out their English with a partner than co-ed classes. 

       As cooperative as the students are, the great gap in proficiency levels of  

both speaking and writing in English is evident.  There are at least several returnee  

students in each class, naturally with varying lengths of experience abroad, whose  

potential is greatly undertapped.  While it is up to the individual teacher to assess  

and meet the needs and abilities of his students, it is very difficult in a class  

of 52 to parcel out specially-tailored material or instructions to a select few and  

maintain cohesion of the whole class in a short 50-minute period.  Additionally,  

returnee students are deserving of much greater challenges to be able to maintain  

and improve their already high command of English.  In an increasingly international  

world it is imperative that we encourage and nurture these bi-lingual students. It  

should be possible to take returnee or high level students out of their regular oral  

communication English classes and put them together for a small group or seminar-style  

lesson. As a side note, it was interesting to see that at Honjo Kotogakuin, the  

students change classrooms for each subject they study. Logistically it may be  
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difficult at Kotogakuin to have students change classrooms for each period. 

       The second year of Kotogakuin also offers an elective course of English  

conversation.  Again I would recommend some kind of screening process by which  

students could be placed with others of similar ability so that the material for the  

course could be more appropriately chosen.  I would also like to propose the  

introduction of more specialized courses for the second year students elective  

choices, for example, a debate class or a public speaking skills class.  Such classes  

could be more specifically tailored toward skill areas as general conversation  

courses tend to lack a clear direction. 

       Upon considering the current system, I am also concerned about the  system  

of evaluation in the English Department.  In the freshman oral communication classes  

conducted by native speakers of English, 60% of the students' grades each term are  

decided by a single final test. (The remaining 40% is determined by the teacher).   

This seems to be a grossly unfair determination of the students' actual communicative  

ability.  Such heavy weighting of a written test seems inconsistent with goals of  

prioritizing actual communicative competence in English.  Likewise for the 3rd year  

English Reading classes, 50% of each term's grade is based on a single final  

examination.  In praise of the department I would like to say that there is clear  

cooperation and communication among teachers of the same course.  The pace of the  

classes and the material covered are mostly consistent in spite of holidays falling  

on various days of the week.  The common exam at the end of the term helps ensure  

this consistency. 

       In summary, the main aspects of the system which seem to call for attention  

are the following:  (1) alternative instruction for returnee students, (2)  

increasing course selections within the English department and (3) reconsidering the  

current system of evaluation in the department.   I would also expect that students  

be more accountable for their behavior at ceremonies held at the school.  I hope that  

the students of Kotogakuin will continue to be cooperative and eager in their studies.  

As teachers the need to recognize and support the talents of the students may require  

some structural changes.  Touring the Honjo Campus and listening to the views  

expressed by the committee, it is clear that the path for the betterment of the school  

is well on its way. 
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