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前書き 

 
自己点検・評価の試みの締めくくりとなるべき，第三者委員による評価の実施

は，定められた手続きに従って委員を依頼，決定し，以下に示すような過程において評

価検討の実施作業が行なわれた． 
 
 １．委 員 
   １）大学点検・評価 第三者評価委員 
       代田恭之（日本生涯学習総合研究所 理事長） 
       濱田泰三（早稲田大学名誉教授） 
       山本慶裕（国立教育政策研究所 生涯学習政策研究部 総括研究官） 
                       ※所属は嘱任時で記載 
   ２）大学点検・評価実施単位別小委員会委員 
       加藤諦三（早稲田大学理工学部教授） 
 
 ２．第三者評価実行委員会 
   １）２００１年 ７月１０日（火） 第一回 第三者評価実行委員会 
                    出席者：代田恭之（第三者評価委員） 
                        濱田泰三（第三者評価委員） 
                        山本慶裕（第三者評価委員） 
                        加藤諦三（小委員会委員） 
   ２）２００１年１０月２３日（火） 第二回 第三者評価実行委員会 
                    出席者：代田恭之（第三者評価委員） 
                        濱田泰三（第三者評価委員） 
                        山本慶裕（第三者評価委員） 
   ３）２００１年１２月１８日（火） 第三回 第三者評価実行委員会 
                    出席者：代田恭之（第三者評価委員） 
                        濱田泰三（第三者評価委員） 
                        山本慶裕（第三者評価委員） 
 なお，上記三回の委員会には，エクステンションセンター所長 小林 茂が出席した． 

 
上記の第三回委員会において，それまでの検討を踏まえて，改めて総括として

の意見の表明があった．ここにまとめるのは，この会合において表明された第三者委員

の意見を整理したものである．なお，当該の第三者評価委員会における発言の録音にも

とづいて起稿した全文を，委員の了解の上で，本報告の資料として末尾に添付する． 
第三者委員による評価実施に際して，エクステンションセンターは，以下の資

料を委員に対して提示した． 
 １）自己点検・評価報告書 
 ２）同 総括書 
 ３）大学点検・評価実施方法について 

 ４）オープンカレッジパンフレット類（２０００、２００１年度版） 
 ５）21 世紀の教育研究グランドデザイン答申書 
 ６）21 世紀の教育研究グランドデザインに関する理事会の基本的な考え方 
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第三者評価における評価・点検項目 ― 討論の当初において，エクステンシ

ョンセンターは，自己点検・評価に際して作成した点検項目一覧を提示した（添付資料：

点検項目一覧１）．討論のほぼ全体にわたって，議論はこの一覧を基礎として行なわれ

た．しかし，その後，本報告の基礎となる意見表明に際して，代田委員より，配列の異

なる項目表が提案された（添付資料：点検項目一覧２）．後に示すように，意見表明の

過程で，これら二種の点検項目表は，表面的な類似にもかかわらず，根本的に性質を異

にするものであることが認識されるにいたった．すなわち，センターの用意した項目表

は，当然ながら，センターの歴史を踏まえて，その活動の現実および成果を自ら展望す

ることを，いわば，暗黙の前提として用意され，自己点検・評価の内部作業の基礎とな

ったものである故に，エクステンションセンター活動の過去の実績ないし到達点を浮か

び上がらせるものであっても，今後の活動のために，あらたな理念，あらたなシステム

構築をも企図して議論を進めるに当たっての項目表となりうることが，前提的に保証さ

れているものではないということであった．このことは，センター側（例えば本報告の

文責を負う所長）によっては十全に認識されていたとはいいがたい．代田委員による項

目表は，これまでの実績は評価した上で，今後の展開のために持つべき問題意識および，

検討すべき可能性に向っての提言として理解することのできるものであった．代田委員

以外の，濱田委員および山本委員も，実質的に，過去よりは将来を見つめるべき指摘を

主とした発言をされたものであって，第三者による点検・評価は，「評価委員会なのに，

提案委員会のようになった」と，山本委員の発言にもあるように，今回の第三者評価・

点検作業は，極めて肯定的な現状の評価のうえで，将来展望のための多くの提案によっ

て特徴付けられることになったと認識できる． 
 このような展開を内包する三委員の意見を整理してここに総括するに当たっ

ては，従って，発言の時間的順序によらずに，その内容によってこれを配列することに

努めた．このことが，以下の論述を，３つの段落に分かつ根拠である．すなわち，次の

各段落である． 
 Ⅰ．現在の到達点における現状の点検・評価 
 Ⅱ．短期的に検討・実施しうるであろう，個別の改善点 

Ⅲ．大学における生涯学習の将来の展望 
１）検討を深めて中期・長期的に対処すべき，理念構築．特に大学エクス

テンションの，大学における位置付けに関わる問題 
  ２）エクステンション講座のあり方に関して，特に技術的などの，対応措 

    置として処理しうる問題 
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添付資料 点検項目一覧１ （エクステンションセンター作成） 
 

エクステンションセンター点検項目 

 
Ⅰ．エクステンションセンターの理念について 
 その理念はｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰの発足から今日にいたるまで整合性を保って貫かれている 

 か． 
Ⅱ．理念実現のためのシステム 
 ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰの理念を実現させるためにそのシステムが正しく作動しているか． 
①教育活動の各項目は正しく機能しているか． 
 ・オープンカレッジ 
・海外短期講座 
・トラベルスタディ 
・寄付講座 
・学内外連携講座 
・エクステンション講演会 
・遠隔講座 
・インターネット講座 
・アークカレッジ 

②受講生へのサービスは正しく機能しているか． 
・事務所対応 
・受講生申込受付から支払いまで 
・受講運営体制 
・アンケート 
・コミュニケーション誌 

③教育環境（教室等）はどうか． 
・教室 
・ラウンジ 
・ＡＶ機器等 
・講師室 
・その他付帯サービス施設（図書館・売店・自習，サークル活動用など） 

④エクステンション活動の延長部分（講座以外の活動）は充分に働いているか． 
・出版 
・今後の展開に向けたコンテンツ作成 

Ⅲ．上記全体を機能させつつ財務状態は健全・適正であるか． 
  ・収入 
  ・支出 
  ・収益率 
Ⅳ．今後の方向性 
  ①生涯学習の今後の展望 
  ②そのためにｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰの現在の教育活動は正しい方向を示しているか 
  ③さらにｴｸｽﾃﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰはどのように進んでいくべきか 
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添付資料 点検項目一覧２ （代田委員作成） 
 
点検項目 

 
Ⅰ．早稲田大学の生涯学習機関化への理念・アイデンティティ 
Ⅱ．早稲田大学エクステンションセンターの理念・アイデンティティ 
Ⅲ．エクステンション受講生の定義（正規学生への開放，単位互換等） 
Ⅳ．受講生募集・エクステンション拡大のマーケティング戦略 
Ⅴ．コースと講座内容（カリキュラム） 
Ⅵ．教育方法・学習方法の機能化 
Ⅶ．講師スタッフ 
Ⅷ．学習成果の評価と利活用支援 
Ⅸ．受講生サービスとファシリティー・マネジメント 
Ⅹ．新事業計画（早稲田人材バンク） 
ⅩⅠ．品質管理 
ⅩⅡ．経営計画・経営管理戦略 
 
なお，早稲田大学の今後の生涯学習機関化のための資料として，たとえば「受講生によ

る授業評価」，「正規学生対象のニーズ調査」，「企業調査」等がありましたら，今回の点

検項目にも挙げてみたらいかがでしょうか． 
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 Ⅰ．現在の到達点における現状の点検・評価 

 
 現在までの実績および，現段階における早稲田大学エクステンションセンター

の活動については，包括的には，肯定的な評価を得ることができたと考えられる． 
 生涯学習機関としての理念は実現されている．ことに日本においては，学外へ

の教育サービスの達成度は，一般にはまだ極めて低い段階にあり，そのなかでの早稲田

大学の取り組みは評価し得るものであって，イギリス・アメリカのそれに近いレベルに

達しているとまで，評価を得た． 
 その評価の個別内容は，限られた施設の枠のなかで講座の適切な設置に努め，

施設の伸張に適応させて，講座も自己評価を持ちつつ展開発展してきている事，その結

果としての，講座数，受講者数，その質および教育活動の内容のレベルにおいて，高い

達成を果たしている事などが，あげられた． 
 また，受講者に対するアンケート調査――ある委員はこれを満足度調査と呼ぶ

――の実施に見られるような，自己点検・評価の意識が根底に見られることにも，評価

は及んだ． 
 さらに，収支面においても，多くの大学において，社会貢献・地域貢献・大学

開放の美名の下にエクステンション事業が財政面で問題化している現状の中で，収支の

点でむしろ健全に近い態勢にあるとして，健闘しているという評価が与えられた．ただ

し同時に，今後，完全な独立採算実現への努力が求められたことも銘記しておくべきで

あろう． 
 すなわち，エクステンションセンターが自ら用意した点検項目のうち，Ⅱおよ

びⅢについては，基本的に合格点を得たと考えてよいといえる． 
 なおまた，これまでの成果は，これに関わった人々の努力に専ら負うものであ

るとの指摘があった．このことは，一方では，システムとしての改善の余地のあること

を裏側から指摘するものであるといえるかもしれない． 
 ところで，一方で，ⅠおよびⅣについて，現状に満足して膠着した事業に留ま

るべきでないとする事が，第三者委員の共通した指摘であった．ことに，この報告のⅢ

において，そのことを集約するものとするが，そのときの対重要なキーワードとして捉

えられたのが「全学の生涯学習機関化」であった． 
 すでにグランドデザイン答申書においても，このことは重要課題と認められて

いるが，少なくとも２０年前にエクステンションセンターが設置された時期において，

この意識はなおいまだ明確ではなかったし，生涯学習の位置付けも，大学全体でこれに

取組もうとする必ずしも明確な姿勢が確立していたわけではなかったと指摘があった．

このために，エクステンションセンターに委ねられた任務は，将来についてはもとより，

現状についてさえ充分に見定められたとは言いがたいとする指摘である． 
 ただしこのことは，一方で言えば，経験にもとづいて充分な検討を行なうなら，

まさしく今こそ，必要なるものを見定め，提言する事ができるであろうという指摘につ

ながるものであって，本報告が，むしろ提言集の性格をも一方で持つことは，このこと

によるのである． 
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Ⅱ．短期的に検討・実施しうるであろう，個別の改善点 

 
 現状の確認の中から，むしろ短期的に改善の可能性ある諸点として指摘のあっ

たと考えられるものに，以下のような項目があった． 
 
 受講者像の変化とそれへの対応 

もっとも大きな指摘としては，センター創設およびオープンカレッジ開設以来

の展開の中で，受講者像というべきものが，当初の想定を大きく越えてきているのでは

ないかという点である．オープンカレッジの規定した講座内容としての三つの構成要素

および五つのコース（自己点検・評価報告書６ページ）は，当然ながら当初の理念およ

び受講者像の想定に基づくもので，そこでは，むしろ受身のカルチャースクール的内容

を高齢者に，リカレントおよびダブルスクール的内容を若年層に向けて構築したと考え

られるのだが，現実には，あらゆる面で，高度な学習を求める，きわめて能動的な高齢

学習者層の拡充が起こっていることを認識する必要があるだろうということである． 
 しかもその一方で，ダブルスクール的要素は，現役の学生層に対して，さらに

積極的に提案・提供していく必要があるだろうという指摘もあった． 
 すなわち，大学の内部（若年層）に向けてと，外部（高齢層）に向けてと，二

重の働きが，求められるという事である． 
 また他方で，自治体，民間企業による生涯学習，住民主導のそれ，専門学校・

専修学校の事業などが，さまざまな可能性を提供している現状も，オープンカレッジ当

初のシステムを越えているといってよい．たとえば，「教育訓練給付制度」のようなも

のの導入が適切に行なわれる必要はきわめて大きいものであるとも指摘される（この制

度の利用は始められている――報告者注）．すなわち，上にあげた二つの層のあいだの，

現役の就労層に対する，高度・良質な講座の提供が，強く求められている事の認識にも

とづく講座構築が求められているという考えである． 
  
 受講者像とプログラム ―― 想定受講者に応じたプログラムつくりへ 

そのことは当然のこととして，プログラム構築に新たな視点導入が求められる

事を意味する． 
 プログラムを用意して，これに関心を持つ者が受講者になればよいとするので

はなく，需要のあり方を見つめる事によって，対象となりうる受講者イメージを明確に

して，それによってプログラムを用意する．そのことで，一つには新しい受講者層も開

発できるのであるが，同時に，プログラム内容に主張を持たせることで，たとえ類似の

ものの如くであったとしても，他の生涯学習機関と差異化を図ることもできるようにな

るとするのである． 
 そのために提案されたことがらとして，具体的な二点がある． 
 受講者像把握の努力と，講座担当者拡充の可能性の検討である． 
 まず，受講生像に関しては，エクステンションセンターによる従来のアンケー

ト調査は評価しつつ，更に充実した調査が求められた．学歴，学習暦，職業キャリア，

また他の大学エクステンションあるいはカルチャーセンター受講歴，居住地，利用交通

機関，移動時間，遠隔学習への姿勢，大学生であれば所属大学，これらの項目の調査が

併せて行なわれるべきであるとされた． 
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 こうした調査を踏まえて，受講者モデルを想定し，それに応じたサービスを講

座編成に生かせるであろう． 
 講座担当者については，現在の講師および潜在的な講師のデータベースを構築

して，それを活用しつつ，幅広く，必ずしも大学教員にとどまらない，ことに広報効果

もある有名人を含む，多彩な講師陣容を展開する事の重要性が指摘された．この点は，

すでに現在のエクステンションセンターの講座構築の基本概念でもあるが，一層の拡充

を促すものと考える． 
  
 受講者のモチベーションを高める努力 

 修了制度そのものは評価されているが，より個別ないし日常的なレベルでの受

講努力を高め得る工夫の必要も指摘された． 
 たとえば，個別の講座において，受講者に対する講師による《賞賛》が効果あ

るとする指摘があった．そのために，講師にたいして，受講生の学ぶ喜び・楽しさを高

める努力・工夫を求めるべきとするものでもある． 
 また他方で，日本の大学に託児所の設けられていない事の指摘もあった．これ

はすでに欧米ではかなりの程度に行われている事であるが，生涯学習のみならず，学

部・大学院の学生にとっても意味のある，そのような施設が，一方では学習者に便宜と

動機を与えるのみならず，教育学系の学生がここで保育の指導などにあたることが，あ

らたなインターンシップをも生み出し得るとされたのである． 
 あるいはまた，エクステンションにおいてはすでに八丁堀校にその努力が見え

るものであるとして，地域および産業の現場との連携の必要も強調された．そのムード

がメッセージ性を帯びるとするのである． 
 
 遠隔講座の可能性 

 さまざまな形での遠隔講座の可能性は，肯定的に指摘された． 
 ことに早稲田大学が，なるほど遠隔授業を一部で開始してはいても，エクステ

ンションセンターを含めて基本的に《対面式の通学ライブ》型授業に依存している事が

指摘された．受講者像の変化・多様化に応じた講座の多様化に，授業型の多様化によっ

て対応していく必要が生じることは必至であるとする見方からは，現状は展望を欠いた

と見られるのはやむをえないのであろう．このことは，Ⅲにおいても問題となる． 
 なお，遠隔については，Ｅラーニングが主流となるであろう指摘があった． 
 
 独立採算と規模の適正化 

 大学といえども採算は無視できないにしても，大学の持つ社会的責任からいっ

て採算外で努力してきた事もある．しかし，今後の方向として，生涯学習を担当するエ

クステンションセンターは独立採算を確立する方向で努力していくべきであり，そのた

めには，これまでの拡大・拡充に向けられてきた努力が，まずは，適正規模の見定めに

向けられ，これにもとづいた完全独立採算への努力が求められるであろうとする指摘が

あった． 
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Ⅲ．大学における生涯学習の将来の展望 

 
 すでに触れたように，今回の第三者評価検討において，もっとも重要視された

のが，《大学全体の生涯学習化》の意味するものをどのように理解把握するかであり，

そのこととかかわる形でのエクステンション理念の再構築であった．このことは，大学

が 21 世紀どのように変っていくかを見据える必要，そしてまた，そのなかでの生涯学

習の意義も，当然ながら変化していくことに対応したエクステンション事業を展開する

必要を，改めて認識せよとするものであった． 
 
１） 検討を深めて中期・長期的に対処すべき，理念構築．特に大学エクステンション 

の，大学における位置付けに関わる問題 

 
 「21 世紀の教育研究グランドデザイン答申書」において，《第二の建学》の目

標として「全学生涯学習機関化」がうたわれ，その試みは期待されるものであるが，現

状では，全学の連携は必ずしも確立されているようには見られない．各箇所は関連を失

い，そのなかでエクステンションセンターはあくまでも傍らに追いやられて，学園全体

としての統合化・システム化という点では，脆弱化がおきているようであるという指摘

があった．たとえば，学部等における社会人受け入れについても，さまざまな可能性が

ありながら，全体としての対応の遅れと全学としてのバランスに問題の感じられるとす

るものである． 
 さらに社会的構造の変化によって，大学等の高等教育機関，ことに大学エクス

テンション機能にも変革が求められてきている．そのときに，従来の伝統的生涯学習路

線では機能不全を起こすであろう．21 世紀へ向けての転換に早く踏み込むべきとされ

るのである． 
 また，エクステンションセンターの位置付けが，グランドデザイン等における

理念と現実では乖離しているのではないか，ことに，学部学生によってエクステンショ

ンセンターが正しく理解活用されていないとしたら，すでにそこに機能不全があるとさ

え指摘を受けた．たとえば，エクステンションセンターが学部学生に対して，ダブルス

クール的に機能しうる可能性が，現実には，ほとんど生かされていない．そのことはす

でに，全学生涯学習機関化の理念に背馳しているとするのである． 
  
 その上で提言された事は多岐にわたるが，大まかに整理するなら，以下の諸点

にまとめる事が可能であろう． 
 
 生涯学習の成果の評価活用の拡充 

 わが国における生涯学習の理念は，「生涯のいつでも，自由に学習機会を選択

して学ぶことができ，その成果が適切に評価されるような社会」と規定されているが，

現実にはこの後段は生かされていない．単位の認定，互換，累積をどのように扱うかに

ついて，一層の検討と努力が求められるとされたのである．端的には，エクステンショ

ンにおける単位の累積が大学の正規単位として認定される事を基本としての評価シス

テム構築が，第三者委員からは求められた．この考え方は，一つには，生涯学習受講者

の単位が学部等単位と対等のものであることによって，学位授与機構との連携で受講者

が学位を取得できる事にせよとするのであるが，他方では，ダブルスクール的にエクス
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テンションに学んだ学部等の学生については，その単位が卒業単位として評価される事

をも求めるものと理解すべきであろう． 
 あるいはまた，現在のエクステンションセンター修了生の受講動向から確認で

きることは，学部等のように強制的カリキュラムの存在しないエクステンション態勢の

中では，受講者自身のいわば自己カリキュラム構築が行なわれているわけであるが，こ

のことの意義を認めて，セルフ・デザインによる学位資格の発想さえもありうるとする

提言もあった． 
これらの指摘は，必ずしも新しいものではない．また，エクステンションセン

ターの講座の構築の性格からして，すべてを一般的に同レベルで扱うことが困難である

事はいうまでもないが，将来の方向としてこれらを否定する指摘はなかった． 
 ただしまた，他大学学生にまで取り込んで実現する学位プログラムがありうる

とすれば，同時に非学位プログラムもおかれること，そのような全方位型のエクステン

ションが求められる事も確認された． 
 
 オープン教育センターとの連携 

 その点で，さらに進んだ考え方としては，2000 年から活動を開始した「オープ

ン教育センター」の役割を，生涯学習につながるものとして捉えるものであった．「知

的財産を，学内はもとより，他大学・社会人・小中学生・国外へと広く社会に開放する

ことを目指す」ものと理解できるセンターにおいてこそ，周辺学習，学際領域，総合領

域での学習が可能になるので，このような機能こそエクステンションが持つべきもので，

将来的には「オープン教育センター」とエクステンションセンターは統合さえ可能でな

いかとする意見であった． 
 これに付随して考えるなら，すでに上げた，受講者像の変化に加えて，成人以

下（あるいは，大学学齢以前の児童・生徒というべきであろうか――文責者注）の年齢

層をも大学エクステンションの枠の中で対象者と考えることに意味があるとする指摘

もある． 
 
 通信型教育への可能性 

 さらには，生涯学習機能強化のために規制が緩和されてきている現状を踏まえ

るならば，早稲田大学がエクステンションセンターを通信教育部と放送大学とを融合し

たような，新しい生涯学習センター構想を持っても良いのではないかという提言もあっ

た． 
 これらは，すでに学内においてもディジタル教育フォーラム等において検討提

言され，グランドデザイン策定の過程に組み入れられたものであったが，必ずしも学内

に共通の認識が醸成されたとはいえない実情にあると考えられる．第三者評価委員によ

るこれらの指摘・提案は，改めて重要テーマとして検討すべきであろう． 
 要するに，「大学の真の生涯学習機関化」の中にエクステンションセンターも

置き直されることによって，新しいアイデンティティを確立すべきとする提言であった． 
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２）エクステンション講座のあり方に関して，特に技術的などの，対応措置として処 
理しうる問題 

 
 主として，新たな講座の可能性および，その根拠にかかわる提言を以下にまと

める事とする． 
 
 新しい講座内容の可能性を探る必要性 

1988 年以来の５つの講座軸に収まらない分野の必要は既に感じられて，その一

部は，八丁堀校のカリキュラムなどに反映しているが，さらに充分な検討によって，新

しい講座群の開発設置が可能であり，また必要であろうとする指摘があった． 
その中に，健康，ビジネスの分野の重要性が強調された． 
ことにメンタルへルスの領域において，カウンセリング研修等の過程が一貫し

て提供される必要が示された．臨床心理，ストレス研究など，この領域において，大学

がこれまでに提供しきれていない多くの講座に，現実には大きな需要が生じているので

あって，エクステンション機構を利用して提供されることに意義があるとする考え方で

ある． 
こうした需要の底流には，時代の要請する産業のあり方が，情報サービス産業

へと転換されてきた事と関連するとしての指摘もあった．情報サービス産業においては，

感情サービスないし感情コントロールが重要性を持つにいたっており，したがってカウ

ンセリングの持つ重要性も増していると見るのであるが，さらに進んで，個人の内面に

責任を求めるカウンセリングに対して，共同で問題解決に向けて感情コントロールを図

ろうとするするコーチングの技術への関心が求められた． 
また，メンタルへルスはその周辺に，健康科学のさまざまな部門および生活ス

タイルの問題をも含めてとらえらるべきであるとも指摘された． 
包括的には，情報サービス産業部門での講座群の設置検討が提言された． 
こうした捉え方は，端的には《クオリティ・オブ・ライフ》（「生活＝生きる

ことの質」）の向上を全体として目指すことであり，そのための手段，指標などを提供

する事が，生涯学習の課題となっていくべきであろうとする考え方である．これは「矮

小化された知の公開講座」の意識からは生じ得ないものであることが強調された． 
なおまた，カルチャーセンター的講座（たとえば，書道，茶道，盆栽など）と

も関連付けて，表面的な実技指導に裏づけを与える，深くかつ能動的な知を掘り起こす

講座群も大学エクステンションの使命として指摘があった．当然ながら，極めて意識的

な工夫によって，講座全体を見渡した構築の中でこれは進められなくてはならないはず

である． 
 さらに，講座群構築は，これまでいわば経験的なノウハウによって，エクステ

ンションセンター内部で行なわれてきているが，プロフェッショナルな立場の講座デザ

イナーの協力を求める事も有効であろうと指摘があった． 
 

受講生サービスとしてのティーチング・アシスタント制度の可能性 

大学院学生による，受講生の学習サポート・システムの提案であった．アメリ

カあるいはイギリスにおいて，かなり制度化されれきている方法であるが，日本にはま

だ実例を聞かない．既に取り上げた，託児所においても，学生による協力がこれを可能

にするであろうが，こうした，学生の力を借りつつ，学生にもこれがインターンシップ
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となりえ，あるいはボランティア活動としての単位に換算されるなどの利点を提供し得

るならば，学内の人的資源の双方向での活用となりうるものであるかもしれない． 
 
能動的受講と受講者から教授者への道 

 大学エクステンションにおける自己カリキュラム（セルフ・デザイン）につい

ては既に触れたが，更に進んで，講座設計そのものに受講生が関わっていく可能性を作

り出すことの必要性および，そのために，現在の教授者とスタッフが充分な認識をもつ

ことの必要性が指摘された． 
 また，そのような能動的受講の過程を経て，受講者が，やがて教授者としてエ

クステンション活動に加わっていく可能性も生かさなくてはならないという見方も示

された．学生がやがて教員になるのが現在の大学システムであるのであるならば，むし

ろ当然というべきでもあるが，生涯学習がその段階に達していないとすれば，それは生

涯学習を設置者自らが，一段低い教育機関として捉える意識から解放されていないこと

を示してしまってはいないだろうか． 
 
 エクステンション機能の立体的な再構築 

 ここまでみてきたように，エクステンション活動は，さまざまな複合的な局面

をもって展開していく事になるであろうから，これまでのように，単一の枠組みの中で

すべてを処理する事にはとうぜん無理が出てくる．八丁堀校あるいはアークヒルズにそ

れぞれの役割を明確に与えて，機能分担さらに，採算上の組み立ても，当然のこととし

て，すべてが等しく採算化されなくとも，全体として成り立つ形で，エクステンション

総合センターとしても構造を備えていくべきであろうとする指摘が重要であった． 
 遠隔講座群についても，早稲田ラーニングスクエアが担当するのか，将来的に

大学自身が直接に関わる形のものも生じるであろうから，そうした連携構築をおこなっ

ていくべきであろうとの指摘も，そこには含まれていた． 
  
 いずれにしても，これらの指摘・提言が実現していくためには，学内の理解が

何よりも必要である．したがって，その方向での，学内に訴えかけて理解を広げていく

活動が必須であるとする指摘が，あるいは，何よりも貴重であったかもしれない． 
 
 
結びにかえて 
 第三者による評価・点検によってあげられたことは，以上のように総括し得る

と考えられる．なお，本総括の根拠となった第三回委員会の後に，代田委員より，まと

めの補足として，「早稲田大学エクステンションの今後の方向性（挑戦）」と題する文書

の提出を見たので，本報告の結論にかえて，そのまま，締めくくりとして引用する． 
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早稲田大学エクステンションの今後の方向性（挑戦） 

 
代田恭之（日本生涯学習総合研究所 理事長） 

 
まとめとして次の点を補足しておきたい。 
 知識社会、高度情報・技術化社会、グローバル化社会、高等教育のユニバー

サル化社会、そして高齢化社会等の社会経済のドラスティックな流動化と変化

が加速的に進む中、ここで早稲田大学 125 周年(2007 年)を目途に、21 世紀型の

新しいエクステンション、オープンカレッジの新構想・新戦略展開を、他大学

に先駆け、またフロントランナーとして早急に、抜本的構造改革断行を提案し

たい。それは単に早稲田大学に留まるものではなく、転換期に突入しつつある

旧来の高等教育機関における 20 世紀型公開講座機能の見直しと点検であり、旧

パラダイムからの脱皮を目指す新しいエクステンション像への挑戦でもある。 
 そのためには、先に発表された早稲田大学のグランドデザインにも示された

“第二の建学”の３大目標の一つである「全学の生涯学習機関化」への学内の

意識改革と同時に、全学連携のインフラ整備が喫緊の課題となる。 
 
 加えて看過できないのは、高等教育機関、特に大学に対する規制緩和、競争

原理導入、グローバル化の動き等である。例えば、政府の総合規制改革会議発

表の「規制改革の推進に関する第一次答申」(12 月 11 日提出)における大学・学

部設置の認可に対する抑制方針の見直し(第三者による評価と結果発表の義務

づけ、複数専攻の導入－ダブルメジャー、社会人が学位を取得できるパートタ

イム学生制度の創設等)、また他大学で積極的に推進されつつある大学通信教育

課程の導入、最近の生涯学習審議会答申の「新しい情報通信技術を活用した生

涯学習展開」、大学審議会答申の「グローバル化時代に求められる高等教育」、

さらには「遠山プラン」や現在鋭意進められている中央教育審議会大学分科会

での規制緩和(設置認可、第三者評価等)に見られる審議状況等々で、これら高

等教育機関に対する各種答申や社会のニーズを先取りする構造改革への積極的

取り組みが急務である。 
 
 今、これらの流動性と変化の方向性を全学的に再確認することこそ、早稲田

大学が挑戦すべき“開かれた大学”を目指す“聖域なき”構造改革戦略の基本

軸とすべきではなかろうか。 
 
 以上の点を踏まえ、最後に一委員の私見ではあるが、先のグランドデザイン

でもやや曖昧さが散見される早稲田大学エクステンション転換のための緊急四

大課題を挙げておきたい。第一点は「全学の生涯学習機関化」の中でのエクス

テンションセンター機能の個性化・明確化・連携化、第二点は大学正規学生を

も視野に入れたエクステンションターゲット、マーケットの拡大化、第三点は

従来の「通学ライブ型」中心から「ヴァーチャル型」をも含めた学習形態の多

様化、第四点は独立採算への全学的支援と早期実現化、以上の四点である。 
以 上 
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