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天野郁夫委員（国立学校財務センター研究部長・教授） 

  

 

早稲田大学文学部の外部評価 

 

 

文学部はいま、全国的にその組織構造について、再検討の時を迎えている。様々な新し

い名称の文科系学部の登場は、その象徴的なあらわれだが、既存の文学部の場合もその例

外ではない。古い歴史と伝統を誇る大学の文学部も、軒並み改革の波にもきこまれている。

そうしたなかで、東京大学、慶應義塾大学などとならんで、もっとも歴史の古い早稲田大

学文学部がこれまで進めてきた改革の方向について、多くのことを学ばせていただいた。

積極的な改革への努力に、心からの敬意を表するものである。 

ただ、改革は全体としてまだ途上にあり、多くの事柄が流動的であり、全体的な「評価」

するのに適切な時期とは、言い難いようにも思われる。また、文学部だけでなく、早稲田

大学全体としてさらなる、抜本的な改革構想の検討が進められているとも、聞いている。

以下では、文学部の組織改革の問題に焦点をしぼって、評価というより、さらに検討が必

要と思われる課題を提起させていただくこととしたい。これら課題の多くは、早大文学部

だけでなく、多くの大学が直面しているものであり、伝統を誇る早大文学部が、それにど

のように取り組み、どのような改革の方向を打ち出すのかに、全国の関係者の耳目が集ま

っているといっても、過言ではないだろう。 

 

 哲・文・史の 3 学科・19 専修という伝統的な編成(注 3)を持つ、早大文学部の組織改革

はすでに、第一文学部の人文専修と文芸専修、第二文学部の 5 専修という、学問分野別の

伝統的専修の境界をこえた、新しいタイプの専修開設の形で進められてきた。いまは、一

文の伝統型専修の再編が次の課題とされているようだが、その場合、問題になるのは、な

によりも再編を進めるにあたっての、二つの論理の相克であると思われる。すなわち 1）

学問・研究ないしは教員の論理と、2）教育・学習・ないしは学生の論理の相克が、それで

ある。 

 これまで、我が国の学部教育は、文学部に限らず、もっぱら第 1 の、学問の論理に基づ

いて組み立てられてきた。しかし、大学のいわゆる大衆化の結果として第 2 の、教育を受

ける学生の側の論理を無視することは次第に、困難になりつつある。学問自体の構造変化

も、もちろんあるが、学部という組織の再編への要求は、そうした大衆化の必然的な産物

として、大学に突きつけられていると見るべきだろう。 

 こうした視点から早稲田大学文学部の、組織の再編問題を考えた場合、1）人文・文芸の

2 専修と他専修、2）行動学的な教育学・心理学・社会学の 3専修および実践的な演劇映像・
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文芸の 2 専修と他の専修、3）文学研究科と文学部、4）第一文学部と第二文学部、5）文学

部と教育学部・人間科学部・社会学部等の学内他学部、それぞれの関係が問題になり、そ

こから、次のような検討課題が浮かび上がってくるように、思われる。これらの検討課題

は、先にふれたように、早稲田大学に限らず、多くの大学の文学部が抱えている課題でも

ある。 

  

（１） 学生ないし学習者の側の論理に立った再編としては、一文における人文・文芸の 2

専修の開設と、二文における伝統型専修の廃止とそれに替わる新しい 5 専修の創設

の形で、すでにその一部が実施されている。問題は、一文の伝統型専攻の再編だが、

二文の再編はその有力なモデルになりうると思われる。一文の改革構想のなかで、

二文での「実験」をどのように評価し、位置づけていくかが、今後の重要な課題と

思われる。 

（２） 現在、一文では専修決定時に、職業資格に関わりの深い行動学系の 3 専修と、実践

性の強い演劇映像・文芸の 2 専修が、多数の希望者を集めている。また二文でも社

会・人間系および表現・芸術系の 2 専修に学生が集中している。再編の過程でこう

した学生の要求を考慮に入れるべきだろう。職業・実践重視のこれら専攻と、学問

的性格重視の伝統型専修との関係、バランスをどう考えるかは、早大文学部の将来

を左右する、大きな選択になると思われる。 

（３） 早稲田大学は、わが国を代表する研究大学の一つである。学問・研究の論理を無視

して、学部組織の再編を進めることはできない。しかし、学問・研究の論理を重視

すれば、学部における専修の再編は困難になる。国立大学の「研究院」と同様の「学

術院」構想(注 4)もあるようだが、教育と研究の組織を、言い換えれば学部と研究科

を分離し、学部では教育・学習の論理を重視し、学問・研究の論理の維持・貫徹を

かる組織のという「分業体制」が可能かどうか、検討を進める必要があるだろう。 

（４） 第二文学部は、新しい教育・学習需要の受け皿としても、文学部改革のいわば「実

験場」的な役割を果たしているように、思われる。一文・二文の統合問題はこれま

でも議論されてきたようだが、より柔軟で弾力的な、学習者の側に立った教育・学

習システムに対する社会的ニーズが高まりつつあるいま、一文で進められているメ

ディア活用の教育の実験(注 8)を含めて、新しい視角から、二文の伝統と蓄積の活

用を考える必要が、あるのではないか。 

（５） 大学院については、研究者・大学教員の養成を目的とする「研究大学院」と高度職

業人の養成をめざす「専門・職業大学院」の分化をはかる動きが進んでいる。法科

大学院の開設は、それを一挙に推し進める契機となる可能性が大きい。文学研究科

も、早晩、この問題への対応を迫られると思われる。実践性の強い専修を切り離し、

（他研究科との再編・統合も含めて）専門大学院の設置を検討する必要があるので
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はないか。 

（６） これと関連して文学研究科における修士・博士両課程の性格の再検討も必要とされ

よう。500 人を超える定員(注 17)からすれば、修士課程は研究大学院の一部とは考

えにくく、また博士課程については、学位授与数が他大学の文学研究科、たとえば

東京大学のそれにくらべて、著しく少ない。大学院の性格や教育・指導体制の再検

討は、差し迫った課題の一つだろう。 

（７） 組織再編の検討は、文学部内にとどまらず、他学部との関係でも必要と思われる。

一文・二文併せて 8000 人を越える規模(注 2)は、通常の単科大学の数校分に匹敵

する。しかし総合大学内の一学部として、大学全体（さらには文学部そのもの）の

効率的運営を考えれば、共通教育部分、教育・社会・人科の各学部の関連部分との

かかわりで、再編を検討する必要があるのではないか。特に、心理・社会・教育関

連の部分については、スタッフ、カリキュラム、教育目標などの点で、学部間にか

なりの重複があることが想像される。新学部・研究科の設置構想を含めて、検討の

必要な問題だろう。 

（８） 教育・学習・学生の論理を重視する立場から、組織の再編を考える場合、学生の卒

業後の状況や、教育の現状に対する満足度は、避けて通ることのできない与件と思

われる。今回の学生調査(注 6)の結果は、学生たちの満足度が必ずしも高いとはい

えないことを示唆している。また卒業生の進路状況からすると、社会科学系の授業

科目の文学部内開設を求める声が聞かれるのも、当然と思われる。もちろん、すべ

ての学生の要求を満たす教育のあり方を考えるのは、不可能に近い。しかし、可能

な限り彼らのニーズを汲み上げるため、定期的に学生調査や授業評価を実施すべき

だろう。特に後者は、教育の在り方の反省的検討と同時に、学生を教育の過程に積

極的にコミットさせるための手段として、積極的に位置づけられて然るべきだと思

われる。 
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ロバート・キャンベル委員（東京大学大学院総合文化研究科助教授） 

 
 

早稲田大学文学部の外部評価 

 

 

はじめに 

 この10年間、国立大学を振り出しに始まった大学改革は、文系・理系を問わず、応用性に

すぐれた「実学」諸分野を基準として進められてきた。文学部のように「虚学」を追求する

集団は、その中でほぼ軒並みに、性急な、一律的な再編成を立ち上げ、ほぼ完了したという

のが現時点での状況と言えよう。再編され重点化され、新たなカリキュラムと教員組織を手

に入れたのとひきかえに、基礎学を支える大学の心臓部としての文学部、というかつてあっ

た自負は、いちじるしく削がれてしまった。方向性が定まらず、エネルギーも十分発揮され

ないまま、現在、独立行政法人化という岐路に立たされており、厳しい状況におかれている。 

 一方、国立にくらべて改革にのぞむ姿勢が消極的といわれる主流の私立大学では、 近再

編成の具体策をようやく打ち出しはじめた。少子化にともなう入学志願者の減少をはじめ、

学生全体の学力低下、文学部離れ、そして文学部のなかでも、職業型・実践型専攻への強い

傾斜は、年々目立っており、ここでも大きなうねりに直面していることは、誰の目にも明ら

かであろう。 

 今回の『自己点検・評価報告書』を読んでまず感心したのは、日本の私立大文学部の雄で

ある早稲田文学部が、自己改革をとげるのに10年もの歳月をかけ、段階的に、方法を論議し

実行に移してきた、という一見単純なことである。平成大学改革の嵐のなかを国立大学で過

ごしてきた当評価委員にとって、実にうらやましい限りである。そして今回の『報告書』を

読み進めると、社会情勢のさまざまな変動に真摯に対応しようとしながら、同時に時流に流

されず、やはり早稲田文学部ならではの独自のカラー、優れた利点は失うべきではないとい

う、たしかな自覚を、随所から感じとった。「要旨」の冒頭に、「学部としての独自性をい

っそう発展的に実現するためのものでなければならない」、というくだりもその一例である。

あたりまえと言われるかもしれないが、その意欲に、まず心から敬意を表したい。 

 以下、2000年度の『自己点検・評価報告書』と2度にわたる文学部訪問で得た知見に基づ

き、気づいたことを2、3述べてみたい。 

 

①カリキュラム改革と授業の改善 教育上の課題 

 第一文学部では1995年以来、広域科目(注18)を設け、学生が自由に履修できる横断的科目群

として定着させた。一方、第二文学部では改組の結果、5専修という、いわゆる大講座制に再

編された。これらの処置によって、学生の履修選択が大きく広がったことは、アンケートから
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も明らかである。しかしその結果として、専修間において、履修生の数と教員の数との不均

等が生じ、学生が集中する分野と、敬遠しがちになった分野との区別が、いっそう鮮やかに

なってきた。今後、カリキュラム改革にともなう教員配置の「適正化」が待たれると、『報

告書』では結論づけている。 

 たしかに時代とともに、大学が学生に提供するコンテンツが変化することは、健全なこと

であり、ましてや早稲田のように、教員数約180人、一週間のコマ数約900(注19)という超弩

級の文学部では、微調整することは困難ではなかろう。ただしその場合注意すべきは、その

時点で適正と思われた教員および予算の再配分は、往々にして対象となる領域を超え、学部

全体の教育と研究環境に長期にわたる影響を及ぼす、ということである。専門教育の充実を

考えると、一専修内の状況を重点的に改善するだけではその専修が活気をもどす保証はなく、

むしろ隣接分野との連環のなかで改善をはかる必要があろう。とくに文系諸学問が自ら「超

域化」しつつある昨今では、実践性のうすい「マイナー」領域への一貫した支援こそが、全

体の基礎体力を上げる秘訣ですらあるように思える。学生側の論理をつきつめていけば、単

元的な応用型教育だけを求めているのではない。ある持続的拘束のなかで、たえず新たな発

見と（時には拒否反応をともなった）驚きを追求するものでもあろう。つまり「虚学」その

ものの魅力を学生にどう分かち合えるかが一番大切であり、文学部のアイデンティティーの

根幹にかかわるものであろう。総合講義の開設や、教員へ向けたファクルティ・デヴェロッ

プメントなどといった、教育現場に根ざした方策を講じるべきではないか。その意味で、こ

れから進展するであろう「オンデマンド授業」(注8)も、起爆剤の一つになるのかもしれない。 

 学生とのインタビューで感じたのは、さすが早稲田文学部というべきか、反骨精神は今も

なお健在である。第一文学部に関していえば、教員と対面しての濃密な指導が足りない、と

いう声があった。第二文学部から文学研究科に進んだ学生の一人は、学部の授業は幅があっ

ていいが、概して基礎論理など専門性に乏しく、大学院に上がってから苦労した、と証言し

ていた。一般教育と研究者養成という二つの要請がからみ合うエリアーであり、大局的な検

討が必要であろう。 

 

②研究環境と活動 

 早稲田文学部は、少なくとも文学研究の分野では、国（言語）・時代を問わず、日本をリ

ードする立場を堅持してきた。日本有数の専門図書館を持ち、優秀なスタッフと、全国に広

がる卒業生ネットワークを駆使して、優れた若手研究者を現在も輩出している。今回外部評

価に参加するにあたり、研究活動の一項目だけはおそらく容易に進められるだろうと予測し

ていた。しかし残念ながら、その予測は外れた。教員の研究活動を俯瞰するための基本デー

タが揃っていないからである。『学術年鑑』(注7)に業績を提出しているのは、文学部全体の

5割の教員にとどまっており、その状況では、「評価」することは困難、と言わざるを得ない。

『報告書』はこの事態をみとめ、「研究活動データを提出しない教員の理念は尊重する」、

 5 
 



という配慮を見せるかのごとくである。大学教員として研究し発表した論文などの題名を公

開しないというのは、いかなる「理念」によるか、理解に苦しむ。国立大学では、研究活動

の公開はもはや個人情報云々とは別次元の、当然の職務として広く認識されている。条件は

変わらないように思う。 

 一方では、個々の教員が地道に行った研究活動が全学の研究環境に寄与するという、実に

嬉しい光景にも出会えた。文学部ホーム・ページ上で公開中の「学術情報データベース」 

(注8)一群である。現在23のデータベースが、「教育研究用データベース」と「学術文献デー

タベース」に分かれて運転中である（同じページに「マルチメディア型教育の実践」「海外

との共同ゼミ」もあった）。文学研究にかかわるもので今回利用できたのは、①早稲田大学

蔵古典籍目録データベース（代表者・兼築信行教授）②近世儒学データベース（代表者・土

田健次郎教授）、 ③俳諧関係資料（雲英末雄教授）、④早稲田大学蔵能楽関係文書目録（竹

本幹夫教授）、の4種であった。遠大なプロジェクトである①を除き、いずれもがすでに実用

にたえる、本格的な学術情報データベースになっている。各教員の個性と手腕を活かしつつ、

成果を吸い上げ、目にみえる形にまとめたものとして注目すべき事業だと思う。 

 

③情報化の進捗 

 上記のように、文学部で進行中のオンデマンド授業やデータベースなどは、すでに単なる

「情報化」の段階を超え、学部の血液と化しているように見受けられる。外国語学習のプロ

グラムのなかで双方向遠隔講義を活用している場面を見学したが、有力な技法であることは、

一目瞭然であった。学術情報データベースのように、学部を構成する教員や図書館職員など

がコンテンツを自ら創造し、公開していくことは、さまざまな意味で文学部の基礎固めに役

立つであろう。電子メールが学生指導にさかんに使われているのは、他大学と共通するが、

卒業論文の指導をすべてメールで行えるように位置づけようとしているとも聞く。学生の顔

がよく見えるように、工夫を重ねたいところである。 
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佐々木潤之助委員（一橋大学名誉教授） 
 
 

『早稲田大学文学部・文学研究科自己点検・評価報告書』を読んで（まとめ／メモ） 

 

 

はじめに 

 この報告書はとくにこの 10 年間におこなわれた改革に視点をおきながら、第一・第二文

学部・文学研究科の教育研究上の諸問題について、点検・評価したものである。まず全体

として、学部のかかえる多種多様の問題について、ほとんど間然するところがない程に点

検・評価がおこなわれていることに、さらにそのために多数の「従来の常識からすると記

載をためらう資料」をも「敢えて公表」したことに、その労を多とするとともに敬意を表

したい。 

なお、この報告書作成のあとにも改革の検討は進められ、2001 年 2 月の教授会で新たな

決定がなされたとのことが 7 月 5日の会議において報告された。以下に述べることの一部

は、その報告にも拠っていることを断っておきたい。  

 

●早稲田大学文学部・文学研究科の改革の意義 

早稲田大学文学部・文学研究科の改革のもつ大学史的意義は大きい。 

わが国の私立・国公立大学のなかに、早稲田大学がしめる位置の大きさや、人文系学部

のなかでの早稲田大学文学部のもっている位置の重大さは、あらためていうまでもなく絶

大なものである。それだけに、この文学部改革がもっている大学史上の意義は、たいへん

重要である。当事者がそれを意識するしないにかかわらず、この改革は早稲田大学文学部

の改革にとどまらず、わが国人文系学部・大学院の改革にたいする指導的位置をもたざる

をえないであろう。したがって、この改革においても、その点についての自覚が必要であ

ろう。（補足 1） 

 

●改革の契機と方向について 

報告書によれば、現在進行中の学部・研究科の改革は、文学部創設百周年の 1990 年か

らはじまっており、それは「戦後 3 番目の大改革」(注 14)のなかにあると段階づけられて

いる。それは、教育・研究の理念を人間研究に基本をおき、文学部の独自性を「人間的な

価値の受け渡し」におくという、伝統に根ざした早稲田大学文学部の存在意義をふまえた

文学部の歴史に即した改革である。 

そしてこの改革を特徴づけているのは、ひとつは、大学にたいする社会的要請の変化であ

る。いわゆる大学の大衆化ともいわれるような大学についての観念の変化によるものである
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が（補足2）、とくに学生の変化に鋭く示され、直接には学生の大学にたいする要求にどのよ

うに応えるかという方向での改革である。ふたつには、大学設置基準の大綱化や、大学院大

学重点化などを直接の契機とした一般教養削減や大学における教育と研究の分離などの方

向性をもつ、国家的な大学政策の変更や展開に契機づけられた改革の方向である。 

大学の改革が、その大学本来のいわば自前の発展を進むことは正しい。問題は、大学にと

っていわば外在的な改革の契機がでてきたときの大学の対応の仕方にある。上記のふたつの

契機のうち学生の変化については、大学にとってみれば半ば内在的な問題なので、自前の改

革のなかに取りこむべきことであるが、大学政策などによる改革の契機にたいしては、大

学としての方針が問われることになる。 

ところが、その対応――とくに大綱化への対応において、次項に述べるような内容で、

第一文学部と第二文学部とでは大きくその方向性を異にしているように見える。そこで文

学部は全体として、この大綱化にどのような方針で対応しつつあるのかということについ

ての説明が欲しいように思われる。ことに改革の第 4 段階においては、第一・第二両学部

の統合が検討されるとのことであるので、このことは緊急を要する問題である。また、文

学研究科にも、学術院構想(注 4)が提起されているが、やはり文学研究科の自前の発展・

改革との関連についての説明が求められるのではなかろうか。 

 

●学部改革構想の方向について 

第一文学部と第二文学部との間での、大綱化にともなう一般教育科目の扱い方には相当

に違いがあるように見え、ある意味では、そこにこの両学部の改革の方向に関する問題が

集約されているようにも思える。 

第一文学部では設置基準の大綱化による一般教育科目の廃止にともない、「基礎講義」

「基礎演習」(注 18)を設けたとする。これらはともに専門教育のための準備の教育のよう

に見える。第二文学部では、1992 年設置の将来構想・計画委員会の文学部の「新制度の基

本的な考え」は、「新たな教養教育」を目標とし、その基礎のうえに「新たな専門研究」を

開拓することを目指しているという。 

アンケート調査によれば、大学の大衆化にともなう学生の資質の変化や要求の多様化の

なかで、なるべく早く専門教育を受けたいとするタイプと自由で余裕のある学生生活を享

受したいとするタイプとの、一見あい容れないようなふたつの型が目立つ。これはある意

味では、大学の教育制度にたいする学生たちの要求を端的に表現しているといえよう。第

一文学部の改革の方向は前者の専門教育要望によりよく対応し、第二文学部のそれは後者

のモラトリアム的要望によりよく対応しているといえようか。この報告書ののち 2 月の教

授会できめられたという、1 学科制と専修再編を内容とする総合人文学部構想(注 3)では、

一見矛盾するようなこの要求に学部がどのように応えようとしているのであろうか。 

もちろん学生の要求に応えるとは、そこで出された問題を、大学がその伝統によりつつ、
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大学として、なかんずく学問の問題として受け止め、対応するということであって、時務

的な対処ではありえない。懇談会での学生の意見などをも含めて考えると、社会人でもあ

る第二文学部生が大学院に進学しようとするさいによく問題が露呈されているようである。

第二文学部での授業にたいする好感度は高いが、大学院受験にとってはきわめて不十分で、

たいへん苦労するという。これは、第二文学部学生の学力的水準の問題ではないと思われ

る。さきにみたような野心的ともいえる改革をすすめている第二文学部の問題であるとと

もに、大学院、ひいては第一文学部の問題でもある。 

この報告書は、学生像の変容にしたがって、学部が研究機関であると同時に教育機関で

あることの意識が重要になってきていると指摘している。教育の問題としては、研究機関

は研究者の養成を目的とし、教育機関はそれ以外の職業人の育成を目的にすることであろ

う。この報告書の指摘は、一方では文学部が教育機関としての性格をも重視しなければな

らなくなりつつあるという認識を示すとともに、他方で文学部としてはいずれの機関とし

ての性格を重視するにせよ、同時に社会人として不可欠の知識・教養の育成をも教育の目

標としているということであろう。 

その上で、この指摘は学部での教育と研究との問題を考えなければならないということ

であろう。そしてそれは教育・研究の体制にとどまらず、その基礎になっている学問の問

題であるといわねばならないであろう。 

大学院は、より高度の研究能力をもつ研究者を養成し、同時に研究をもおこなう機関で

あるから、そこでの学問研究は、学部の教育・研究の基礎となっている。さきの第二文学

部のめざしつつある「新たな学問」分野の開拓とは、既存の学問の枠組みや分野の再編に

とどまらず、いやおうなしに学問そのもののとらえ直しをも意味するであろうから、この

「新たな学問」は大学院・学部の学問でもなければならないであろう。社会人として第二

文学部に在学していて、第二文学部のカリキュラムだけでは大学院に進学できないことは、

やはり大学院・学部を通じての学問の問題であると思えてならない。 

それゆえにこの報告書が学生の要求のなかに既存の学問の枠をこえたものを見出し、そ

れに対応しようとしていることは、正しいと思われる。総合人文学部構想での専修の再編

がどのようにおこなわれるかに期待したい。 

 

●教育体制について 

カリキュラム編成の主体は専修であり、現在の問題の焦点が専修制度の改革であるという。

専修制が学科制ともゼミナール制度とも違う点の特徴は学生指導にある。学科制は複数教員

による学生指導を行い、ゼミ制度が各 1 教員の学生にたいする個別的指導を特徴とするが、

専修制はその点においてあいまいなところがあるように思える。この「報告書」を見ると、

大学院・学部を通じて教員の学生にたいする責任のとり方が、制度的な限度のないままに、

過大ではなかろうかと思える。学生のアンケートでは、ゼミ制の要求があるが、これは卒論
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指導に関するもののようである。専修の学生指導上の役割が明確でなく、その分だけ個別

教員の責任が大きくなっていて、実態はゼミナールに近いものになっているのではなかろ

うか。 

そして、ここから起こる問題は、教育・研究のタコ壺化、学問のタコ壺化の問題である。

指導のしかたにもよるが、このような制度は、創造的な制度ではない。やはり、専門に近い

複数の教員による集団的指導の制度が考えられて良いのではなかろうか。右の専修のあいま

いさは長所でもあるのであって、学科制・ゼミ制の長点をくみとりうる制度として活用され

うるのではなかろうか。いずれにしても、専修組織の学生指導上の役割を明確にする必要

があるように思われる。 

たいへん奇妙に見えることのひとつに、非常勤講師への学生指導に関する依存度が大き

いことがある。学部の性格上、非常勤講師の人数の多いことはやむを得ないにしても、演

習から卒論指導（卒論審査や判定）までも非常勤講師に依頼していることはよろしいのか

どうか、教育責任の問題からいっても問題ではなかろうか。学生との懇談会においても、

非常勤講師への不満が述べられたことをつけ加えておく。 

 

●教育内容について（歴史学の立場から） 

文学部・文学研究科のカリキュラムを歴史学の立場から見た場合、すくなくとも前述の

研究機関という観点にたてば、そして従来の学問的は基礎ないし枠組みを前提にすれば、

歴史学の各分野において、史学概論（方法論・史料論）・概論・各論ともに、充全であると

評価できる。 

しかし、さきの教育機関としての文学部においても歴史学の果たすべき役割が相当に大

きいことはいうまでもない。そこで、その観点からの検討が必要であろう。この報告書に

は学部の教育目標のひとつに「現代世界の理解」をあげている。そしてそのためのさまざ

まな工夫が重ねられてきていることは、報告書の節々から読み取れる。しかしなお以下の

ことを要望しておきたいと思う。 

ひとつは世界史を構成する地域世界の教育研究である。その地域世界をどのように設定

するかという議論が必要であり、その過程で、すでに相当程度に充実されている日本・中

国・西欧・アメリカなどの地域史のほかに、イスラム世界・アフリカ世界・ラテンアメリ

カ世界・東南アジア世界や地中海世界・環日本海世界などについての地域世界史の教育・

研究が充実されることが望ましい。なお、歴史の一国史的研究・教育は重要であり、それ

はなお歴史学の基本をなしていると考えられるが、しかし同時に各分野におけるグローバ

リゼーシオンに対応した学問的枠組みとそれに基づく研究・教育はさらに充実する必要が

あろう。 

二つは世界史が多様な歴史的要素からなりたっていることから出てくる問題である。とく

に現代世界の理解においては、学問の伝統的な人文・社会・自然科学という枠組が意味を持
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ちえなくなっている。もともと人文・社会科学は親近な関係にあるから、殊更に重要な問題

は自然科学との関係である。例えば、さまざまの技術やそれをめぐる社会関係、人間関係を

組み込むことなく現代世界を理解することはできないであろう。技術史や技術思想史・技術

社会史などが考えられるが、同様の事情はほかの分野でもあるように思われる。現行のカリ

キュラムではわずかに科学史がそれに対応しているようであるが、それはなお、方法論の次

元にとどまっているようである。もともと学問論からいえば、歴史学は諸科学の個別的分野

史を統合して歴史像を構成するという役割を担っているのだから、諸科学の統合もまた歴史

学ほんらいのあり方であるといえようが、文化人類学・地理学などの隣接科学との関連は

もちろん、広く自然科学の諸科学との、歴史学の方法にたった統合が必要であろう。 

三つには歴史学の社会にたいする役割それ自体についての研究・教育が充実される必要

があろう。歴史教育論・歴史意識論・歴史叙述論などがそれにあたるであろう。 

 なお、歴史には限らないが、文学部の場合、非漢字圏からの留学生(注 21)のすくないこ

とはただちに問題ではないといえるのであろうが、交換留学生の行く先にアジアの諸地域

が少ないことは、検討する必要があろう。（補足 3） 

 

●文学部の授業などについて 

 この報告書はシラバスや授業計画書を重視しているように見える。しかし、文学部の多く

の授業は、詳細なシラバス・授業計画書にふさわしくないのではなかろうか。歴史学におい

ても同様である。年間を通じて教授することは明らかであっても、それを各週の授業ごとに

細かく決めることはできない授業がすくなくないはずである。それどころか、学生に話をし、

学生からの意見や反応を参考にしながら、授業をくみたてていくことができるところに文学

部の授業の積極的な意味合いがあり、その意味で文学部の多くの授業は、創造的であるとと

もに、予定不可能な面をもっていることに思いをいたすべきではなかろうか。 

なお、付記すれば、この報告書でいうカリキュラム編成責任体制を固める必要は当然の

ことであるが、文学部においては、学生にその進路の決定を早めさせようとする方針があ

るとすれが、学生のもっているいろいろの可能性を尊重する立場から、検討の必要があろ

う。 

 

●その他 

その他二三の気になったこと述べておく。 

アンケートなどで大学職員との関係が問題にされていることに注目される(注 22)。大学

における職員の位置づけについて、学生・職員への十分な説明が必要であろう。 

教員の業績評価については、報告書のそれに異論はない。しかし、「学術年鑑」を資料

とすることについてのこの報告書の注釈は過度のように見える。やはりこの自己点検を明

示したそのための調査があってしかるべきではなかったろうか。  
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おわりに 

文学部・文学研究科が、その歴史をふまえて、個性的な発展のために、改革の努力を積み

かさねてきていることを高く評価する。来たるべき改革の次の段階には、さらに大きな課題

があることは明らかであるが、教員・学生・職員の強固なアイデンティティと、教員・学生

の自由で闊達な研究・教育・勉学・課外活動などが、伝統的な力を発揮して、それらの問

題を解決していくであろう。そのことを期待して、外部評価の結びとする。  

 

補足 1 

文学研究科・第一文学部・第二文学部が、それぞれに個性的な発展の道を探り努力して

いることはいうまでもなく正しい事である。しかし、早稲田大学文学部が全体として早稲

田文化（文芸）として大きな成長をし、業績を残してきたことは明らかなことだし、その

発展にたいする社会の期待の大きいことも言うまでもないことを思う時、それらの学部・

大学院のそれぞれの改革が、早稲田大学のそのような伝統的力量をいっそう強め、さらに

大きな期待に応える方向を堅持されるべきであろう事は、いうまでもない。 

 

補足 2 

とくに早稲田大学文学部に属する学生は、文学・文芸の 1 分野に自らを定着させ、その

専攻分野のいっそうの探究を進めると共に、そのためにもよりひろく文化的教簑を深め、

文化主体として成長しようとしている学生であるといってよいであろう。この 2 様の要求

を大学としてどのようにとらえ、対応して行くかは、大学の宿命的な課題であるといえよ

う。「報告書」での「早稲田文学」(注 12)の重視にそのことが意図されていると思われる

が、総体として早稲田文化（文芸）のいっそうの発展と深化とが達成されることが望まし

い。なお、それが、排他的唯我独尊的な傾向をもってはならないことは言うまでもないこ

とである。 

 

補足 3 

既存の学問の枠組みをこえた新たな教育・研究の試みの必要性については、言うまでも

ない。史学関係においても各種の試みがおこなわれていることは、カリキュラムからも十

分に読みとれるところであり、また今後の展開についても、教員諸氏の業績よりしても豊

かな展望が開けるように思える。地域史の枠組みの編成とともに、学問分野の枠組みをこ

えた教育・研究の再編成が、更に望まれる。  
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佐藤信委員（東京学芸大学教育学部教授） 

 

 

早稲田大学文学部の第三者評価／芸術教育 

 

 早稲田大学文学部の芸術教育は、伝統ある演劇分野を中心に、小説、詩歌、評論などの

文芸分野にもゆたかな実績を有し、この間の一連のカリキュラム改革にもとづいて、第二

文学部を中心に、映像、舞踊分野の導入、外部専門家への講師委嘱、実技、演習科目の充

実、外部施設への実習生派遣など、先駆的、積極的な取り組みが顕著である。 

 近年の一般的な動向として、こうした「表現系」「コミニュケーション系」学科、科目へ

の大学受験志望者の関心は高く、ことに身体表現をふくむ「パフォーマンス系」、および「映

像系」学科への受験生の数は相対的に増加の傾向が見られ、それに即応するように学科の

増、新設、およびカリキュラムの改編をおこなう大学も、公、私立ともに相当数目につく

ようになってきた。 

 早稲田大学文学部の中、長期的な改革プランの根底にも、直面する少子化問題や経済を

中心にした社会構造の変化を踏まえた上で、このような「時代の波」の影響が確実にあり

ことに第二文学部の改革に見られる将来ビジョンには、受験志望者のニーズに応えるとと

もに、それらを梃子にして、新しい（人文系）大学のあるべき姿を構築しようとする意欲

的な取り組み姿勢が反映されているといえる。 

 以下、今回、開示された一連の学内資料、施設、および講義の見学などからうかがうこ

とができた早稲田大学文学研究科、第一文学部、および第二文学部における芸術教育につ

いて、今後の課題となると思われることを三点にまとめ、私見を述べる。 

 

１）芸術教育の構想と理念 

 一般に芸術教育と呼ばれる分野については、おおよそ次のような領域を考えることが出

来る。 

Ⅰ）芸術の専門家の育成を目的とした教育 

Ⅱ）芸術を対象とする学術研究を目的とした教育 

Ⅲ）アートリテラシー（芸術についての専門教養）の向上を目的とした教育 

Ⅳ）初等、中等教育における芸術教科の教員養成を目的とした教育） 

  従来の高等教育機関における芸術教育は、専門校（および、Ⅳを担う教育学部系）をの

ぞいて、いずれもⅡを中心にした組み立てがおこなわれ、一部において、いわば波及効果

的な意味合いで、Ⅰの役割も果たしてきたというのが実情である。 

（Ⅳについても、地方国立大学の教育学部中心にして、ほぼ同様の指摘が可能であろうと

思われる） 
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 Ⅲについては、初等、中等の芸術教科における一般論としては認識されているものの、

その概念自体が比較的新しいものであり、高等教育における本格的な取り組みは今後の課

題として残されている。 

 早稲田大学文学部における芸術教育においても、外部の専門家の講師としての起用や、

演習型講座の積極的導入など、Ⅰを念頭に置いたこころみがなされているものの、総体的

には、以上の一般的動向から大きく逸脱するものではない。 

 そこで、現在、第二文学部を中心に積極的な取り組みが行われていると思われる早稲田

大学の芸術教育が、今後はたして、どのような領域を目指して、あるいは各領域をどのよ

うに按分して組み立てられていくのか、その方向と意義について、ここで、あらためて問

いかけを行っておきたい。 

 前段で述べた大学受験志望者の動向は、おおむねⅠへの漠然とした期待感によるものと

思われるが、そのような趨勢の時にこそ、独自の芸術教育についての全体構想、および理

念への明快な指針と整理が必要であるように思われる。 

 

２）学部内の相互関連性 

 早稲田大学文学部における各組織の、カリキュラム編成を中心にした改革への取り組み

は、総体的にはきわめて積極的であり、随所に見られる先進的な具体策の今後の成果が期

待される。 

 しかしながら、これまでなされてきた、大学院研究室、第一文学部、第二文学部という

各組織ごとの取り組みの相互関連性という観点からみると、個々の改革の理念や方策が、

かならずしも有機的な全体性を構成するにいたってはおらず、部分的な矛盾や、さらには

将来における相互の齟齬を予想させる要素も見られないわけではない。 

 また、筆者が専門とする演劇分野において、早稲田大学は、遠く明治の『文芸協会』以

来の伝統と、日本の伝統演劇を中心に近、現代演劇までにいたる知的資産の蓄積は、他に

類を見ない豊かなものがある。また、学内に豊富な資料を集積した演劇博物館(注 10)とい

う独自の施設、組織も有している。 

 しかしながら、今回あたえられた資料の中からは、それらの他に誇るべき知的蓄積、お

よび研究施設、および組織と教育との関連性はかならずしも明確とは言えず、独自の特色

を明確に主張するにはいたっていない、というのが正直な感想である。 

 大学という高等教育機関における、研究と教育の相互関連性については従来より多くの

見解、および議論があり、また、この間の早稲田大学文学部の改革においては、総合大学

としての他学部とのさまざまな調整が必要であろうことを理解した上で、一体化にしろ、

役割分担にしろ、三部門のそれぞれの位置づけについて、文学部としてのより一層踏み込

んだ議論と、整合性のある全体構想を期待したい。 
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３）教育施設の充実 

 芸術教育においては、そのすべての分野において、既存の講座型の教育とともに、演習

実技教育が不可欠であることは言うまでもない。 

 さらに言えば、今後の高等教育においては、受講者との双方向的なコミニュケーションを

より一層重視した、「ワークショップ型」とも名づけられる新しい講座内容についても理解

を深めていかなければならない。 

 一方で、情報機器を駆使した、これまでにない開かれた教育についての取り組みが積極

的にこころみられている現在、人間の身体そのものをメディアとする「ワークショップ型」

の導入は、情報社会における人間らしいこころのケアーと、受信、発信能力の開発の上か

らも、きわめて重要な意味を持っていると考えられる。 

 芸術教育、および関連する「ワークショップ型」講座に対応する、大学における「何も

ない空間」、一定の面積を有するフラットな施設の整備を、映像、その他の専門機器利用の

ための施設、および教育成果の外部発信施設のより一層の充実とともに提言する。 
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佐野文一郎委員（内外学生センター会長） 
 

 

早稲田大学文学部・文学研究科 

自己点検・評価報告について  

 

  

１ 自己点検・評価の基本姿勢  

今回の自己点検・評価の積極的な姿勢を評価したい。 

1991（平成 3）年の大学設置基準における制度化以降、大学の自己点検・評価は急速に

定着してきた。その一方、大学審議会の 1998（平成 10）年答申が述べているように「形式

的な評価に陥り教育研究活動の改善に十分結びついていない、外部への情報発信が足りな

い状況がある」ことも指摘されている。 

自己点検・評価は、教育研究活動の高度化、活性化を目的とするといえようが、今回の

自己点検・評価が、そのために、文学部・文学研究科の理念・目的に照らして、短期的に

解決されるべきものはなにか、長期的には何が基本課題なのかを整理し、論点を共有する

ことを作業の基本とした意欲的な姿勢は報告書の記述の各所に読み取ることができる。

1991 年の大学設置基準の大綱化を一つの契機として進められてきた改革の実績と、継続し、

雁行するその改革を、この点検・自己評価が前進させ得るとする自負が、その積極性を支

えるのであろう。  

 

２ 学部のカリキュラム改革の成果  

（１）文学部において、1991 年以降（a）第一文学部教養課程を中心とするカリキュラム改

編、（b）第二文学部の制度改革、（c）第一文学部の人文専修改編、（d）第一文学部の専

門課程を中心とするカリキュラムの改編と、逐次開始され、雁行して進められてきた改

革の基本的な考え方や具体的な内容についての報告書の記述は、経緯の点検とともに改

編の原点となった問題や改編の進行とともに生じてきた課題等についての問題意識や改

革の方向をも明らかにしようとする。少なくとも、大学の自己点検・評価に関していわ

れることの多い「点検あって評価なし」の指摘からは遠いものと評価できる。 

（２）その上で、さらなる点検・評価を期待することが蜀を望むものとは思われない 2、3

の事項をかかげておく。 

①1991 年の基準弾力化に伴う一般教育の取扱はそれとして、現時点で高等教育に望ま

れる「教養教育の重視、教養教育と専門教育の有機的連携の確保」について、1・3 制

は、どのような対応の方向をもつのであろうか。 

②報告書は、授業内容・授業計画等教育内容と教育方法については、専修あるいは教
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員の決定・裁量に委ねることを基本とする原則の範囲を出ようとしないかに見えるそ

の原則は当然であり、また、文学部の学生の質がそれを可とするのでもあろうが、こ

れからは、学部あるいは専修（教室）での組織的な研究・研修、いわゆるファカルテ

イ・ディベロップメントヘの取リ組みやシラバスの重視等へのよリ積極的な問題意識

を必要とするのではなかろうか。 

 「学生の学力が多様化しつつあり、かつカリキュラム改革が一定の進展をみせてい

る現在、今後は、教育方法への関心を学部・大学院全体で高めていくことが期待され

る。」「メディア環境の充実に応じた教育法の開発・実践を探っていくことも、今後検

討されてよい」とする的確な指摘は、メディア活用に関することにとどまるものでは

ないと理解したい。 

③学部統合については、「緩やかな合意は存在するものの」2000 年度以降の長期目標

と記されている (注 25)。その論議に際し、1996 年度にスタートした第二文学部の新

しい専修体制が「第二文学部を活性化させることに成功し、全国的に夜間学部の多く

が閉鎖、再編される中で、21 世紀への展望を示すことができた希有の例」 (注 26)と

した評価が考慮されることを期待したい。  

 

３ 情報化促進や研究・教育上の展開 

情報化の促進に関する点検・評価の記述が、「学部・文学研究科における研究体制」の課

題に関するものとして取りまとめられていることは、今回の報告書においては、適切であ

ろう。その内容も、情報関連施設の整備 (注 27)とあわせて必要な事項を、よくカバーし

ていると思われる。 

大学全体としては、情報化促進プログラムの第 2 期に入った (注 27)とあるが、情報化

の進展は、やがて研究・教育の態様をさらに変え、双方向遠隔講義等によって、高等教育

の構造にも影響を及ぼすのであろう。次回の自己点検・評価まで、総括に記された配意の

下に、この圧倒的な課題への対応が着実に進められることを願う。  
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清水建宇委員（朝日新聞編集委員） 

 

 

◆早稲田大学文学部の第三者評価（ジャーナリズムの観点から） 

              

 

１ 文学部とジャーナリズム 

１．１ 通底する理念 

 「ジャーナリズム」は、新聞・出版・放送などのマスメディアそのもの、あるいはこれ

らによる日々の報道を表す言葉と受げとめられ、現代の情報化社会が生み出したものと思

われがちだ。しかし、歴史的には 17 世紀における政治と信仰をめぐる論争や、その後の市

民権を求める運動とともに生起し、日本でも明治初期の自由民権運動の高まりをきっかけ

として広がったのであり、その時代の社会思想を背景にして、さまざまな表現活動に影響

を与え、かつ影響を与えられてきたのである。ルポルタージュが記録文学と境界を接して

いるように、ジャーナリズムは文芸芸術と多くの接点を持ちながら存在してきたと言える

だろう。 

 誕生の初めから、ジャーナリズムの視線は人間（その集合である社会であれ、活動の所

産であれ）に向けられていた。視点は多様化し、表現の方法は多彩になったが、常に人間

を見つめてきた。「自己点検・評価報告書（以下、報告書という）」は、文学部・文学研究

科の理念を「人間は何を考え、何をつくってきたか、またどのように生きようとしている

かを、人間的な側面から捉えながら明らかにしていくこと」いるが、この理念はジャーナ

リズムとも通底しているのである。 

１．２ 専門の学科・専攻はなくても 

 「メディア」「新聞」［コミュニケーション」「情報」などの名称の学科・専攻を持つ大学・

大学院は近年、急速に増え、今や全国で 59 にのぼる。その一因は、「情報化社会」「情報産

業」の将来性が喧伝されたことにあるだろう。第一文学部・文学研究科には類似の名称を

持つ専修・専攻はないが、上記の「理念」がジャーナリズムの根源と結びついているがゆ

えに名称を変える必要などなく、そのほうがむしろ好ましいと考える。なお、第二文学部

には表現・芸術系専修があり、ジャーナリズムを連想さぜるが、これは早稲田大学の伝統

を誇る演劇・小説・美術史などを総合した専修であり、表現・芸術の「媒介者」育成をめ

ざすという確たる目的を掲げていて (注 28)、昨今の時流に合わせたものではない。 

 個人的な体験を述べさせてもらうならば、ジャーナリストになるための修練はオン・ザ・

ジョブ・トレーニング以外にはほとんどなく、学校で教えられることはきわめて少ない。

むしろ哲学、歴史学、文学、社会学などの人間を考えるための基礎理論をもっと学んでお

けば良かったと後悔したことがしばしばあり、基礎理論中心の現状のカリキュラムは、ジ
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ャーナリスト志望の学生が学ぶうえで何ら問題はないと考える。 

 

２ 学部教育とジャーナリズム 

２．１ メディア関連業種への就職が多い 

 ジャーナリズムにとって第一・第二文学部の教育が望ましいものかどうかは、この分野

への就職者数や卒業生の仕事ぶりによって、ある程度は示されるだろう。 

 この点を検証すると、まず、メディア関連業種に就職する学生たちが多いことが特筆さ

れる。2000 年度卒業生のうち、同業種への就職者は計 136 人（新聞、出版、放送、制作の

合計）であり、比率も高い（2001 就職手帳データ編）。「大学ランキング」誌(注 29)の過

去の調査でも、文学部はＮＨＫ、新聞社、大手出版社、広告代理店などへの就職が目立っ

ている。ちなみに、私が勤務する朝日新聞社への就職者は、早稲田大学全体で過去 3 年間

に計 96 人と全体の 2 割近くを占め、常に 1 位である。 

２．２ メディアに露出する卒業生たち 

 第 2 に、マスメディアに登場するＯＢが多いことも注目される。その指標として、日外

アソシエーツ社の人物データベースを見てみよう。これは、1400 種の新聞・雑誌及び書籍

の執筆者と書かれた対象者を集めたデータだが，、出身大学別に見ると、①東大 3 万 8887

人、②早稲田大 1 万 9238 人、③京都大 1 万 6457 人、の順であり、慶応大に 7000 人以上

の差をつけて私学のトツブである。テレビの資料は少ないが、テレビ朝日「朝まで生テレ

ビ」の出演者の出身大学は、1 位が早稲田大（39 人）で、2位の東大（38 人）を上回って

いる（97 年調査）。総じて、メディアにおける早稲田大出身者の存在感は極めて大きく、

このことは受験生や保護者にも強い印象を与え、ジャーナリズムの世界をめざす若者を早

稲田大学に引きつける結果をもたらしていると言えるだろう。一種の良循環が成立してい

ると思われる。 

 

３ 研究活動とジャーナリズム 

３．１ アカデミズムと異なる発信回路 

 本来、学術的研究はそれ自体がジャーナリズムに資することが多く、理念が通底してい

る文学部の場合はジャーナリズムへの貢献も大きい。しかし、研究者がみずからジャーナ

リズムを担う場合は、アカデミズムとは異なる回路で発信する必要がある。すなわち、学

会誌・専門誌や大学紀要などの研究者向け媒体ではなく、新聞・雑誌・啓蒙書などの商業

メディアによって不特定多数の市民に伝えなければならない。その商業メディアには、収

入でコストを回収しなければならぬという戒律があり、編集者は「売れる」ことを念頭に

置くため、社会の関心事や時宜を得たテーマ、読みやすい文章などの「商品性」を求める。

発信内容の商品性は、アカデミズムとの大きな違いだ。 
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３．２ ジャーナリズムでの存在感は薄い 

 では、早稲田の研究者はどれほど商業メディアで発信しているか。「大学ランキング」誌

は、全国紙や論壇誌の掲載論文・新書・選書などの筆者を継続して調べてきたが、過去 5

年間のデータを学部別に見ると、早稲田大学第一文学部は 65 位（165 ポイント）であり、

1 位の東大教養学部の 10 分の 1 以下である。伺じ早稲田大の社会科学部（82 位）、政治経

済学部（91 位）よりも高いとはいえ、学部の規模や知名度などを考えると、ジャーナリズ

ムでの存在感は意外に薄いと言えるだろう。 

３．３ 学術研究の姿勢と評価の問題 

 研究者が自らジャーナリズムを担う場合、前述のように社会の関心事や現実の問題に対

する提言などの「商品性」が求められるが、報告書では「概して学術水準の向上をもっぱ

ら目指し、社会の問題解決要求には距離を置く姿勢が強かったといえよう」と指摘されて

いる。「結果として外部社会の動きに対する無関心の傾向」があったとの指摘もある。これ

は、ジャーナリズムで発信しようという意欲そのものが希薄なことを示すものであり、政

治家・大隈重信を創始者とする大学の伝統にそぐわないのではないか。 

 筆者は、早稲田からの発信がもっと盛んになることを願っているが、そのためには業績

評価のあり方に一考の余地があると思われる。自己点検作業では、学術年鑑で業績として

扱われる分類項目が検討されているが (注 9)、ジャーナリズムへの発信にインセンディブ

を与えるうえで現状の項目が適切かどうかの論議も必要だろう。 

                                   《止め》 
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沼野充義委員（東京大学大学院人文社会系研究科助教授） 
 

 

早稲田大学文学部第三者評価実行委員 

講評 

 

 

１．自己点検・評価に対する基本的な姿勢 

 全国の私立大学の中でも他に先駆けて、人文的知の頂点に立つ早稲田大学文学部が自己

評価・点検へ向けて真摯に取り組んでいることがわかり、その努力を高く評価したい。私

立と国立の違いこそあれ、私もまた同じ文学部に奉職する人間として、早稲田の姿勢には

強い共感と深い敬意を持つものである。 

 こういった自己評価・点検の背景には、今日の大学、とりわけ文学部系の組織を取り巻

く厳しい環境がある。大学における人文科学は、時代の動きに必ずしも適応しない「虚学」

として自己変革の努力を怠ってきたと批判されてもしかたのない面がある。そして競争原

理をこれまで以上に明確に導入する方向で大学の変革が進めようとする機運の中で、この

ままでは文学部は世の役に立たない、人気のない学問を扱う場所として、見捨てられ、切

り捨てられる危険さえあるのではないか。こういった危機感は早稲田に限らず、文学部に

奉職する多くの大学人が共有するところであろう。 

 早稲田大学文学部の自己点検・評価への真摯な取り組みも、こういった危機感を背景に

しているものと思われるが、これはもちろん、早稲田大学だけの問題ではない。私学の文

学部の中で頂点に位置する権威を持つ早稲田大学文学部が、他大学のモデルとなるような

形で自己点検と自己変革を試み、人文科学研究・教育の未来のヴィジョンを示せば、それ

は社会的にも極めて大きな影響力を持つことになるだろう。 

 

２．情報化・公開性へ向けての変革の試み 

 自己点検・評価報告書や、各種パンフレットから特に強く印象づけられるのは、情報化

と公開性へ向けての鮮やかな変身であり、これは困難な時代における自己変革の試みとし

て高く評価されるべきものであろう。 

 IT 技術を活用した変革は、教務から研究資料まで様々な情報へのアクセスを飛躍的に簡

単にし、また他大学や外国の大学とも提携したネットワークが、文学部の知のあり方を一

学部の枠から解き放ち、広く世界に向かわせることになった。 

 またエクステンションセンターのオープンカレッジ(注 30)や社会人教育に力を入れた二

文の成功例からわかるのは、人文的知が決して時代遅れで役に立たないものではなく、むし

ろ人間の基本的教養として社会的に広く求められているということである。早稲田大学文学
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部の変革の試みは、こういった社会の潜在的需要に応えるものと言える。そして、社会人

が入ってくることは、学生や教師にとってもよい刺激となり、大学コミュニティの健全な

意味での多様化につながっていくものと思われる。 

 文学部的な知は狭く象牙の塔の内側だけで伝授されるべきものではなく、広く社会的に

共有されるべきものであろう。この点は、今後早稲田以外の様々な大学における文学部の

方向性を考えるうえで、重要なものとなろう。早稲田大学文学部の実践が示しているのは、

文学部の知を開かれたものにすることを通じて、おそよあらゆる学問共通の基盤となりう

るディシプリンを提供する者としての文学部の存在感を、全学的にも、また社会的にも高

めていくことが可能だということである。 

 公開性へ向けての変革の中で今回のような報告書を作成し、これまで一般に公表されな

かったようなデータを公表し、開かれた姿勢を示していることも高く評価されるべきであ

る。同じ文学部に属する大学人としては、これが従来の伝統からすればいかに大胆なタブ

ー破りであるかということは痛いほどわかるが、その反面、情報公開が広く社会的に叫ば

れている現代にあって、一般社会の人々は「この程度のことがどうして今まで公開できな

かったのか……」とむしろいぶかしく思うかもしれない、というくらいの厳しい覚悟は必

要であろう。その点に関しては、相変わらず半ば以上「象牙の塔」の中にいる大学人と一

般社会の間の認識のずれは大きいように思われる。こういったことを自覚したうえで、今

後、身を切るような思いをしながらも、さらに公開性へ向けての改革を推し進めるべきで

あろう。 

 

３．教官の業績評価について 

 今後、厳しい競争原理にさらされながら大学が生き残っていくために柱となるのが教

育・研究を支える教官であることは言うまでもない。教官の業績を客観的に評価していこ

うとする機運が今後、ますます強くなることは避けられない。『学術年鑑』への業績表提出

率が 5 割程度にとどまるという現状は、これまで提出が任意であって義務ではなかったこ

とを考えればやむを得ないものであるにしても、今後はやはり問題となるに違いない。 

 ただし、今回の報告書作成にあたって、業績評価の方式(注 9)が模索されたことは特筆

すべきであろう。人文系の学問は理科系や社会科学系とは性格がかなり異なるため、翻訳、

エッセイ的なもの、また創作的なものなども広く教官の業績・能力を総合的に測るための

仕事の一環として評価するべきである。また人文系の場合、レフェリー制を取る純粋な学

術雑誌はまだあまり多くないし、外国語で論文を発表して国際的に評価を得るのは現実に

は言葉の壁がいまだにあってかなり難しい、などの人文系固有の問題がある以上、それら

の点も業績評価の際に考慮すべきである。ところが 近では、理科系や社会科学系の業績

評価方式が無批判に人文系の評価に適用される傾向があり、このような傾向が推し進めら

れると愚かしい結果を招きかねない。こういった状況の下では人文系の学問の特質と実態
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に即した自己評価基準をむしろ人文系の側から積極的に打ち出し、世に問うべきであろう。 

 今回の自己点検・評価では業績がかなりきめ細かく分類されているが、これは人文系に

即した評価基準作りの第一歩として高く評価されるべきであろう。もちろん客観的な業績

評価方式をどう確立するか、という問題はまだまだ未解決ではあるが、早稲田大学文学部

が努力を重ねて「早稲田文学部」方式として定着するようなものができれば、社会的にも

大きな影響を持つことが期待される。 

 

４．学生生活への配慮と教育 

 IT 化が授業の効率化を追い求める結果、ともすれば新たなマスプロ教育を生み出す危険が

あることは看過してはならないだろう。報告書からは、情報化による効率的な授業運営をは

かる一方で、教師と学生の人間的触れ合いや、個々の学生の生活に対する配慮という、教育

の原点を充実させるための努力がうかがえる。結局のところ、情報化それ自体は教育の自己

目的ではありえず、常に教育の原点に立ち返ってその意味を問い直す必要がある。 

 事務に関する多くの学生の不満(注 22)を受けて、改善策がすぐに取られたという点は見

事な対応として高く評価できよう。こういった点については国立大学のほうがはるかに遅

れており、私学にサーヴィス精神を見習うべきであろう。ただし、同時に大事なのは、こ

れが単に事務の問題ではなく、大学（教師）と学生の関係のともすれば希薄化しがちな現

状の中から生じてきた問題であるという認識であろう (注 31)。 

 学生による授業・教師の評価を今後どのように取り入れていくかは、早稲田大学のみな

らず、全国の大学にとって今後の大きな課題であるが、早稲田大学文学部の学生アンケー

トはその第一歩として重要なものである。自由な記述の部分を多くとった学生の回答は通

覧するだけでも大学教育の抱えている様々な問題が浮かび上がってくるほど貴重なもので、

多くが建設的で参考になる意見を含んでいる。ただし、一部には、真面目に考えて答えた

とは思えないようなものも混じっており、このようなアンケート結果をどのように整理・

分析して教育の改善につなげていくか、引き続き検討していく必要があるだろう。 

 教育の方法に関して言えば、IT 技術を積極的にとりいれ、マルチメディアを駆使するこ

とによって授業法を革新してこうという強い姿勢が感じられ、すでにかなりの成果があが

っていることがうかがえる。この面でも全国の文学部に先駆けてそのトップを走ろうとす

る進取の気性が報告書やその他の資料からもよく伝わってくる。ただし、その一方で、教

授法そのもの、また教材開発のための方法論そのものに対する取り組みはいま一つはっき

りしない。高度な IT 技術を積極的に取り入れる教官がいる一方で、学生のアンケートによ

れば、「話し方が下手だ」といったごく初歩的な問題を抱えている教官も少なくない。従来、

大学教官は実践的な教育技術を問われることがあまりなかったが、今後はそれでは通用し

ないであろう。授業に際して IT 技術を活用すればするほど、それを使いこなす教官の教育

者としての人間的力量が重要になるはずである。 
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５．教官 

 報告書は、教官の授業負担や出講日数といった、従来あまり表に出されなかったような

種類のデータも含んでいる。それを見てわかるのは、文学部の教官は――気楽な稼業では

ないかという世間の思いこみに反して――じつは意外にも大変忙しい、という実態であり、

このような実態こそどんどん公開していくべきであろう。 

 教官は授業や会議、学内行政の様々な仕事などの負担が平常から大きいうえに、様々な

改革の試みに積極的に取り組むことを求められており、これでは創造的な個人研究をする

時間が取れないのではないか、と心配させられるほどである。このような厳しい状況の中

で、教官の研究環境・時間の質を劣化させずに、なおかつ文学部全体を活性化していく方

策を真剣に考えるべきであろう。その際、教官における研究・教育・学内行政のバランス

はどうあるべきか、という永遠の難問についても、議論を新たに重ねる必要がある。 

 

６．構造改革へ向けて 

 知の枠組み全体が変動していく中で、人文的知に対する社会的要請や、その社会的位置

付けも変わりつつある。軽薄な時流に流されず、功利的な目的を追わず、超然と自分の独

立を守ろうとする孤高の姿勢は精神的に必要であろうが、純粋に学問的な見地に立っても、

知の枠組みの再編成にはきちんと対応する必要がある。また、それが現代に生きる学生た

ちにとって魅力的な新たな教育の組織を生み出すことにつながるであろう。 

 多分野横断的な人文専修や、創作を扱う文芸専修(注 3)といった、従来の専修とは性格

を異にする専修課程を設けたのも、時代の要請に応えるための構造改革の流れに沿ったも

のであり、これからもその方向で改革が進んで行くのが必然であることがうかがえる。3

学科を廃止し、1 学科に統合(注 3)するというのは、そのための重要な一歩ではあろうが、

それだけでは実質的に新しい組織が作られたということにならない可能性もある。1 学科

への統合は、私見によれば、むしろ今後新しい組織をその上に築いていくための更地作り

ではないだろうか。正念場となるのは、おそらく、19 専修課程の統廃合を含む（もちろん

大学院とも連動したうえでの）合理的かつ、知の枠組みの変動に対応した組織改革の実践

ではないかと思われる。 

 早稲田大学に限らず一般的に言って、現代社会が文学部に求めていながら、文学部の伝

統的なディシプリンに組みこまれていない知の領域はかなり多く、その意味で社会的要請

と文学部の実態の間にはかなりのギャップがあると言わざるを得ない。 

 

７．報告書自体をさらに洗練させることは可能か？ 

 短期間に膨大な時間を費やし、無数の会議を重ねた結果、このような質量ともに充実し

た報告書が出来たことに心からの敬意を表したい。ただし、些細な点をあげつあらうよう
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で恐縮だが、急いでまとめあげたためか、誤植や誤記なども若干散見され、またもう少し

整理したほうがいいのではないかと思われる記述も見られた。 

 早稲田大学文学部が世に公にする報告書である以上は、さらにこういった点に手を加え、

さらに豊かでしなやかな表現を駆使した――役所的な退屈なものではない――魅力的なも

のに練り上げることを求めたい。もちろん、報告書は大きな文学部という組織の中に存在

する、互いに必ずしも一致しない様々な意見の 大公約数的な面が強く、あまり偏った表

現はとれないことはよくわかるが、せっかく第一線の人文学徒が頭脳を結集して作成にあ

たっているのだから、もう少し踏みこんだ表現をして、世の読者にアピールすることを考

えてもいいのではないか、と思われる個所も見られた。文学部としては「これまで非公開

のタブーとされていたことを、ずいぶん思いきって明るみに出した」という思いが強いの

であろうが、一般社会は必ずしもそうは見てくれず、むしろ表現が曖昧で歯切れが悪いと

感ずる向きもあるだろう。しかし、そういったことは覚悟のうえで、今後さらに公開性の

精神にのっとって改革を進める決意が求められる。 
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山岸駿介委員（多摩大学客員教授）（座長） 
 

 

早稲田大学文学部の外部評価 

 

 

早稲田大学文学部が学内のトップを切って自己点検・評価活動に取り組み、外部評価の

公開報告会を行うところまでこぎつけたことにまず心から敬意を表したい。関係者にとっ

て、これは大変な作業だったでしょう。評価をするのは、個人的にも集団でも嫌なことで

ある。抵抗もある。それでも国立大学の場合は、文部科学省の強い指導があり、早くから

100%の実施率を誇り、報告書を出すのも 2 度目、3 度目という大学が普通のようだ。だが

私立大学、とりわけ大手の大学は国立と比べると、かなり遅れている。 

初めて作成された文学部・文学研究科小委員会の手による自己点検・評価報告書は、周

囲にさまざまな気遣いをしながらも、改革に役立てようという意欲が十分に読み取れる内

容になっている。評価報告書の終わりに「本報告書には、従来の常識からすると記載をた

めらう資料が多数含まれている。敢えてそれらを公表したのは、たとえ多くの批判や疑問

が提起されても、文学部の現状をありのままに示すことが、 終的には総体としての文学

部に対する高い評価につながると考えたからであり、また我々には変革を乗り切る力があ

ると自負するからである」と書かれている。この覚悟と決意こそが、大学を変えていく原

動力であると感動した。 

だが早稲田大学に限らず、どこの大学でも文学部を取り巻く状勢は厳しい。文学部への入

学志願者が減っているのは本学だけではない。また文学部自体、学問的手法の違った研究者

の集合体であり、直面する問題に真剣に取り組もうとするほど議論が多様化・複雑化し、ス

ピーディな意思決定がむずかしいという、これまたどこの大学にもほぼ共通しているのでは

ないかと思われる問題を抱える。ところが大学への政治的、社会的な要求は、驚くほど変化

し、信じ難いほど速いスピードで返答を迫るようになった。大変な労力を費やして作成した

評価報告書ではあるが、完成した現在、作成し始めた当時と比べるとかなり状況が変わって

きているはずである。 

早稲田大学文学部は、そうした状況の変化を意識しながら、次なるステージでは、何に

配慮し改革の方向を検討したらいいのか、それに参考になると思われることを以下指摘し

たい。詳細はシンポジウムでの発言に譲り、ここでは発言概要の一部について記す。 

◇ 

★学生の意識の変化と履修の自由度 

この 10 年、本学の努力は教育面での充実に注がれてきたことは、評価報告書で納得で

きる。また今後もこの路線は変わらないだろうと思う。ただ、本学に限らず、全国どこの
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大学でも、文学部としての専門性と教養教育とのからみをどう調節するか大変むずかしく

なってきている。「専門教育は大学院、学部は教養教育と専門基礎教育を」という文部科学

省の考え方が浸透して、教養教育の模索が各地で始まっているが、その場合、現在の文学

部の教育がイコール教養教育ではないものの、重なり合う部分は多い。 

たとえば本学のオープン教育が充実、成功すると、1 年次教育に満足し、2 年次以降の

専門学部への進学に抵抗を感じる学生が出てくる可能性がある。また第二文学部の専修選

択、第一文学部の人文専修の希望状況で明らかなように、自由度の高いカリキュラムを好

む若者の性向は、どこの大学でも共通の傾向になっている。そうなると専修の壁でカリキ

ュラムの履修領域を制約することは、学生の学習意欲を削くことになりかねない。あくま

でも専修の論理を通すか、専修制度は残すが、同時に第二文学部の経験に学んで、きわめ

て自由度の高いコースをつくり、いずれをとるかは学生の意思にまかせるか、第三の道を

模索するか、自由度の高いカリキュラムを敷きながらも、学生の専門志向にうまく合致で

きるような第三の道を模索するか。むずかしい選択を強いられている。 

★導入教育の重要性 

新入生対象の基礎演習と基礎講義(注 19)は、導入教育として好評を得ていると自己評価

しているが、その一方で基礎演習が講義形式で行われ、学生の不満を買っているとも指摘

されている。どのくらい広がっているのかわからぬが、これでは導入教育が失敗している

ことにならないか。導入教育を、一方通行の講義で行うというのは、デベートを教師の指

示通りに進行させるのに似ている。学生を受け身にしておいては、導入教育は成功しない。

導入教育はデベートではないが、学生と教師の対話の積み重ねによって、大学や学問に対

する親近感と学ぶ意欲を引き出すものである。だから演習を用意したのだろうが、それを

講義ですますというのは、講義と演習の区別がわからないのか、あるいはうまく演習をす

る技術に長けていないからなのか。後者だとすればファカルティ・デベロップメント（F・

D）が、やはり必要なのではないか。 

★マス教育と学生の充実感 

早稲田大学は何より自由を尊重し、学生を管理しないのが伝統であり、だれもがそれを誇

りにしてきたことは、承知している。羨ましい校風だが、かなり無理をしているのではない

かと感じるときがある。そうでなくても高校を出るまでは、親や学校の厳しい管理下に育

った若者である。そうした 近の学生に対する教育を、昔と同じように学生を大人として

扱い、突き放すことだけを良しとする考え方は適切ではないと思うが、先輩たちの時代で

も実は、突き放された教育環境が適切なものであったのかどうか疑わしいと思うことがあ

る。学園祭の中止や広末涼子さんの入学、 近の学生会館をめぐる問題等をめぐって、新

聞、テレビなどでコメントを求められたときの、本学 OB の著名人たちの言動を見ると、率

直にいってあきれることが間々ある。徹底的にいまの母校を批判し、昔を懐かしむのだが、

なぜかああした卒業生は、慶応大学にも、一橋大学でもあまり見かけない。どちらも昔か
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ら学生生活の満足度の高い大学である。私のいうことに何の科学的な根拠もないが、学生

時代の大学に対する満足度の違いというか、母親にかまってもらえなかった寂しい子ども

の怨念が 50 歳、60 歳になって爆発したような気がしてならない。そのたびに、誤解や間

違いを正すため新聞杜や雑誌杜に抗議や釈明に駆けずり回っている本学広報室の職員の姿

を見ると、不肖の先輩を持って・・・と同情する。文学部の出身者に限ったことではない

が、文学部が無縁なわけでもない。母校を批判する自由を制約する気はない。言論の自由

は当然あるが、間違った認識の上に立っての言論というのは、母校の教育に欠陥があった

のではないかと、あらぬことまで疑いたくなる。学の独立も個の自立も大切だが、もう少

し学生たちに手をかけ、サークルや部活動での学生同士の交流と満足感に頼り切るだけで

なく、授業やゼミなどで教員と学生の親密な交流を工夫しないと、本学にとって命取りに

なりかねないと心配になる。卒論等での相談先を設けることに配慮しているのは結構だが、

それ以上にだれもが不安な入学時期、1 年次の対話・交流を本格的に考えてほしい。 

★授業の改善と F・D の努力 

「専門によってあるいは教師の個性によってだいぶ違うものがある。よって文学部内で

授業改善のための検討会や研究会をもつことは、それほど現実的な意味があるものとは思

えない。むしろ普段の授業における反省のなかから教師が自発的に今後の授業の改善策を

見つけるべきものであろう」と評価報告書にある。教員の心構えとしては、ぜひそうして

がんばってほしいが、文学部の組織として F・Dを否定するのはいかがなものだろうか。国

立大学で始まっている F・D は、すべての大学がそうだとはいえないが、その空しさは、参

加者に聞くとよくわかる。しかしそうではない F・D を私学の教師たちが自発的につくり出

してほしい。 

たとえば大学の教師の中には、信じ難いほど面白い授業をする人がいる。同業者として一

度それを見ただけでも得るものがあるはずだし、あるいは自信を失うかもしれないと思うの

だが、こうしたすごい教員がいる話はあまり広がらない。初等中等教育では、授業の上手下

手が話題になることが多いし、授業研究会は頻繁に開かれる。授業のうまい人はやはり尊敬

される。平成の大学改革の重要な柱の一つに授業改革が入っているはずで、それを個人の努

力だけに埋没させるのは、好ましい考え方と思えない。むしろ本学のような大規模の大学は、

アメリカの大学にあるような「授業センター」をつくり、ＩＴを使った授業の技術的な援

助だけでなく、授業全般に範囲を広げ、学生がわかる授業をするための助言や授業改善の

ためのワークショップなども行ってほしい。年輩の教員には関係はないと思うが、若い教

員やアカデミズム以外の分野から登用された教員、若い非常勤講師などには役に立つはず

だ。 

★『学術年鑑』と文部科学省への対応 

評価報告書の中で書かれている、外部に出したくない情報の たるものは、たぶん『学術

年鑑』の提出率のデータだろう。報告書を読むと実に苦心の跡がうかがえる文章になってい
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る。当事者としての苦労はお察しする。いろんな考え方が学部構成員の中にはあるのだろ

うが、外部の者には書いた論文の報告ぐらい何で隠す必要があるのか理解できない。論文

の数が少なく、恥ずかしいから公表しないというのだったら、そんな空しい努力はない。

専門を同じくする者は、情報を隠されても知っており、意味はない。それにいま大学を取

り巻く環境は、そんな子どものかくれんぼのようなことを許すような状況ではない。 

今年の夏、文部科学省は私立大学の補助金の直接助成制度をつくると決めた。国会で来

年度予算が認められれば、私立大学は来年度から、考えようによっては独法化する国立大

学以上に、文部科学省の指導力が強まる。研究や教育の改革・ユニークな取り組みなどに

対する傾斜配分の予算を同省が直接配分するのだから、やらない大学には予算の配分額が

（計算上は）減ることになる。 

これまでも傾斜配分は行われていたが、私学・共済事業団を通しての配分だったので、

良くも悪くも、大学の甘えや余裕があったはずだ。どう配分するか、その計画は大学・事

業団側が、文科省と相談しながら決めるという形式になっており、大学の自治が尊重され

ていたからだ。それが来年度以降は文科省の考え一つで決まる。私学は金に困っているか

ら、先を争って文部科学省の指導を受け入れるだろう。そうでなくても私立大学は国立と

比べ、研究や教育への取り組みが甘いと思われているから、理屈に合わないことは糾され

るだろう。自己点検と外部評価を繰り返し、文科省の批判や指導に耐えられるだけの力を

養うことと、他からつけ入られないようなガードの堅さを身に付けておくことが求められ

るようになると思う。 
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注 釈 
  
※本文中の注は文学部・文学研究科小委員会が付した。 

 

 (注 2) 2001 年 4 月現在の在籍者数は以下のとおりである（カッコ内は女子）。 

 第一文学部：5,753(2,972) 

 第二文学部：2,628(1,282)   

文学研究科：794(360) 

 

(注 3) 第一文学部は、哲学・文学・史学の 3学科 19 専修に分かれる。哲学科は、哲学・

東洋哲学・心理学・社会学・教育学・人文の 6 専修、文学科は、日本文学・中国文学・英

文学・フランス文学・ドイツ文学・ロシア文学・演劇映像・文芸の 8 専修、史学科は、日

本史・東洋史・西洋史・美術史・考古学の 5専修構成である。学生は 2 年進級時に、いず

れかの専修に属することを義務づけられる。 

さらに第一文学部には、広領域ないし学横断的性格の専修として人文専修と文芸専修の

2 つがある。人文専修は、Ａ系統（言語文化）、Ｂ系統（文化人類学）、Ｃ系統（異文化コ

ミュニケーション）に分けられ、2 年次でそのいずれかを選択して該当科目を履修し、3

年次からは系統にとらわれず自由に履修できる。文芸専修は、作家・評論家・文学的ジャ

ーナリストを志望する学生に基礎的訓練を施すもので、卒論に小説や戯曲、詩なども認め

ている。2000 年度現在、人文専修を専属とする教員は 3 名、文芸専修は 2 名、その他は他

専修からの出向である。 

なお、第一文学部は 2002 年 4 月から 3 学科を統合して「総合人文学科」の 1学部 1 学科

に改編される（19 専修体制はそのまま維持）。その趣旨は、学問の超越化・学際化という

傾向に即応した科目設置を容易にし、同時に学科定員という枠にしばられることなく、よ

り多くの学生が希望する専修で学ぶことを可能にするためである。また、教育内容と専修

名称との整合性を図るために中国文学専修は中国語・中国文学専修に、ロシア文学専修は

ロシア語ロシア文化専修に名称を変更する。 

第二文学部は 1996 年度から、それまでの 8 専修体制を学横断的な緩やかな 5 専修体制に

改編し、「思想・宗教系」・「文学・言語系」・「歴史・民族系」・「社会・人間系」・「表現・芸

術系」の 5専修が設置された。新制度の基本的な考えは、以下のようにまとめられる。 

（ａ）専門教育への傾斜を強める、第一文学部も含めた他学部の教育に向き合って、従来

の一般教育とは異なる新たな教養教育を目標とする。 

（ｂ）この教養教育の上に新たな専門教育が可能となるように、新たな専門研究の開拓を

も展望した教育を目標とする。 

（ｃ）これまでの学問伝統を尊重しながらも、学横断的ないし学際的な視点と方法とを大

胆に模索する。 
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（ｄ）社会的要請であり、かつ、学部の要求でもある、所謂社会人教育ないし生涯教育を

目標とする。 

（ｅ）社会的要請があり、かつ学部自身の要求でもある、所謂国際化の教育をも目標とす

る。 

こうした目標設定の下に、1996 年度から 8専修体制を学横断的な緩やかな上記5専修体制

に改編した。第一文学部の各専修に属する教員は、各々の研究テーマにしたがっていずれか

の第二文学部専修の委員になり運営にあたる。今までは、第一文学部の専修を基盤とする専

修体制の下で基本的に第一文学部と同じカリキュラムであったが、新専修制度の下では教員

は第一文学部の専修枠を離れて分散し、新たな組織の中で独自のカリキュラムを運営するこ

とになった。新専修には定員を設けていない。1 年生のときに選ぶ「基礎演習」によって所

属専修が決まり、理由が明確であれば2年生になるときに転専修が認められる。 

 

(注 4) 「自己点検・評価総括シンポジウム」における木村文研委員長の発言部分。 

 

(注 5) 夜間の限られた時間帯の中で学問の場を提供してきた第二文学部の歴史を踏まえ、

その特色をより一層強く出すために 1996 年度より社会人入試制度を取り入れた。初年度の

志願者は 159 名、合格者 37 名であった。志願者数は年々増加し、2000 年度は 297 名、合

格者 103 名（入学者 88 名）となっている。  

 

(注 6) 大学点検・評価委員会（文学部・文学研究科小委員会）が 2000 年度後半に学生を

対象に実施したアンケート調査。『早稲田大学文学部・文学研究科自己点検・評価報告書（補

遺）』（2001 年 6 月）として刊行。 

 

(注7) 教員個人の年度ごとの研究活動記録一覧。2000年度までは毎年5月に教員各自が、

個票に前年度の業績等の研究活動記録を記入し提出をしてきたものを、早稲田大学教務部

が整理・編集して冊子として発行してきた。現在は、早稲田大学の公式 Web サイトからも

見ることができ（http://www.waseda.ac.jp/kyomubu/kyoutsu/index.htm）、これまで提出

をしてきた個票も現在では、このサイトにある各教員の業績ページへの書き込みも教員各

自が行うことができるようになっている。もともと個票の提出に強制・義務がなく、文学

部では過去 5 年ほどを見ると、その提出率が 5割にとどまっている。 

 

(注 8) 現在、文学部では教育研究の情報化の一環としてインターネット・オンデマンド

型授業を実践している。学生はいつでも、どこからでも、インターネット上の講義コンテ

ンツにアクセスすることにより授業に「出席」できる。開設されている授業は以下の 3 つ

である。（http://bbs.waseda.ias.biglobe.ne.jp/guide/html/ondemand2.html） 
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(a)一文・二文設置（担当：井桁貞義他）「総合講座 7：文化研究とコンピュータ」（通年） 

(b)二文設置（担当：兼築信行） 「日本文献研究」（通年） 

(c) 二文設置（担当：井桁貞義） 「文学・言語系演習 34：文学理論への招待」（通年） 

 

文学部では、大学全体の情報化促進プログラム第 2 期（2000 年度～2002 年度）に先行し

て、コンピュータネットワークを活用する様々な試みを展開してきた。詳しくは以下の出版

物ならびに文学部ホームページ（http://www.littera.waseda.ac.jp/index.html）を参照。 

 

(a)早稲田大学文学部情報化検討委員会（編） インターネットで変わる英語教育―早稲田 

大学文文学部の実験. 1998 年 4 月, 早稲田大学出版部. 

(b)早稲田大学文学部情報化検討委員会（編） キャンパス情報化 前線―早稲田大学文文 

学部の試み. 1999 年 1 月, 早稲田大学出版部 

(c)松岡一郎 早稲田大学デジタル革命－多次元キャンパスが授業を変える. 2000 年 7

月, 

アルク. 

 

 なお、早稲田大学の情報化促進計画は全体を 3 期に分けて 1999 年度からスタートし、現

在 2 期目の終わりにさしかかっている。各期の目標を簡単に記すと以下のとおりである。 

第 1 期＜1997 年度～1999 年度＞：情報環境の基盤整備 

第 2 期＜2000 年度～2002 年度＞：教育研究のオープン化 

第 3 期＜2003 年度～2005 年度＞：グローカルユニバーシティの実現 

 

(注 9) 教員の業績評価方法の雛形は、論文数等による評価である。これの意義を十分に

評価した上で、文学部における教員の研究活動の広範囲および多領域にわたる内容を考慮

して、これらが十分に数字の上に現れるように、いわゆる学術論文以外の種々の業績・活

動についても項目化をする試みを、『早稲田大学文学部・文学研究科自己点検・評価報告書』

（2000 年 12 月）第 9 章で試み、それに基づいて分析を実施した。とくに分類項目のカテ

ゴリーも示した。 

 

(注 12) 『早稲田文学』と文芸活動については『自己点検・評価報告書』の 11 章「社会と

の連携」の11.1 節に記載されている。以下に、沿革と現在の活動に関する部分を抜粋する。 

＜沿革＞ 

「早稲田文学」は、早稲田大学の前身である東京専門学校に文学科が創設された翌年の

明治 24（1891）年、坪内逍遙によって文学科の機関誌として創刊され、日本近代文学史
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上、もっとも重要な文芸雑誌のひとつとなった。逍遙による第 1 次「早稲田文学」の休

刊後、島村抱月によって再刊され（明治 39 年）自然主義の中心となった第 2 次から、断

続的に刊行が続けられ、現在の「早稲田文学」は第 9 次となる。 

 現在刊行されている「早稲田文学」は、1976 年に復刊された第 8 次からの継続である。

第八次「早稲田文学」は、第七次が赤字による資金難で休刊した 1年 3 ヶ月後に、平岡

篤頼文学部教授（当時）が中心となって復刊したもので、以後 21 年にわたり、つねに新

しい書き手に発表の場を提供し続け、見延典子、盛田隆二、まきのえり、引間徹らの新

人作家、菊田均、高橋敏夫、加藤典洋、竹田青嗣、渡部直己らの批評家を輩出するなど、

現代日本文学の一翼を担ってきた。しかし、財政状態が徐々に悪化したことなどから、

1997 年に第 9 次「早稲田文学」としてリニューアルし、発行形態も月刊から隔月刊へと

移行した。 

＜現在の活動＞ 

2 ヶ月ごとに発行される雑誌では、大手出版社の商業文芸誌とはちがった機動性の良さを

生かして、小説のほか、批評、映画評、対談など多様なジャンルを横断する充実した誌面づ

くりを目指している。また毎年新人賞の選考を行って新しい書き手の発掘に努めている。

こうした努力の甲斐もあってか、「早稲田文学」の活動は高い評価を受け、朝日新聞の文芸

時評をはじめ、東京新聞、西日本新聞などマスコミ各紙で、「早稲田文学」の掲載作品や特

集についてとりあげられており、発行部数も増加している。 
「早稲田文学」では、第一文学部文芸専修の卒論（創作）のなかから優秀なものを掲載し

たり、文学部 100 周年の記念文芸賞や第二文学部 50 年記念文芸賞の受賞作を掲載するな

ど、文学部との連携も進めてきた。1999 年度より、第一文学部文芸専修の学生から実験実

習費を徴収して「早稲田文学」を購読させ、編集実務や創作の教材として、文芸専修の授

業に積極的に活用することになった。そのほかにも、「早稲田文学」では、毎年春と秋に

行われる文芸専修の課外講演会での作家を招いての講演を再録している。 

 文学部のサーバ上には、「早稲田文学」の歴史に関するホームページが開設されており

（http://www.littera.waseda.ac.jp/littera/li/wbungaku.html）、また過去の目次を検索で

きる総目次データベースも公開されている 

（http://www.littera.waseda.ac.jp/db/pub/bungaku）。今後、このホームページをさらに

拡充し、現在の「早稲田文学」の姿をネット上に発信していくことも計画されている。 

 

(注 14) 『戸山リサーチセンター設置要綱』によれば、設置の目的について、「人文科学に

おけるマルチメディア・情報通信技術の教育利用に関する共同研究を推進する」とし、「戸

山キャンパスに置かれたプロジェクト研究所を構成単位とする」と記している。 
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(注 17) 文学研究科博士課程の趣旨について、「修士課程は、広い視野に立って精深な学識

を授け、専攻分野における研究能力または高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能

力を養うものとする」「博士後期課程は、専攻分野について研究者として自立して研究活動

を行い、またはその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力およびそ

の基礎となる豊かな学識を養うものとする」と述べている（『早稲田大学大学院文学研究科

要項』）。 

 文学研究科、計 18 専攻の在籍者数は修士課程 396 名、博士後期課程 379 名（2001 年 10

月末現在）である。内訳は、哲学専攻（10・18）、東洋哲学専攻（14・15）、心理学専攻（45・

22）、社会学（14・18）、教育学専攻（13・7）、日本文学専攻（49・44）、英文学専攻（28・ 

18）、フランス文学専攻（23・26）、ドイツ文学専攻（8・12）、ロシヤ文学専攻（16・22）、

中国文学専攻（10・9）、芸術学（演劇）専攻(29・22)、芸術学（美術史）専攻（40・40）、

史学（日本史）専攻（30・24）、史学（東洋史）専攻（12・22）、史学（西洋史）専攻（16・

20）、史学（考古学）専攻（21・21）、日本語日本文化専攻（18・19） なお（ ）内の数

字は修士課程・博士後期課程の順。 

文学研究科による博士学位授与件数は、2000 年度で課程によるもの 8、課程によらない

もの 11 である。 

  

(注 18) 広域科目の設置を含む第一文学部の教養課程の改編は、1995 年度に実施された。

主な改編は以下のとおりである。  

（ａ）一般教育科目の廃止と 1 年次生向けの専門科目の設置 

（ｂ）外国語科目のコマ数の削減、クラスの増設と小人数化 

（ｃ）「広域科目」の新設 

（ｄ）「自由科目」の新設 

（ｅ）専門科目の再構成 

（ｆ）卒業に必要な単位数の削減 

この中で「広域科目」は、教養科目の改編に重点を置いた新カリキュラムの中心をなす

ものであり、新入生から 4 年次生に至るまで、さまざまな目的や必要に応じて受講するこ

とのできる専修横断的な科目群である。学生の多様な知的関心に応えられるよう、多様な

科目を配した。総合講座ならびに一部の他学部聴講科目もこの枠に含まれる。 

また、1 年次生向けの専門科目として新たに各専修の専任教員が担当する「基礎演習」

と「基礎講義」を設けた。「専門演習」では、1 年をかけて専門研究の具体的方法を手ほど

きし、「基礎講義」は前期と後期でそれぞれ異なる専修の講義を履修する。高校を終えたば

かりの新入生に、第一文学部の幅広い専門領域の一端に触れさせると同時に、多岐にわた

る専修の専門領域についての的確な情報を与える狙いがある。 
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(注 19) 2001年度について見ると、1週間のコマ数は第一文学部で958コマ（1限～5限）、

第二文学部は 498 コマ（6 限・7 限）である。 

 

(注 21) 『早稲田大学文学部・文学研究科自己点検・評価報告書』（2000 年 12 月）の記述

に関連した言及。一定の日本語試験に合格して入学せざるをえない以上、漢字圏からの留学

生だけに限られているのが現状である。 

 

(注 22) 大学点検・評価委員会（文学部・文学研究科小委員会）が 2000 年度後半に学生

を対象に実施したアンケート調査で明らかになった事柄であるが、「在学中をふりかえっ

て」という自由回答において第一文学部、第二文学部ともに回答した学生の 1 割が、事務

所の対応についてさまざまな角度から不満点を挙げているということ。『早稲田大学文学

部・文学研究科自己点検・評価報告書（補遺）』（2001 年 6 月）21 頁および 34 頁などを参

照。ただし、そこでも取り上げたが、こうした不満の要因は、ただちに事務所自体に帰因

させるべき問題ではなく、きわめて重層的な構造問題であることを理解せねばならない。 

 

 (注 25) 言及されている自己点検・評価報告書の 3 箇所は、「教学組織の改編」に関連し

て述べられた学部統合問題に関する部分である。具体的には以下の内容となっている。 

 

この問題は文学部将来構想・計画委員会（文学部基本構想委員会の前身）において様々

な角度から議論された。統合についての緩やかな合意は存在するものの、第一文学部と

第二文学部の改革・改編の時間的ずれや、臨時的定員増解除の時期を考慮すると 2000

年 3 月までの間に対外的も内部的にも統合という大規模な改革が事実上無理であり、

2000 年度以降の長期目標に位置づけられた。統合の時期はそれぞれの学部の改革が完了

してからとし、むしろそれまでは独自の方針で改革をすすめること、そのことは統合の

支障にはならないという了解で今日に至っている。 

 

(注 26) 言及されている自己点検・評価報告書の箇所は、第二文学部の教育体制に関する

「まとめ・今後への提言」の冒頭部分である。  

 

(注 27) 言及されている自己点検・評価報告書では、情報関連施設の整備と情報化促進の

経緯が述べられている。 (注 8)も参照。  

 

(注 28) 第二文学部の表現・芸術系専修は次のような教育目標を掲げている。 

芸術系の多様な領域を統合した新しい専修を目指す。もともと諸芸術には相互に響き

あい、交通しあうものが見られる。とりわけ現代社会においては、さまざまな表現メデ

 vi 
 



ィアの広がりと相互影響の中で、芸術の作り手も、送り手も、受け手も、境界の垣根を

取り払い、広い関心を持たざるを得なくなった。また、私たちは社会の中で生活を営む

人間であるから、芸術と社会との関係をどう考えるかも重要な課題の一つである。 

この専修では、諸芸術の独自性と相互関係、それらの理解と分析、表現と実践などを

通して、あるいは社会との関係を通して、芸術とは何かを考えていく。科目の内容は美

術・映像・演劇・文芸を中心に、写真・音楽・舞踏等を周辺にと多方面に及ぶが、必ず

しも芸術家養成をめざす専修ではない。したがって、美術・映像・音楽・舞台芸術など

は研究に重点を置くことになる。ただし、表現する事への理解や創作活動の経験は大事

なことであるから、それに関連した科目も置かれる。特に、小説・詩・評論など文芸の

領域を選ぶ人にとっては、創作を経験する科目が中心になる。芸術という広い領域を、

横断的にも専門的にも研究できる幅広い専修とする。 

 以上のように、主に現代芸術の理解・表現・研究を通して、芸術・文化・社会・教育

等、さまざまな領域へ貢献できる人材を育成したいと望んでいる。この専修は必ずしも

芸術家養成をめざすものではなく、芸術の媒介者・教育者・研究者の育成をめざすもの

といえる。なお、ここで「媒介者」とは芸術家・芸術作品・芸術創造の現場と接する位

置に立つ者を指す（たとえば評論、批評、編集、プロデュース、広報、アート・マネー

ジメント、シアター・マネージメント、作品の収集整理等）。また「教育者」とは、多様

な形の教育・啓発・情報機関に所属する者を指す（たとえば学校教育、社会教育、博物

館、美術館、図書館、各種情報機関や施設）。そして「研究者」とはもちろん、専門の研

究を継続し、深めるものを指す。 

 

(注 29) 『大学ランキング』は 300 を超えるランキングで大学を評価する解説記事や、入

試データから就職状況までを網羅したガイド。編集長は清水建宇氏、出版は朝日新聞社出

版局。 

 

(注 30) 早稲田大学エクステンションセンターについては、ホームページ 

（http://www.waseda.ac.jp/extension/index-j.html）を参照。 

 

(注 31) 『早稲田大学文学部・文学研究科自己点検・評価報告書（補遺）』（2001 年 6月）の

内容。大学点検・評価委員会（文学部・文学研究科小委員会）が 2000 年度後半に学生を対

象に実施したアンケート調査において、「在学中をふりかえって」という問いへの自由回答

で挙がってきた諸問題。「事務所の対応」「科目登録時の抽選や単位制限」「専修進級」など

について、実数と割合をグラフと表で示しながら、確認された事実を記述してある。 
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