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Ⅰ 教育学研究科、教育学部、教育総合研究所についての評価（１）  

                ――研究科・学部・研究所全般について―― 

 

 

 

                                                           日本女子大学長 

                                                         後 藤 祥 子 

                                     

 本教育学部は、旧高等師範部の歴史の上に、戦後の新制による私学で も成立の早い教

育学部として、高等学校・中学校教員養成に多大な成果をあげてきた。しかし、近年の産

業構造の急変や少子化による、教員志望者の激減は、学部・学科の教育方針の質的再編を

迫るものであったことはご多分に漏れない。そうした要請のもとに、1999 年度に提出され

た「教育学部グランドデザイン」には、全学に関わる改革として、教育課程及び教育内容

の改革、情報化教育の推進、文化系学生に対する自然科学教育の充実、各種入試の検討、

付属及び大学院との一貫教育の諸問題が、また、教育学部固有の改革としては、教職教育

の充実策と「学部改革構想委員会」の設置がうたわれている。それらの計画の進捗状況に

ついては、2001 年秋の教授会における審議に待つ部分が大きく、本評価報告は、2000 年末

までの成果を収めた報告書に基づいてなされたものであることを断っておかねばならない。 

 学部の理念・目的が、（総括）に述べるように、「教育にはっきりした意識を持つ人材」

また「教育現場で即戦力となりうる人材」の育成にあることは論を待たない。その意味で、

企業畠に進出する卒業生の割合が多くなればなるほど、学部のカリキュラムや教育方針と

の齟齬を感じることが多くなってきたのは事実であろう。しかし一方で、社会の変動と無

関係に教員教育が行われるわけもないのである。それぞれの専門性を重視しつつ、社会性

豊かでフレキシブルな人材養成こそ、後期中等教員養成の今日的課題であると思われる。

「学際コース」の新設、情報教育の充実、文系に対する自然科学教育の充実などは、これ

らの要請に応えた適切な処置と評価できるであろう。 

 学部教育のうち、旧来の一般教育に該当する「学部共通科目」では、ことに外国語科目

の多様性や提供方法の緊密性、全学オープン科目の設置など、受講生の選択の幅を大きく

する措置が評価できる。一方、教育学部でありながら、教職科目がマスプロ授業になって

いる現状は、いずこも同じとは言うものの、検討されてしかるべきであろう。体制の改善

は質的向上と不可分である。教員 1 人あたりの学生数の多さ、教員の担当時間数の多さと

も関わる検討課題と思われる。 

  各学科専修の評価点や問題点としては、教育学科教育学専修においては、教職課程担当

を兼ねる負担から、専修科目での非常勤の割合が高いことは、気になるところである。ま

た、教育心理学専修において、研究活動が停滞と指摘されていること、人事計画が希望通

りに進まないようである点、施設・機材が十分でないことなど、学部ないし全学的視野で

の検討が待たれる。国語国文学科について言えば、少人数向けの教室不足、コンピュータ

やソフトの使用環境の未整備などの問題点は喫緊の課題であろう。英語英文学科では、諸

外国とのインターネットを介しての交流や遠隔授業といった野心的試みが展開されており、
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さらに 2001 年度から、ディベートやチュートリアル、外国とのインターネット交流を正規

科目とし、担当教員の複数化、総合科目の学際的充実、入試へのリスニングの取り入れな

ど、時代に即応した改革が進んでいることは評価できる。一方で、海外の遠隔授業が学部

学生に十分利用させられなかったり、また、有用な授業が講師料の関係で受信できないな

どの弊害、予算配分の不均衡からくる、文系の情報機器不足など、財政的不充足感があり、

学科内の協力体制不足も嘆かれている（語学教育に対する情報機器の充足問題は、実地見

学によれば、2001 年度相当程度解決したのではないかと見受けられる）。社会科地理歴史

専修はゼミや選択科目の多様さを自負し、社会科学専修も近年カリキュラム改変に力をい

れ、とりわけ問題とするような事例はなさそうである。理学科数学専修では、学科目編成

は整っているが、教科内容や指導方法に検討の必要を感じているようである。また、学生

間の学力差が歴然とする学科目であるだけに、きめこまかなケアの必要が痛感されており、

専任事務職員の役割への期待など、切実なものが感じられる。生物学専修では、実験学科

の常として、教員 1 人あたりの学生数の多さ、研究施設設備の狭隘、不充足が嘆かれてい

るが、同種の他大からみれば、学生数においても、施設においても大いに恵まれていると

言うべきではなかろうか。むしろ、文科系からみれば、学部予算の 9 割が理系に回されて

いるという事実と言い、他学部と共通の大型機器を重複して設置しなければならない負担

といい、さらには、理学部に属さない理学科卒業生の就職問題の不利、といった観点から

も、早期に全学的再編を図るべきではあるまいか。旧来の枠にとらわれて不条理な我慢や

無駄を続けることは、学科にとってはもとより、学部や大学全体からみても、決して健全

なあり方とは思われない。地球科学専修は、地学専修を改称、それに伴うカリキュラム再

編が進行中であると言う。専任スタッフの人数制限による専攻分野の限界と、一方で入学

者の学科理解の不足に悩んでいるが、これは同じ事柄の表裏と思われる。前記専修と同様、

学内の近接学部学科と合併再編することで、専門分野の充実、学生の関心度・集中度（学

科への期待度）、施設設備の充足が果たされるのではないだろうか。外国語科では学生のモ

チベーション不足に悩んでいる。そして、学生の側にもネイテイヴによる実践教育や、地

域文化・社会への強い関心はありながら、教室がそれに対して十全に機会が提供できてい

ないというもどかしさも感じている。理系の実験に対して、文系は多人数教育でも仕方が

ないと言うような旧来の認識が、ここでも語学教育のきめこまかな要求を阻んでいる様を

みることができる。学際コースは新設されて間がないが、予想以上に進級希望者が多いと

見受けられる。文系学生の理系講義の理解度の問題など、学際ゆえの難しさはあるようで

あるが、これこそリベラルアーツの理想の実現というものであろう。オムニバス形式の積

極的な取り入れなど、今後の工夫に待つべき部分が大きいようであるが、教員相互の密な

連携が肝心であることは論を待たない。専任スタッフを持たず、形態的にはいわば寄り合

い所帯の相貌を呈しているが、専門を異にする同志の密な話合いや相互理解こそが、この

コースの身上であろう。 後に教職課程では、この専修に関わる認定免許教科への採用が

極少なところから、他教科の副次免許状取得への提言があるが、教科教育の専門性を重視

してきた本学部として、それぞれの専修の意義をどのように捉えるのか、相互に論議のほ

しいところである。 

 その他、学部教育に関しては、研究活動・教育研究環境・教員・学生・社会との連携・

管理運営など、際だった問題点はない。 
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 次に大学院教育学研究科についてであるが、学部教員のほとんどが大学院を兼担すると

ころから、前述したような学部学科の問題は、多く大学院にも連動している。特にこの兼

担という事情は、必然的に教員の年齢が高いという傾向を招き、学部に関して言えば、や

や高齢に偏り過ぎるという問題点は、多くの学科で指摘されたことであった。専攻として

は修士課程に学校教育・国語教育・英語教育・社会科教育・数学教育の 5 専攻を、博士後

期課程に教育基礎学・教科内容学の 2 専攻を置き、2000 年末時点で博士学位請求論文 2 本

が受理されたところであった。大学院における改革要点は、まず学生への対応に関して学

校教育専攻の掲げる次の諸点、すなわち、学生への財政支援、卒業後の進路支援、外国人

学生の受け入れ、専門職業人・社会人受け入れ、学内他機関との連携、教員構成の若返り

などは、いずれの専攻についても多かれ少なかれ同様であると思われる。これと別に教員

側でも、教育研究環境、すなわち施設設備や研究支援体制の充実が切望されており、これ

らはいずれも財政的裏付けが前提になる事柄である。ことに、学部を含めての教員 1 人あ

たりの授業時数の多さは、大学院教育において教育レベルの維持に関わる負担の大きさが

想像されるところである。 

 教育総合研究所は既設の教育総合研究室の改組という形で誕生した真新しい機関である

と言う。基本事業として高等教育基礎研究・初等中等教育研究・生涯教育の各部門及び教

育の実践活動研究の 4本の柱からなり、また研究主体のコアとして、研究所自体の企画研

究・学内の公募研究、そして特別研究の 3 種を設けており、運営・管理それぞれの委員会

の調整・支援のもとに活動し、成果を公表している。資金・人手・施設の不足解消が喫緊

の課題であることはここも例外ではないが、外部資金導入にも務めており、有効活用によ

って一層の発展が期待できる機関であると思われる。ことに、特別研究「教育の情報化」

プロジェクトにおいて、早稲田大学デジタル化コンソーシアム資金からの資金提供による

システム構築の結果、海外からの遠隔授業が軌道に乗ったことは、特記すべき成果であろ

う。また、情報教育が長年にわたり、小中高校教員への夏期講座の形で社会還元されてい

ることも評価に値する。変動の激しい教育世界の今日的状況の中で、多くの情報を共有し

うるこのような機関が今後に果たすべき役割は、高等教育や生涯教育に限らず、ますます

大きくなるものと思われる。既存のセクションにとらわれることなく、無駄を省き、重要

課題への十全な出資に備える体質が望まれる。             

  

 3 
 

 



 

Ⅱ 教育学研究科、教育学部、教育総合研究所についての評価（２） 

          ――教職関係を中心に――                  

 

 

                                                      都留文科大学長 

                              久 保 木 哲 夫 

 

 今、教育学部をめぐる状況は非常に厳しいものがある。少子化が進み、教員が余り、教

員の採用数が激減して、若い人たちが教職につきたくともつけない状況が続いているから

である。こうした状況のもと、全国の国立大学教育学部の多くは、ゼロ免課程を新設し、

学生定員を削減し、あるいは学部の名称まで変更して、「改革」という名の対応を余儀なく

された。しかも近い将来には近隣の大学間における統合をも考えなければならない状況に

追い込まれている。私立大学における教育学部も、当然ながらそうした逆風はまともに受

けざるをえない。 

  平成 10 年度  公立 57 名  私立 67 名  計 124 名 

  平成 11 年度  公立 36 名  私立 54 名  計  90 名 

  平成 12 年度  公立 43 名  私立 40 名    計  83 名 

 早稲田大学教育学部の場合は、それでも上記のように一定の合格者数は毎年確実に保っ

ていて、しかも絶対数の少ない私立校についても、公立校以上に高い数値を示している。

さすがは私学の雄と思わせるものがそこにはあるのだが、トータルで言えばやはり間違い

なく漸減の方向は辿っている。将来を考える若者達が、当然ながらそうした傾向に敏感に

ならざるをえないのは仕方がない。教職への意欲は減退し、教職離れという現象が必然的

に起こってくる。おそらく現段階ではどの大学においても教員免許状の取得者数は以前に

比べて少なくなってきているのだろうが、今回さまざまなデータを拝見していて、早稲田

大学教育学部卒業生の教員免許状取得者があまりにも少ないのに驚いた。 

  平成 10 年度  23.6% 

  平成 11 年度  19.9% 

  平成 12 年度  19.2% 

 もっとも専修別にみると多少の偏りがあり、国・英・地歴、あるいは数学・生物学専修

などの場合はときに 30%を超えていることもあるのだが、社会科学専修では毎年極めて低

くて、数%、極端に低いところが足を引っ張っている恰好にはなっている。しかしながら平

均して 20%前後というのは決して高い数字とは言えない。必修ではないという事情ももち

ろんあろう。開放性教員養成制度とその関連については別に考えなくてはならない問題だ

が、他の一般的な学部とは違うのである。もちろん「教育」と「教職」とは必ずしも直結

して考える必要はない。早稲田大学の教育学部が東大型の教育学部ならばそれでいい。し

かし当初から「教員養成」は一つの大きな柱としてうたっていたはずである。にもかかわ

らず実態がそれに伴っていない。教育学部のいわゆるアイデンティティとはそれでは何な

のか。改めて考えざるをえない問題のように思われる。 

 教員の採用状況が悪いからといって、私学の場合、経営の問題もあり、そう簡単には国
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立大学のように定員削減などという方法はとりにくい。知恵をしぼり、工夫をこらして、

何とか対策を講じようとしなければならないだろう。早稲田大学教育学部の場合はその対

策として全く相反する二つの方法をとったかに見える。一つは学際コースの新設であり、

もう一つは教育研究機関の改組・充実、具体的には教育総合研究所の新たな出発である。 

 学際コースは、いわば国立大学におけるゼロ免課程に相当するものであろう。もっとも

早稲田大学教育学部の場合は、もともと免許状の取得が義務づけられているわけではない

し、基本的には学際コースでも免許状取得が可能な仕組みになっているので、あえて「ゼ

ロ免」と呼ぶ必要はなく、また、純粋な「ゼロ免」とも性格が違っている。「学際」という

名が示す通り、専門分野を狭く固定しない、一種のリベラルアーツ化されたコースの新設

と考えたらいいのだろうか。平成 12 年 4 月に発足してまだ 2 年、しかし学生の希望者数は

予想以上のものという。学部全体としては約 1 割、100 名ほどという一応の定員枠を設け

たが、希望者はそれより 2、3 割方多く、選抜という方法をとらざるをえなかった。時代の

流れに適合した部分がそこには確かにあり、人文、社会、自然各系のスタッフを豊富に揃

えている教育学部だからこそ実現可能な構想だった、という面ももちろんあるだろう。新

しい教職のあり方としては、狭い専門に閉じこもることなく、広い視野も必要という理念

もあったはずである。しかし問題もある。コース専攻の卒業生が出ていない段階ではまだ

何とも言えないが、教職離れという傾向に一層の拍車をかける結果になるのではないか、

教育学部としては、自らの手で、自らの存在意義を否定する方向に結果的につなげていっ

ているのではないか、という問題である。卒業生は幸い「早稲田」という大きなブランド

を背負っているから、それを有効に活用しさえすれば必ずしも教育関係の職域にこだわる

必要はないかもしれない。しかしそのことがかえって教育学部の存立基盤を危うくするの

ではないかと心配されるのである。 

 教育総合研究所の発足は、その点教育学部としての正道を行くものである。従来あった

教育総合研究室をいわば格上げする形で平成 10 年 9 月に再出発、 

  １） 高等教育基礎研究部門 

  ２） 初等・中等教育研究部門 

  ３） 生涯教育研究部門 

  ４） 教育の実践活動部門 

の 4 部門を設けてその事業の柱とした。実質的にはまだ 3 年ほどしか経っていないので目

立った成果はあがっていないようであるが、年度ごとの企画研究、公募研究、特別研究の

各分野にはそれぞれかなりの数のテーマが掲げられ、担当研究者の名が並べられている。

研究室以来の紀要である「早稲田教育評論」や、室報から所報に変わった「コロキウム」、

あるいは『早稲田教育叢書』などもひきつづき発行されている。組織的には学部の管轄か

ら大学直轄になったとのことであるが、性格上、当然ながら教育学部との関係が も深い。

所長以下スタッフのほとんどが教育学部の教員である。ただし 1 名の助手を除いてはすべ

てが兼任という。施設も十分ではなく、研究室時代から蓄積された膨大な資料や研究成果

は未整理のままで、すぐには利用できる状態になっていないという。組織の上では一応整

った形にはなっているが、人員の面でも、施設の面でも、はたまた資金の面でも、決して

十分な状態にはなっていないようである。閲覧不能な資料類をまず整理し、適当な空間を

確保して、一般にも開放することがとりあえずは研究所としてなさねばならぬことのよう
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に思われる。 

 教育学部はこれからどういう方向を目指そうとしているのか。大きく舵を切って、いわ

ば教養学部化を大胆に図って行こうとしているのか、それとも一つ一つの問題点を克服し

て、より一層本来の教育学部としての性格を強めていこうとしているのか、現時点ではま

だはっきりとは定まっていないかに見える。もっとも国の教員養成政策もさまざまな意味

で曲がり角に来ているように感じられる。基本的には少子化の問題があり、さらには国立

大学における独立行政法人化ないしは統合という問題がある。 近「提言」という形でま

とめられた教員養成系大学と各地の教育委員会との連携強化という方向も、今後どのよう

に展開していくのか。目標はもちろん教員の質向上という点にあるのだろうが、特定の大

学と教委との連携は、実はある意味では一般大学に対する教員養成制度からの排除という

方向にもつながってくる。いわゆる開放性教員養成制度を外側からうち崩すことになるの

である。早稲田大学教育学部の現状は、そうした方向に一面では内側から呼応しているよ

うにも見えるし、別な面では懸命にあらがっているようにも見える。 

 歴史や伝統をかなぐり捨てて、学部全体を学際化し、名称まで変更するような大胆な決

断ができるならば、それはそれで一つの選択肢としてありうるであろう。他学部との関連

もすっきりとしたわかりやすいものになる可能性がある。しかしそうした考えはあくまで

も空理空論で、現実的でないとするならば、教育学部をより教育学部らしくするためには

どうしたらよいかを考える必要があるだろう。中心となる教育総合研究所のさらなる活用

はもちろん、他学部との間に一層の差別化を図ることも重要なのではないか。教員免許状

取得者数の底上げも考えるべきだろう。教職科目の必修化は難しいにしても、他学部とは

ここが違う、これが教育学部だ、というところがほしい。早稲田大学には系列校として付

属、系属があわせて 4校あり、それぞれに教育実習生などの受け入れをしてくれているよ

うだが、教育研究の場としてどれだけ有効に活用しているかとなると疑問である。私立大

学における系列校は、一般には受験生確保の意味合いが強く、受験する側にしてもいわゆ

る一貫校としての魅力があって、両者共にメリットがあり、それだけでも十分とする空気

が強い。しかし例えば教育総合研究所における活動 4 部門のうち、２）初等・中等教育研

究部門、４）教育の実践活動部門などは、系列校との緊密な連携なくしては成り立たない。

早稲田実業学校が系列校としてはじめて男女共学化と小学校の併設とを考えているとのこ

とであるが、研究内容の幅を広げる、これは絶好のチャンスである。大学と系列校とがよ

り一層密接な連携を図り、有機的なつながりを持つことは、教育研究にとってはどうして

も必要なことのように思われる。                         
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Ⅲ 学校教育専攻・教育基礎学専攻、教育学科についての評価 

 

 

 

                                                   大学評価・学位授与機構教授 

                                大 塚 雄 作 

  

１．外部評価の方法について 

  この度、早稲田大学教育学部等の第三者評価委員を仰せつかったわけであるが、少なく

とも筆者には、この「評価」の目的や方法が不明瞭で、基本的に十分な点検を行うに至っ

てはいないという点をまずお断りさせて頂かねばならない。 

 まず、自己点検・評価報告書、並びに、大量の資料が送付されたが、第三者評価委員に

よる評価がどのように位置づけられ、どのように進められるべきかについては十分な教示

がされておらず、ヒアリングにおいてその点について共有できる機会があるのだろうと思

われた。しかし、7 月 24 日（火）に行われたヒアリングにおいても、評価の方法等につい

ては十分な説明、あるいは、議論が行われないまま、いきなり、教育学科・学校教育専攻

グループに割り振られ、評価委員からの質問を求められることになった。 

 その際、各グループに割り当てられた第三者評価委員が筆者一人だけということに驚き

を禁じえなかった。「評価」は、基本的に、評価者の主観を通してなされる価値判断であり、

第三者であれば客観的な評価ができるということは決してないものである。その「客観性」

は、複数の異なる視点からの見えを総合することによって、ある程度は保障されるもので

ある。ましてや、「教育学」は幅広い領域であり、学科単位とはいえ、それを一人に評価さ

せて済ませることは、それがどんなに優れた評価者であったとしても無理があると言わざ

るをえない。 

 教育学部全体では、7名の第三者評価委員が集めらており、少なくとも、7 名のそれぞれ

の視点から、教育学部の全体に関して、第三者評価委員同士のディスカッションを含む意

見交換の場といったものが当然に用意されていていいはずであったが、各グループごとに

分かれたまま解散してしまっては、7 名の第三者評価委員を同日に集める意義がどこにあ

ったのかも甚だ不可解であった。理想的には、「評価」が適切かどうかを評価する「メタ評

価」が必要とされるところであるが、それを特別に用意することは通常は困難なことであ

り、第三者評価委員同士の議論や、その外的評価に対する被評価者と評価者の議論が、メ

タ評価の代替的役割を果たすことにもなるわけで、少なくとも、別途、各グループごとの

評価を、ぶつけ合い、総合するための議論の場が必要であったと思われる。 

  また、折角の早稲田大学教育学部に出向いてのヒアリングであるわけで、学部内等の案

内や授業等の参観の機会くらいはあってもよいと思っていたが、全体的なブリーフィング

もないばかりか、ヒアリングに参加している教員の会議がダブって予定されているなど、

筆者の想定していた「第三者評価」のイメージからはかなりかけ離れた評価スケジュール

であった。 

  大学に求められる「自己点検・自己評価」は、一般に、形式的になっていて、実質的な
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改善に結び付いていないという批判があるところでもある。評価作業には相当な労力と資

源が必要とされることでもあり、「改善」に結び付かない評価作業は「浪費」とさえいえる。

「評価」がどのような意味を持っているのか、そのために、どのように「評価」が実施さ

れればよいのかといった、「評価」の目的・方法が、当該大学の教職員と、評価委員とによ

って明確に共有されるところから、効率的かつ効果的な「評価」が作り上げられて行くこ

とになる。その意味で、ヒアリングそのものは、筆者の担当グループの教員からは懇切丁

寧な説明とご回答をいただいたものの、評価の方法に関しては全体的に物足りなさがあり、

今後の外部評価等の機会には大幅な改善を要するということを強調しておきたい。 

 

２．教育学部の理念・目標とその周知・徹底について 

  組織の運営は、その理念・目標等を、成員に周知し、成員がそれを納得して、それぞれ

に与えられるべき役割を担って行くということが基本となる。 

 教育学部には、二つの目的があるとされている。一つは、中等教育における教育者の養

成であり、もう一つは、広く実社会の各分野において活躍しうる有能な人材の養成である。

教職の需要が低くなりつつある昨今、教職志望の学生も減少しつつあるところであり、教

育学部の基本的な理念そのものが揺らいできている部分がないとはいえない。しかし、「教

育」という事象は、人間のあらゆる場面で生ずるものであり、「有能な人材の養成」という

理念そのものは、「教育」事象へのアプローチを通して十分に達成されるべきものでもある。

近年のさまざまな側面でボーダレスになりつつある時代的な背景を反映して、学際コース

が開設されるなどの工夫が積み重ねられているが、さらに、中長期的に将来を見通した慎

重な検討を経た上で、教育学部の新たなヴィジョンを作り上げるべき時期に差しかかって

いることは明らかなことであろう。その際に、 も大切な点は、「教育学部としての早稲田

大学での存在意義、独自性、自主性」であり、時流に流されてかえって個性を失うという

ことのないように、「私立大学唯一の教育学部」という早稲田大学教育学部ならではの個性

を原点に、今後の変革が進められて行くことが望まれるであろう。 

 

 こうした変革の過程において、教育学部の成員が、変革の意味やその後の自らの役割を

的確に共有することが重要なポイントであり、そのための体制作りがまず必要とされるで

あろう。組織の改革は、優れたリーダーシップを必要とするが、得てして、トップダウン

の変革意図が、成員個々の役割意識からすれば「かけた梯子を外される」感覚を引き起こ

すことも少なくなく、モラールの低下につながることもしばしばみられることである。そ

こで、教育学部の中長期的なヴィジョンの形成については、ボトムアップに意見を吸い上

げる機会をも含めて、十分かつ実質的な議論を積み重ねて行くことが望まれる。 

 その意味では、1999 年 7 月に提案された教育学部グランドデザイン（案）は、そのよう

な議論の具体的論点を与えてくれるものといえよう。特に、学部改革構想委員会が設置さ

れているようであるが、そこでの議論が学部成員に常に共有されると共に、常にボトムア

ップに教職員の意見やアイデアが委員会にあげられるような工夫や仕掛けが積み重ねられ

れば、自ずと、時代に即応して微調整されるべき理念が学部全体で共有され、地に足のつ

いた実効ある改革の活動へと結び付いて行くものと思われる。 
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３．教育活動について 

（１）入学者受入方針 

  教育活動を見直す際に、まず確認すべきことは、入学者の受入方針と、それに応じた学

生が実際に獲得されているかという点であろう。入学者の受入方針、いわゆる、アドミッ

ション・ポリシーは、教育学部の理念・目標、及び、教育内容・方法に沿って、明確にさ

れるべきものである。すなわち、どういう学生に対して、どのような教育を行うことによ

って、どのような学生に成長させるのかといった図式が明らかにされることが望まれる。 

 教育学部では、実際に、一般入試の他、自己推薦入試、外国学生・帰国生入試、付属高

等からの推薦進学、転部・転科、学士入学、科目等履修生など、多様な方法によって学生

を受け入れる体制を整えており、それぞれの枠での入学者を実際に毎年受け入れてきてい

ることは大いに評価されるべきことである。また、「AO 入試導入の機運」など、入学試験

の改革がグランドデザイン（案）にも触れられている通り、受け入れる学生の多様化に向

けて、入学試験の方法等の改善に着手している点も今後の発展が期待される取り組みであ

る。 

 そのような取り組みの中で、例えば、学生の多様性が、実社会で役に立つ有能な人材と

教育者の養成という教育学部の教育目標に対して、どのように位置づけられるのか、また、

その多様性に対応するために、どのような内容・方法の教育が用意されているのかといっ

た点について、総合的な見地から整理して、独自のアドミッション・ポリシーが学内外に

周知されて行くことが望まれる。さらに、一般入試などにおいても、合格者における入学

割合が 5 割に満たない点に選抜の難しさも感じられるものの、試験得点万能主義からの脱

却を図るなり、また、少なくとも試験得点の意味について改めて吟味しなおしてみるなど、

アドミッション・ポリシーに応じた新しい選抜方式の開発に向けても取り組まれて行くこ

とが期待される。 

 入学している学生層は、入試枠の多様性を含みつつ、相当な学力レベルにある学生が集

められていることは想像に難くない。「学力」のレベルを揃えることが、これからの教育学

部で望まれることであるのかどうかということ自体は十分に検討されるべき点ではあるが、

そのレベルの学生に、教育活動によってどれだけの成長がもたらされるのかということが

問われて行くことになるであろう。 

（２）教育メディア・参加型授業・ポートフォリオ的評価 

  多様な学生に対して、それぞれの個性を伸ばすという教育目標の観点からすれば、5 学

科 8 専修コースによって多彩な授業が用意されており、また、学部の枠をこえたオープン

科目、教職課程をはじめとする各種資格に結び付く科目群、他大学との科目履修制度、大

学院授業科目先取り履修等々、さまざまな配慮がなされており、十分な対応がとられてい

ると思われる。しかし、専任教員 1人あたりの学生数 50 人前後、100 人以上の大クラス授

業もかなりの数に上るといった現状は、個々に適合した教育の提供にとって、少なくとも

プラスに働くとは言い難い部分がある。この点を克服するためには、121 名の専任教員の

みでは限界があり、非常勤講師等の外部のマンパワー、あるいは、各種の教育メディア等

の導入を積極的に図って行くことが必要となるであろう。 

 教育の原点は、人と人との触れ合いという意味では、マンパワーに頼ることが基本とい

えるが、それを外に求めることは、資金的にも適当な人材という点でも必ずしも容易でな
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いと思われる。そういう意味では、人的には、現状が精一杯という印象がある。むしろ、

専任教員の 4 倍近い非常勤講師の数は、もう少し抑えるべきではないかとさえ思われる。

しかし、専任教員の負担をこれ以上増やすことは得策でもなく、さりとて、採算的に、専

任教員の定員を増やすということもそう簡単にはできないことであろう。その意味で、学

生の個別学習をサポートする教育メディア、あるいは、大クラスの授業であっても、双方

向的な機能をできる限り具現した教育メディアなどを、適切に導入する工夫が講じられて

行くことが望まれよう。それは、また、グランドデザインにある「情報化」の方向性にも

合致することである。情報化には、そのインフラに相当額の資金が投入される必要がある

し、また、それを有効に活用・運営して行くための人的配置にも相当のリソースを割かね

ばならないが、長い目でみれば、そのような先行投資は、必ずやプラスになって跳ね返っ

て行くものと思われる。とりわけ、教師を育てるという点でも、そのような情報化された

環境で学習を進めることが、学校の現場に入り込んで行った時にも、おそらくは今後の基

本的リテラシーの一つになって行くであろう「情報リテラシー」の教育にそのまま役立つ

ことにもなるであろう。 

 

  ただし、教育メディアはあくまで補助的な教育ツールに過ぎず、基本的には、どんなに

優れた教材が提供されたとしても、個別に学習を進めて行くことは相当な動機づけがない

と困難なことであり、やはり、人的な教育環境の整備ということが 終的には問われて行

くことである。そのためには、まず、授業を振り返るための情報蓄積が必要となり、また、

その情報に基づいた授業改善が実際に試みられて行くことが望まれる。 

 大学の授業は往々にして、閉鎖的であり、どのような授業が行われているのかを、責任

を持って見渡すことも難しいことであるが、アカウンタビリティという点からしても、い

わゆる「学生による授業評価調査」を適材適所に導入するなり、また、シラバスや授業評

価、成績などを含めた、いわゆる「ティーチング・ポートフォリオ」の構成と「共有」な

どによって、授業をできる限り「開いて」いくことが一つのポイントとなって行くだろう。

そのようなデータの蓄積は、個々の授業の改善につながるばかりか、組織的にも、専任教

員の増員、カリキュラム改善等の要求のための根拠資料としても効力を発揮するようにな

りうる。 

 

  授業は、教員だけが作るものではなく、学生と共に作り上げて行くべきものであり、そ

の意味で、近年、学生参画型授業が注目されているところである。受け身的に講師の話を

聞くだけでは、十分な学びは成立しえない。講師の話を聞くにしても、学生がそれなりの

準備をして、聞き手として授業に参加する姿勢がないと、講義は本来成り立たないもので

ある。そういう意味では、学生が授業に参加できる仕掛けをいろいろ工夫することも大切

である。その一つは、「単位制」の原点（授業以外に授業時間に相当する時間の予習及び復

習を要する）に戻って、授業外の学習をできるだけ引き出すことであろう。もう一つは、

学習者の関心を方向付けるプロジェクト型の学習（Project Based Learning）、あるいは、

総合的な学習などを導入して行くことであろう。そのような授業形態の場合、教員も一人

が一つの授業を担当するという伝統的な体制のみならず、ティームティーチング的な授業

構成や、また、TA（ティーチング・アシスタント）などを充実させ、複数の厚みのある教
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授体制を導入するといったことも工夫されていいことであろう。 

 

  また、成績評価に関して、近年、1 回の期末テストの得点のみならず、レポートや平常

点なども加味して、総合的に評価して行くやり方が広がりつつある。成績評価は、学習者

のその後の学習を方向づけるという機能も果たしうるものであり、単位をとったとらない

と言うだけに止まらず、ある科目で何を自分は学び、今後、どのような学びをして行けば

いいのかを振り返る機会として位置づける工夫も導入されて行くことが望まれる。いわゆ

る、ラーニング・ポートフォリオ、あるいは、イギリスなどでプログレス・ファイルと呼

ばれるような、学習履歴の蓄積と、それに基づく、学習過程のリフレクション（振り返り）

の機会が作られて行くことが期待される。もっとも、これには、個々の学生に学習方法の

アドバイスや、何を学んだかの振り返りを誘導するためのテューター的存在、あるいは、

少人数ごとのグループ指導などの体制が必要となる部分もあり、具体的なシステムとして

導入するには、十分な検討を経ることが望まれる。 

（３）ファカルティ・ディヴェロプメント（FD） 

 そのような授業の工夫を広げて行くためには、やはり、専任教員自身が、まずもって、

自らの授業を活性化する努力を積み重ねる必要があることは言うまでもない。そこで、ま

ずは定期的にでも、いわゆるファカルティ・ディヴェロプメントと呼ばれる研修の機会を

さまざまな形で準備して、早稲田大学教育学部に与えられた枠組み（学生の層、教室サイ

ズ、学生数など）において授業を改善して行くための研鑽を行うことが肝要となる。FD は、

決して、授業法の how-to の知識を増やすことではなく、大学ならではの個々独特の授業に

おいて、それぞれの教員が how-to を産み出す力を養う場である必要がある。さらに、授業

改善は、決して、個々の授業の中で閉じられるものではなく、カリキュラムの中でいくつ

かの授業が補い合いながらはじめて効果的・効率的に進行して行くものである。すなわち、

how-to を産み出す力は、学部なり学科なりの教員集団、あるいは、学部なり学科なりのす

べての構成員（教員・職員・学生）の集団全体が持つべきものであるという点に留意して

行くべきであろう。 

 一人の教員が多数の学生を一方向的に教えねばならないという考え方から、教員と職員

と学生が共に教え合い学び合う学びの場を作り上げることが「教育」であるという考え方

に転換することによって、例えば、チーム・ティーチングの導入や、ティーチング・アシ

スタントの充実、さらには、ピア・エデュケーションの試みなどが、自然に授業の中に取

り入れられ、学生自身が参画する感覚を持ちやすい学習環境が提供されて行くことにもつ

ながって行くであろう。そのことで、教員個々の負担減が保証されるわけではないが、少

なくとも、現状とは異なる教育面における分業体制が、より広い範囲で出来上がって行く

ことにもなるのではないかと思われる。 

 

  FD の導入は、教員にとってはさらに負担を増すという部分が当初はあると思われるが、

そのことを通してはじめて、教育・研究・大学運営のバランスのとれた姿を模索して行く

ことができるのであって、効率よく充実した大学生活へと結び付ける早道でもあると思わ

れる。例えば、FD を通して、教育支援体制の必要性を共有して行くことも可能であり、学

内になんらかの大学教育支援組織を配備することができれば、それも教育の効率化につな
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がることになるであろう。サポートという観点では、従来は図書館くらいが代表的であっ

たが、「情報化」ということだけを考えてみても、教員の教授活動のサポートのみならず、

学生の学習のサポート、研究活動のサポートと広範にわたって、学内でサポートすべきフ

ァクターが急増してきている時代でもある。サポート・システムの整備は、教員にいろい

ろな負担を一方的に課す以前に、大学で講じるべき先決の課題ともいえるであろう。 

 

 なお、FD の対象は、本来、非常勤講師にも及ぶべきであって、非常勤講師に、早稲田大

学教育学部の教育理念や方向性を十分理解して頂く機会を工夫して行くことも重要である

ということを付言しておきたい。非常勤講師に対して、FD 研修に参加することの要請はし

にくいが、少なくとも、専任教官との連絡がより密になるような工夫を講じ、サポート体

制のメリット等も周知するようにすべきであろう。あるいは、非常勤講師の授業方法が FD

に寄与する可能性もあり、できる範囲で FD 活動に巻き込むことを考えてみるといいのでは

ないかと思われる。 

 

４．研究活動について 

（１）研究環境 

  研究活動は、個々の教員の自主的努力によって、科学研究費の申請、学会活動、論文・

著書・報告書・教科書等の執筆活動、学外との共同研究活動等を通して、着実に積み重ね

られているように見えるが、「研究に割ける時間的制約や、研究そのものが停滞気味の部分

もみられる」という自己評価の記述は気になるところである。 

 もし、これが、「大学の教員は研究者」というアイデンティティに基づく、教育や運営、

社会的活動の削減を目指すものであるならば、時代の流れに反するものといえよう。往々

にして、大学の中では、研究以外の活動が軽んじられ、研究業績、とりわけ論文の本数と

いった外面的な指標のみが強調されるという風潮もみられるところである。それだけに、

「研究活動は、一人の研究者のみでできることではなく、タテに継承して行くべきもの」

という意味での教育、「ヨコに拡張すべきもの」という意味での社会的活動、「研究環境を

保障する」という意味での大学運営といったように、大学のあらゆる側面と決して切り離

せるものではないということについて、改めて確認しておく必要があるだろう。 

  その上で、なお、研究活動面で問題点が残されていると言うことであれば、組織的に、

研究活動面における環境や取り組みの整備が急務とされることになるであろう。やはり、

大学人は、研究が諸活動の基盤になるという点は動かしがたい部分であって、個々の教員

の研究の深化が、教育活動等へも反映されて行くという意味で、十分に配慮する点であろ

う。そういう観点からすれば、いろいろな努力の余地はあるとしても、研究環境の整備に

それなりのリソースを投入して行くことが望まれるであろう。 

 予算の枠があることで、理想ばかりを追い求めるわけにはいかないが、例えば、個人研

究費が平均 426,000 円は、特定課題研究助成の枠があるとしても、せめて 5 割程度の増額

ができればと言う感がある。予算的な制約でいかんともしがたいと言うことがあるのであ

れば、科学研究費など、もう少し外的資金を積極的に導入する努力も必要とされるかもし

れない。採択件数が若干少ないような印象がある。もっとも、研究費自体は、多いからい

いというものではなく、多過ぎる研究費は、研究費のための研究をしなければならなくな
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ってしまうということもあり、適切な範囲をしっかり見定めておく必要があるだろう。 

  また、 近は、共同研究の機会も増えつつあるので、学内外に共同研究者を求めて、研

究の活性化を図るということも考慮して行くべき価値のあることであろう。特に、「教育」

という研究フィールドは、「百科全書」と言われるように、多方面からのアプローチを必要

とする学際的側面を有しており、そのための交流の仕掛けを工夫して行くことも必要とさ

れるだろう。 

（２）大学院教育 

  研究の活性化のためには、何と言っても、大学院の充実による人的リソースの拡充に勝

るものはないであろう。その意味では、大学院教育について、どちらかというと「多くの

課題を抱えている」という自己評価がされているのも気になるところである。例えば、大

学院生が、自然に共に集まり、研究を中心に語り合い切磋琢磨できる場が確保されている

ことが望まれるが、その点についてはやや心許ない部分があるように思われる。そのよう

な院生コミュニティが作られて行くことは、学部全体の研究活動を活性化させるのみなら

ず、学部生への好影響も期待できることである。学部と大学院の連携についての課題も取

り上げられて、奨学金や授業料減免などの措置を導入するなど、それなりの工夫もされて

いる点は高く評価できるが、根本的に、研究の雰囲気が学部に醸し出されて行くことが大

切であろう。 

 院生控え室や、データ処理のためのツール等々の物理的環境の整備も重要であるが、一

方で、院生をリードする人的体制も工夫の余地があると思われる。例えば、教育学研究科

要項によれば、教授中心の指導体制となっているように見受けられるが、より若手の助教

授クラスの教員が、少なくとも修士課程や博士課程においても、授業・ゼミのレベルであ

れば、十分に担当できるであろう。また、研究の範囲を広げるためにも、院生とのつなぎ

としても、さまざまな点で有効に働くことになると思われることからも、研究科指導陣と

して正式に加える体制を整えることのが望まれよう。学位論文の 終的な審査に関しては、

幅広い見地が求められるということもあり、「教授」を中心に行われることが常識的である

が、論文の指導も含めて、早稲田大学教育学部の「助教授」であれば、少なくとも、「博士

に準ずる」ことが保証されているレベルにあることを考えれば、「助教授」が大学院の指導

陣に加わることで、研究科教育の質が下がると言うこともないであろう。むしろ、研究の

活性化という点、教員一人一人の負担の軽減という点でも、研究科の定員枠の問題もあり、

簡単でない部分もあるだろうが、早急な対応をする価値のあることではないかと思われる。

なお、言わずもがなのことではあるが、逆に、正式に指導陣に加われない教員については、

大学院教育の業務には一切携わらないことを原則にすべきであり、その範囲において問題

点を浮き彫りにして、具体的な改善に結び付けて行くことが望まれるであろう。 

  また、TA、RA などの配備についても、まだまだ充実する余地があるのではないかと思わ

れる。大学院生が TA を担当することは、学部生との連携という意味でも、また、院生自身

の学びという意味においても、効果のある仕組みであり、教員あたり数名程度の割り当て

があってもいいくらいである。これも、予算的な枠組みもあって、理想だけを追い求める

わけにはいかないが、TA の存在は、研究というコミュニティを学部の中に形成して行くた

めの核になる存在でもあり、工夫を積み重ねられることが期待される。 

（３）教員人事の流動化 
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  そういうコミュニティのリーダーとしての教員の役割は、さらに重要であって、その意

味では、教員人事の柔軟性と活性化を図ることも一つの方法であろう。70 歳という定年も

あって、比較的、教授陣が高齢化しているという現状があるようでもあり、また、任期制

などを導入する研究機関も増えつつある昨今、早稲田大学であればこそ、そのような流動

性を牽引して行くような役割も担うことができる部分もあり、研究の継承という点と新陳

代謝という点のバランスを的確にとりながら、大胆な工夫を講じて行ってもらいたいとこ

ろである。 

 

５．その他 

（１）社会貢献活動 

  大学の知的財産を社会に開放して行くことは、近年、急速に注目されつつあるところで

あり、大学の教育活動を通して、社会に有能な人材を輩出するという、大学の伝統的使命

のみならず、直接に、社会に対して大学が働きかけることも、大学の第三の使命としてク

ローズアップされている。その意味で、公開講座、各種セミナー、オープンキャンパス、

地域委員会等への協力など、さまざまな社会貢献活動が行われている点は、多忙を極めて

る教員の状況に鑑み、十分に評価されるべきである。若干、国際交流に関する取り組みに

遅れが感じられる部分もあるが、教育学科社会教育専修などで、大学開放に関する研究が

行われており、エクステンションセンターへの協力や、地域自治体との連携を企図してい

るなどの取り組みが実際に行われている点は心強い。 

 社会貢献活動は、決して、大学教員にとってのボランティア的な活動ではない。その活

動は、社会からの直接的な評価を受けるという意味において、大学の教育研究活動の も

有効な外部評価として位置づけられると言うこともあり、それを通して、教育や研究の活

性化につながりうるものである。従って、教育学部において、社会的貢献活動に対しても、

それなりのサポート体制を整備して行く必要があると共に、教員の評価の一つの基準とし

て積極的に取り込んで行くべき活動であると思われる。 

 そのような社会との連携を深めることによって、とりわけ、学部卒業生や、修士、博士

の進路の範囲を広げて行くという視点も重要であると思われる。日本の場合は、学位取得

者の進路という意味では研究者以外にバラエティが少ないが、研究者のポストには限界も

あって、そうした膠着状態が大学院の停滞にもつながっている可能性も否定できず、社会

のニーズに大学教員が敏感になり、同時に、学生の進路の可能性を広げる場を、大学自ら

が作っておくことは、決して損のないことであろう。 

（２）バランスのとれた大学生活 

  このように、教育、研究、社会貢献、大学運営と、大学教員の活動の範囲が広がること

で危惧されることは、やはり、教員の多忙化ということであろう。いずれにしても忙しい

時代にあって、「忙しくない」体制を作ることはある意味で不可能であるし、また、余裕の

ある体制が活性化につながるとも必ずしもいえない部分もあり、効率性を求めつつ、基本

的には、いかに有効なシステムを構築して行くかが問われることになるだろう。教育、研

究、社会貢献、大学運営等は、いずれも軽んじることができないことであるからと言って、

教員ごとに全くの分業体制を模索することも、それ自体いろいろな面で困難なことである

ばかりか、それらは密接に関連し合っているということを考慮すれば分業が生産的である
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ともいえまい。結局、大学人の生活の中で、それらを効率的・効果的にバランスをとって、

その総体として個々の資質を向上させて行く必要があるということだろう。 

 そのためには、何度も触れてきたように、教員のみならず、大学職員、院生、学部生を

含んだある種の教育学部コミュニティといったものが形成されることが肝要であろう。そ

のコミュニティにおいて、個々の成員が、共通の目標を目指し、お互いの役割を認め合い

共有し合う中で、充実感を持ったそれぞれの活動が展開されて行けば、ある意味で「多忙

感」からの開放にもつながって行くであろう。 

 この種の「評価」活動においては、あれもやらねば、これもやらねばと言う形で、義務

感の部分が煽られることも少なくないが、基本的に大切なことは、教員も学生も、自身が

帰属すると感じられるコミュニティの中で、自らやるべきことを自覚して、「元気」に大学

生活に臨めるということである。そうしたコミュニティは、学科独自のものもあるであろ

うし、また、それぞれの専修独自の、各教員を中心とした講座独自の、あるいは、それぞ

れの研究課題の、というようにさまざまな形のものが成立しうる。そして、それらのコミ

ュニティが、教育学部の下に融合し合い、活性化することによって、また、個々のコミュ

ニティに含まれる成員が、その一員たることを誇りに思えるようになって行くことによっ

て、早稲田大学教育学部のカラーが、ますます強く全国に向けて発信されて行くことにも

なるであろう。 

 

 以上、教育学科・学校教育専攻グループのヒアリング、及び、自己点検・自己評価報告

書から、私なりに感じた点を羅列させて頂いた。十分に整理されておらず、やや一般的に

過ぎる部分もあり、意を尽くしえないもどかしさもあるが、ほんのわずかな私の見えが、

貴学の発展に少しでも寄与するのであれば、望外の喜びとするところである。
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Ⅳ 国語教育専攻・教科教育学専攻、国語国文学科についての評価 

 

 

 

                              筑波大学名誉教授 

                                                     平 岡 敏 夫 

 

１ 目的・理念について 

 関東地方の一部で 40 度、東京でも 38 度をこえた 7 月 24 日、早稲田大学教育学部大会議

室において、国語国文学科主任代理堀誠教授、大学院国語教育専攻主任東郷克美教授と直

接対面して、あらかじめ送付されていた『自己点検・評価報告書』に基づき、問題点を第

三者評価委員の方から質疑し、説明を受けるという形で進められた。 

 その結果、第三者評価委員（以下、評価委員）において確認されたことは、100 年にな

ろうとしている早稲田大学高等師範部の伝統を継承しつつ、独自の教育学部・大学院が成

立しているという事実であり、国語国文学科及び大学院国語教育専攻もまた、高等師範部

の国漢の伝統を新たに生かし、独自の達成に至っているということである。 

 『教育学部・教育学研究科 自己点検・評価報告書』は資料やデータを除いた本文が 72

ページにも及ぶ充実したものであるが、第１章 教育学部の１「理念・目的」には、「旧高

等師範部以来の光輝ある伝統は既に 100 年に垂んとし、早稲田大学建学の精神を基調とし、

同時に時代の要請に即応する教育理念の確立と実践においては、着々とその歩みを進めて

きたのである。」とあり、目的とするところは、「その伝統に立って、高等学校、中学校に

おける教育者を養成することにあるが、同時に種々の社会教育機関並びに、広く実社会の

各分野において、高い教養と社会理念を基調として活躍できる人材の養成を目指してい

る。」とあるのは、評価委員の一人として深く共感するところである。 

 さらに続けて同報告書は、近年における教員需要の極度の落ち込み、教員志望の激減の

現象が顕著になるとともに、他大学同様に学際的、リベラルアーツ化の構想が、本学部に

も芽生え、教員養成をはじめとする本学部が掲げてきた目的も揺るぎはじめてきた、とし

ている。2000 年度より、学際コースを開設、このコースを希望する学生の数は、予想以上

に多いという。こうした現象は社会的にも広く認められるものであるが、教育学部として

は早稲田大学での存在意義、独自性、自主性を考えると必ずしも諸手をあげて賛成できる

というものでもあるまいとして、同報告書はやはり教育学部創設以来の広く「教育」の場

において活躍できる人材の養成という目的は堅持すべきであろう、と述べている。 

 右の理念・目的と、教育需要の落ち込み、教員志望者の激減、学際コースの開設という

今日の現状は、確かにこれまでの理念・目的の危機的状況と映るが、もともと教員養成と

同時に種々の社会教育機関、広く実社会の各分野において活躍できる人材の養成を目指す

ところに理念・目的があったのであるから、この「危機的状況」をバネとして、より新し

く理念・目的が蘇るという可能性は十分にあるのではないか、とも考えられる。 既に同

報告書は「将来の展望とその実現の方策」について述べており、「教育学部グランドデザイ

ン（案）」には全学に関わる、１「学部教育における教育課程及び教育内容等の改革（教育
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施設・設備の整備等を含む）」以下５までと、６「教職教育の充実策」及び 7「学部改革構

想委員会」の設置という、教育学部の理念・目的に直接関わるものをあげている。そして、

教育学部の核心的な部分を占める教職課程の充実については、実習・養成・採用までを視

野にいれながら具体的な施策の検討、とりわけ、教科教育の強化については大学院段階の

教育との連携を考慮しながら、鋭意検討を進めたいとあり、学部内の十分な議論を待って

具体的な提示をする予定、とある。 

 評価委員としては、教育学部の理念・目的に従って、以上のように着実に学部内におい

て検討が進められようとしていることを高く評価するとともに、第三者の方から、教育学

部の自己点検・評価に関し、ことさら述べ立てる余地は極めて少ないと考えるものの、国

語国文学科・大学院国語教育専攻に関し、ささやかながら、感想・意見を述べてみたいと

思う。 

 

２ 国語国文学科について 

 教育学部国語国文学科は、遠く高等師範部のいわゆる国漢の伝統を継承・発展している

とみられる。「本学科は基本的には学生が将来中学校・高等学校の国語科教員として教える

に足る知識を学ぶことができるように、国文学、国語学、中国文学の 3 分野のバランスを

考慮しつつ、教員配置やカリキュラムなどを編成している。と同時に、専門分野を深く掘

りさげて学び、3 分野が密接にかかわりあって多角的な研究教育を進展しうることを目指

している。」（学科主任千葉俊二）と「自己点検・評価報告書」のⅡ「教育活動」の８「各

学科専修の抱えている問題点と今後への方策」にある。 

 右の国文学、国語学、中国文学の 3 分野であるが、国語国文学としては、英文科を起源

とする文学部よりも早く創設されており、上代文学 1 名、中古文学 2 名、中世文学 2 名、

近世文学 2名、近現代文学 4 名、国語学 3 名というまことに恵まれた専任教員が配置され

ている。また従来のいわゆる国漢の「漢」は中国文学として 2名の専任教員を有している。

加えて国語教育も 2 名あり、「非常にバランスのとれた構成」と自負する通りである。これ

ほど充実した教育学部（国語国文学）は、国立私立を問わず、どこにも見出すことはでき

ない。 

 時代の変化・進展があり、漢文学は中国文学となり、国語国文学の 14 名に比して 2名と

なっているが、日本漢文とも関わり、訓読の面もおろそかにせず、同時に現代中国語の教

育も行われているという。これは非常に大事なことで、現代中国語はできても漢文の訓読

のできない学生が各大学でも多いようである。つい 近まで中国文学では卒業論文が書け

なかったと聞いたが、伝統を生かし、バランスをより保つためにも現在の 2 名を 3 名にす

るということもあってよいのではないか。共通一次試験、それを受け継ぐ入試センター試

験においても、漢文は必ず出題されてきているが、漢字文化振興会という組織の全国的な

活動もあり、たとえ、受講学生数が国語国文に比して僅少であるとしても、教育学部国語

国文科が文学部のそれと異なる特色を生かすためにも、また広くは日本文学・文化の伝統

を継承して行くためにも、教育学部独自の中国文学のより一層の強化と持続が望まれよう。 

 現在、全国の国立大学教育学部国語科は、漢文学（中国文学）を含んでいると思われる

が、国文学は各時代どころか、全体で 2 名程度の定員であろう。高等師範部と言えば、た

だちに東京・広島の両高等師範学校が想起されるが、前者の後身たる筑波大学では、早大
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教育学部国語国文学科における三者のバランスといったものはない。教員組織である学系

では、文芸・言語学系に日本文学・中国文学・日本語学が入っているものの、それぞれ別

組織であり、学生組織の学類では、日本文学・中国文学は比較文化学類に、日本語学は人

文学類に属しており、別組織になっている。また、広島大学教育学部は漢文学（中国文学）

も含んでいるようで、早大教育学部国語国文科に近いと聞くが、本年度に入ってかなり大

きな改組があったようである。 

 文学部と異なる特色としては、国語教育があり、教職課程ともども、これまでさほど重

視されてこなかったようだが、国語国文学と密接に関わりつつ、国語教育にも中国文学と

同様重点を置く必要があると思う。これは次の大学院教育の問題にも及んでくる。 

 

３ 大学院国語教育専攻について 

 大学院（博士課程後期まで）設置にあたり、国語教育の研究指導担当として他大学から

特任教授 2名を招いているが、学部の発展として国語科教育、国語学・日本語学、国文学

（中国古典学を含む）の 3 分野で修士論文、博士論文が書けると言うのはまことに結構な

ことで評価されるべきである。 

 「…三つの分野を設定し、入学者には各自が選んだ専門分野を中心として研究を深めさ

せるとともに、隣接分野の学問にも目を広げさせるよう講義を受けさせつつ演習と研究指

導を行うことによってわが国の今後の国語教育の分野をはじめとして、さまざまな専門分

野に貢献する人材の育成を目指している。」とあるのは申し分ないと思うが、教育学研究科

が文学研究科とほとんど重なってしまうのも避けがたいように見える。 

 しかし、博士課程（後期）では、国語教育専攻を名実共に生かす道を進めるべきであろ

う。教育学部における国語科教員養成の伝統は、少子化の現状から教員需要激減というこ

とであっても、将来、少人数学級の編成等である程度の教員需要回復も見込まれようし（ま

た、そのためには国立大学等の教員養成学部とのタイアップも必要であろう）、あくまでも

当初の目的と理念は持続されるべきである。学部のこのありようと連動するが、特に博士

課程（後期）においては、教師の教師の育成、すなわち、大学における国語教育の講座を

担当できる教員の育成を目指すのも重要であり、積極的に取り組むべきではないか。 

 広島大学では高等師範学校・広島文理科大学以来の伝統を生かし、国語教育担当の大学

教員の育成に大きな実績をあげていると聞く。各国立大学教育学部等の国語教育担当教員

の需要を相当に満たしているようであるが、筑波大学の教育学研究科の国語教育専攻では、

院生定員が極めて少ない上に、「国語教育とは何か」という原点に立つゆえか、例えばドイ

ツの国語教育を研究するといった「国語教育」であるため、日本の国語教育担当の大学教

員を送り出すことが広島大学に比して極めて少数であるらしい。 

 むろん国語教育学は大学・大学院での研究教育と多年にわたる教育実践を通して育成さ

れるものであるが、右のような方向も本研究科国語教育専攻において重要と考えるもので

ある。 

 

 「自己点検・評価報告書」は多くの問題点の指摘と優れた方策に満ちており、高く評価

さるべきであるが、報告書の随所にみられる大学院生の個人用机・椅子の配置等の要請に

は、さまざまな困難があるにしても、可及的速やかに実現されるよう、そのことがおそら
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く教育学研究科における研究・教育の一層の充実を保証するであろうという自明のことを

つけ加えて、第三者評価委員のささやかな報告書を閉じたいと思う。 
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Ⅴ 英語教育専攻・教科教育学専攻、英語英文学科についての評価        

 

 

                       明海大学外国語学部長兼研究科委員長 

                      慶應義塾大学名誉教授              

                                                           小 池 生 夫 

 

１.１ 評価方法、評価項目について 

 評価者のために共通した項目が示されず、評価者の自由記述に任されたためにメリット

とデメリットが生じている。前者は自由さがあって個人の主観に基づく見解を自由に述べ

ることができる。後者は第三者評価という重要な役目を果たす上で、また事務当局は提出

後まとめるというが、その負担と機能の面で戸惑いを持たざるをえない。次回からは共通

の評価項目を用意されることを勧めたい。この際に大学基準協会と大学評価．学位授与機

構のそれを参考にされては如何、お勧めしたい。 

 

１.２ 評価者がひとりであることへの危惧 

 評価者がひとりであることは意見の表明に際して、特定個人がいかに公平に考えても主

観的になる可能性がある。次回からは複数の評価者を各学科の評価にも用意することをお

勧めしたい。 

 

１.３ 評価のあり方への批判 

  他者評価が教育と研究の両面に及ぶのは、評価にとって重要なことである。今回、預か

った資料は教育に関しては参考になったが、書面審査形式をとることになり、それを深め

るための面談形式が省略されていることが適切な評価を妨げている。次回からそれを加味

されることが望ましい。 

 また研究面の評価については、統計資料によって行った。しかしそれだけでは評価をす

るには限られていた。本評価者としては、請求して早稲田大学学術年鑑の過去 5 年分を一

部拝見させて頂き、この限られた範囲の研究資料を基にして、可能な限り評価を試みたが、

評価内容が適切か検証できない。これを了承して頂きたい。 

 

２、教育学部創設以来の歴史と理念等の基本的評価 

 

２.１ 優れた歴史的伝統 

 創設以来 100 年に及ぶ大学教育学部を一私立大学が創設し、官立、国立大学教育学部、

人文、社会学部、理工系関係学部の卒業生が圧倒的に多い中で、その質や量の面で幾多の

人材を教育界に輩出させてきたという伝統は高く評価されるべきであろう。 

 早稲田大学教育学部では教育を単に教員養成機関としてではなく、それを包含しながら、

より広義に捉え、高等学校、中学校教員を送り込むばかりでなく、一般企業、官庁、新聞

報道機関、出版界へも多くの卒業生を就職させ、故小淵総理大臣はじめ各界で活躍をする
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卒業生を輩出してきた点に教育が社会教育であり、政治、経済その他全般的な人間、社会

活動に及ぶものでもあることを示してきた。 

 近年、初等、中等教育での教員養成が国立大学では必ずしもすべてではなく、一般社会

でも進出することに積極的役割を果たすべく方向を転換しているが、早稲田大学は当初か

らそれを目指してきたことは時代の要請を先取りしてきたことで、同学部創設の理念に深

く敬意を表するものである。 

 

２.２ 教育学部英語・英文学科と文学部英文学科との関係 

 英語・英文学科はカリキュラム改編によって、英米文学、英語学、英語コミュニケーシ

ョン、教職課程の 4 コース、さらに英語情報処理、英語教育研究などを新設した。このう

ち、前 3 コースは文学部英文学科と類似したものである。一大学に似たコースがあること

を認めた上で、それが歴史的経過を辿って作られた以上、その改編、統合をすることより

も、相互交流を行って、学生がとる講座がより広がることが望ましい。また全学的に総合

コースがあり、全学の学生に開放されていると聞くが、それはよいことである。 

 

２.３. 教育学部英語・英文学科と大学院教育学研究科との関係 

 学部と大学院との提携ははっきりしない。むしろ、学部と教育学研究科は全く別のレベ

ルと組織を持っていると言よう。しかし、学部教員が大学院に出向して研究と教育を行っ

ている場合、その棲み分けと相互乗り入れの機構は大変難しい。学部学生の上に能力的に

も、カリキュラムからみても一段と上であるとともに、それもお互いに相互交流ができる

ようにゼミを提携させることによって、より効果的な教育を行うことができる。学部学生

の飛び級、大学院の学生のカリキュラム、シラバスの調整を行う必要がある。 

 

３. 教育学部、英語・英文学科の教育、研究評価手法 

 上述したように、評価者の恣意的な評価方法をとることになるので、本評価者とては次

の項目を設定して、それにそって研究と教育の分野別評価を試みる。 

 

３.１. 全学的評価と分野別評価 

   分野別教育評価 

     教育の実施体制 

     教育内容での取り組み 

     教育方法及び成績評価面での取り組み 

     教育の達成状況 

     学習に対する支援 

     教育の質の向上及び改善のためのシステム 

   分野別研究評価 

     研究体制及び研究支援体制 

     研究内容及び水準 

     研究の社会的効果 

     諸施策及び諸機能の達成状況 
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     研究の質の向上及び改善のためのシステム 

 上記のうち、全学的評価については、当評価者の担当ではないので、部分的に提案事項

を上記１と２項目において述べるにとどめた。 

 

３.２.分野別教育評価 

（１）教育の実施の体制 

  1999 年度カリキュラムの改定方針として英米文学、英語学、英語コミュニケーションの

3 コースの他に学際コース、教職課程その他英語による情報処理、英語教育研究などを新

設している。学際コースは教育学部の体制でいずれの専門学科にも属さず、自由に講義を

聞いて、自らを組み立てるもので、学生本人の希望と能力を自主的に育てることが可能で

あり、同時になまければどうにでもなるという面もあるであろう。このコースをいかに充

実させるかが、教育学部の評判、能力の証明にもかかってくる。担当教員全員の指導力が

問われる。 

 また、教職課程の充実も必要である。しかし、このコースをみると、既存のわが国にお

ける国立大学教育学部の英語教育学科を踏襲しておりながら、コースの踏襲に新しい情報

処理関係と英語教育関係を足したものである。しかしこれは過渡的な現象であり、やがて

くる新しい衣かえのところまでは踏み込んでいない。 

 現在行われている英語教育実施カリキュラムには英語教育に関連する応用言語学の諸分

野が科目として主流となる必要がある。 

 また英語コミュニケーションコースが作られるが、学生の英語コミュニケーション能力

の養成は避けて通れない。この体制こそ徹底的に実施して能力向上を目指すようにしなけ

ればならない。 

（２）教育内容での取り組み 

 各教員の講座内容は公開されていないのが一般である。従って、教員同士が互いに授業

の内容を知らないのも一般的である。しかし、現在はシラバスが学部ごとに公表されてお

り、さらに学生の間に出回っている教員の授業評価もある。これが学科教員の間に一般的

にひろまるように努力することは望ましい。 

 3、4 年次の演習を同一教材によって行うことは 1999 年から実施されているが、教授法、

評価法まで検討されることが望ましい。 

 教員有志による Cross-cultural distance learning research center が設置され、アジ

ア地域の学生との interview や Edinburgh University,Essex University などの有名教授

による講義と質疑を直接受けるという授業も行われている。これは大学がこの方向に動く

いい切っ掛けになったであろう。ただ、レベルとしては大学院対象である。 

 2001 年度より一年生に debate を与え、議論の積み上げ型で英語による討論能力を向上

させるプログラム発足とあるが、ぜひとも推進するとともに基礎的英語力を高度の英語力

につくりなおす必要がある。 

 教職課程では全学部の学生の希望者が受講できることは開放性の特徴を生かしているこ

とになる。 

 教育学部の外国語 A（未履修外国語）はドイツ語、フランス語、中国語、ロシア語、ス

ペイン語など週あたり 2 コマで、それぞれ 2 名の教員がペアを組んで担当している。また
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外国語 B は既習外国語であるが、学生はほとんどが英語をとっている。2 年間の科目で

SPEAKING, READING, LISTENING,WRITING,総合英語のクラスがあり、学生の選択に任せられ

ている。8 単位を必修としている。このことは総合大学にあってかなりしっかり外国語教

育を行っていることを示す。大綱化以来、日本の大学では外国語の習得単位数が著しく減

少している中で、大綱化以前の方式を単位数において維持していることは立派なことであ

る。 

 問題は能率化がどれほど図られているかである。その内容面でのシステム化が改善され

る必要があろう。また語学のクラス規模が平均５０人であるのは、できれば 15 人、少なく

ともその半分にする必要があろう。これは大学財政の問題があるのは承知しているが、イ

ンターネットなどの利用により実現の可能性があるであろう。 

（３）教育方法及び成績評価面での取り組み 

 教育方法が妥当か否かを検討するには、学生の目的意識、やる気、努力、厳しさ、その

反映である成績報告などが必要である。言うまでもなく、成績は教師の教授方法とも関係

するからである。同科では成績は現在中間、期末テスト、レポート、平常点、出席重要視

などさまざまな方法がとられているが、各教員個人が責任を持って評価することになって

いる。しかし、その際にも評価項目が多いほど公平である点で複数の評価方法をとるのが

望ましい。成績評価をどうやるかは、一般大学での長期にわたる悩みである。しかし、共

通の尺度を開発するのが大事であるのは当然であろう。  

（４）教育の達成状況 

 本学においては教育の達成状況を何によってはかるのかよくわからない。多くは教員個

人が学生に対する教育の達成状況を把握しているであろう。今後第一にするべきことは、

本学科学生に対する教育達成の状況を把握するための方策を学科全体で意志統一する必要

があろう。 

（５）学習に対する支援 

 学生の学習を容易にするためのさまざまな工夫改善がなされていることは評価に価する。

例えば CAI を利用するコンピュータ教室が完成、利用されている。また LL 教室が多く作ら

れ、利用されている。また遠距離教育の一環としてはじめた相互交信システムはいながら

にして外国の一流学者の講義を聞けることになり、学生の知的好奇心を満足させるばかり

でなく、学問の刺激を受け、 新の知識を直接教授からえられるという利点がある。 

 学習に対する海外への長期、短期留学があるが、それは同学科の独自のものというより

は、学部あるいは国際教育センターの所管するものであろう。ただ、英語を扱う学科の特

殊性を認め、その機会がより多くあってよいように思われる。この問題の主張があってよ

い。 

 留学に伴う奨学金、または補助金の制度がより多くあった方がよい。その点については、

資料をみた範囲では大学人口全体に比べて少ないように思われる。 

（６）教育の質の向上及び改善のためのシステム 

 この問題は、まず良質の教授内容、優れた教授陣、外国語の徹底した訓練に関して、同

学科の教員は真剣に対応を学生から迫られるであろう。明確な目的、目的達成のためのカ

リキュラム、シラバスの内容の達成を目途として行くには、特定個人に頼るのでなく、全

員が相談し、役割を果たす必要がある。学科全体の討議を教員全員で討議し決めるのが当
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然であろう。それにはまず全体を丁寧にみる必要がある。 

   

３.３. 分野別研究評価 

（１）研究体制及び研究支援体制 

 1996 度から 2001 年度までの社会に公表された早稲田大学教育学部英語・英文学科所属

専任教員の研究業績について、以下の問題を指摘して、今後の改善に待ちたい。2000 年度

の所属教員は、教授 13 名（内大学院担当教授は 4 名）、助教授 6 名、専任講師 1名、助手

3 名、計 23 名である。非常勤講師 48 名である。その比率は約専任 1 に対して非常勤 2 で

ある。独、仏、露、中、西の専任教員は 13 名であった。 

 研究体制については、学科組織の中にシステムとしての考えがなく、個人の研究業績を

中心としたものである。研究支援体制も非常に弱体であり、この 5年間での科学研究費の

採択状況はわずか数件である。大学内の研究費については当然のことであるので触れない。

ただ国際共同研究が1999年に国際応用言語学会が早稲田大学を会場に開催された折りに1

件認められた。 

（２）研究内容及び水準 

 早稲田大学『学術年鑑』によると、英語・英文学科の専任教員の業績発表報告は専任教

員 

23 名中、 

   1996 年度 12 名 

   1997 年度 13 名 

   1998 年度  9 名 

   1999 年度  9 名 

   2000 年度  9 名 

である。この業績を大凡調べてみた。その結果は深刻な問題を同学科が持っていることを

率直に報告しなければならない。なにしろ、天下に誇る私学の雄の一角を構成する学科で

ある。それは批判に耐えるものを持たなければならない宿命を持っている。 

 中にはどこに出しても恥ずかしくない研究者も若干いる。このなかには日本を代表する

国際級の学者もいる。これは論文等の業績が群を抜くばかりでなく、教育に関する発表で

も質が高い。しかし、多くの教員が本格的研究論文、著書数が極めて少なく、年間わずか

1 から数件程度である。学部側の諸学科自体の単著、共著数の過去 5 年間の報告も厳しい

数字を示している。 

 概して、中堅から若手の奮起が望まれる。また、教授でもほとんど研究結果が報告され

ない場合がある。しかし、これは学術年鑑が各教員からの報告を義務化していないからで

あろうか。もし報告の義務されていないものであれば、これを基準とすること自体が間違

いであることになる。その際はお詫び申し上げ、この評価を撤回する。判断は学部長を中

心とする当局に任せるが、自己評価が義務化されている時代である。公開されている学術

年鑑が不備であれば、大学が研究機関として社会的信用を失うであろう。 

 各研究者すべてについて研究内容の水準を評価する能力を本研究者は持ち合わせていな

い。従って、水準については本評価者と比較的同分野に限っての評価になるのをお許し頂

きたい。しかし、論文数や出版、発表の種類などから、審査経験をかなり積んだ者には全
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国的水準も含めてその集団がどのレベルであるかはわかるものである。 

 大学院教育学研究科での講座担当者はすべての学部担当教員であるように資料では報告

されている。全国的水準と比較してこれは如何なものであろうか。もし大学院担当の研究

者として文部科学省審査を受けるなら、多くの研究者が好ましくない結果になる恐れがあ

るであろう。英語・英文学科は年齢が 60 歳を過ぎた教員が多い構成になっている。この教

授達が退職した後、同科の研究者としての水準はこのままでは低下せざるをえないであろ

う。それは１年後から数年後に迫っている。教育学部他学科に比べて他大学出身者が多い

ことは人事審査の公平性と力のある教員の採用を目指しているようで間違ってはいないが、

人事採用方法でももうひと工夫する方が望ましい。しかし、大事なのは現在いる研究者で

ある。この問題を同科では正面きって取り上げ、討議し、真剣に対処するべき時である。 

（３）研究の社会的効果 

 研究内容が個人ベースであるので、社会的効果はさまざまである。学科として社会的効

果を考えるのが望ましい。 

（４）諸施策及び諸機能の達成状況 

 これについては（２）に述べてある。 

（５）研究の質の向上及び改善のためのシステム 

 （２）に関連する問題である。改善のシステムを作り、なんらかの前向きの結論を出す

ことを期待する。 

 

４. 大学院教育学研究科の評価 

 既に上述した項目と重なるものもあるので、それ以外を簡単に述べておく。 

  １）特色を出すこと。 

  ２）特化した目標を立て、学生が到達する目標を示すこと。 

  ３）理論なのか実学なのか。 

  ４）学生を知的に刺激しているのは成功である。 

  ５）ますます国際交流をさせよう。 

 

  以上で本評価者の任務を終える。早稲田大学教育学部英語・英文学科に期待するところ

が大きい。                                          
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Ⅵ  社会科教育専攻・教科教育学専攻、社会科についての評価 

 

 

 

                                                     朝日新聞社論説副主幹 

                               岩 村 立 郎 

        

 教育学部の社会科学系の外部評価を課題として与えられた際、教育とも教育学とも教員

養成の問題とも真剣なかかわりは持ってこなかった一人の素人として、到底果たし得ない

責務を負うことになるのではないか、という危惧の念があった。しかし、これまで長年に

渡って社会や国、あるいは国際間の多様な出来事や問題に対し、常に「素人」として観察

し、取材し、報ずべきは記事としてまとめる作業をしてきた立場から、あるいは素人であ

るが故に気づく事があるやも知れない、と考えた。 

 評価する以上は、単なる観察ではすまされない。実態と内実に対する取材欠かせないが、

まことに不十分なことに、その肝心なことがなかなか果たせなかったことを、まず告白し

ておかなければならない。それは、学部の壁が厚かったからではない。 

 膨大な資料を届けて頂いたのが７月の説明会の２週間前で、残念乍らほとんど目を通す

余裕のないまま説明会に臨まざるを得なかった。秋学期になって講義の参観や教授の方々、

学生のみなさんの話を伺うことに努めようと考えたものの、これは９・11 テロ事件で日常

の本務の煩忙に追われる事態となって思うように尽くせないまま終わった。以上のことは

あらかじめのお断りしておかなければならない。というのは、教育学部の全体像と「にお

い」をイメージするだけの実体験を持たない者がどうして正当な「評価」をなし得るか、

という問いに、正直なところたじろがざるを得ないからである。 

 とはいえ、素人は素人なりに、感ずるところはある。社会科学系の問題以前に、まず何

よりも難しいのは、今日の大学教育における「教育」学部の意義があると思う。 

 教育のあり方自体が大きく問われている。教員のあり方、育成をめぐっても論議がかま

びすしい。という時に、教育学部から現実の政治の場での論議に向けて何か発信が行われ

ているかというと、どうもそうではなさそうである。教員養成は教育学部の本来は中軸の

存在理由であると思う。ところがそれがいわゆる「ゼロ免」に占拠された形になっている。

「ゼロ免」が悪いわけではなく、ゼロ免と教員養成が同じ屋根の下で「教育」学部を名乗

っている点に外部からのわかりにくさがある。 

 現実に中学、高校の教員採用が極めて限られている状況下では、教員志願の学生が増え

ようはずもない。「当学部は教員養成だけではない」と“多様性を強調し”学際コースの開

設をはじめ「一大総合学部」をめざそうとするのは苦心の方向であり、学部の生き方とし

てはもっとものように思われる。しかし、全学を見渡した時、重複やムダはないだろうか。

あるいは、教員養成の位置づけが中途半端になってはいないだろうか。学部案内に「また、

本学部には教員免許を取得するための教職課程があり」と付属物のように記されている。

「従」としての教員養成であるとすれば、後述するように思い切って別立てにすることが

考えられてよいように思う。 
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 地理歴史専修課程には、「各方面で活躍する人材を養成するとともに、教員をめざす人に

も十分こたえられる」とある。地理のゼミが教育学部にしかないので教育学部に入ったと

いう卒業生の話を聴く機会があった。それによると、教科教育上、教育学部に地理学が置

かれているのはわかるが、地理学を専門的に学ぼうとする気持ちからは、なんだかもの足

りない、異和感があったという。教科教育を必要としない学生にとっては、教員養成課程

そのものがうっとうしい存在に感じられているのかも知れない。 

 社会科学専修にしても、政治学、経済学、法律学、マスコミ等の基幹的授業と関連科目

のコンビネーションにより、社会科学全般と現代社会の現実的問題を幅広く、かつ深く学

習できる」「それにより社会人としての広くかつ高度な知識と教養を習得し、各方面で活躍

できる人材となる」「また、使命の一つである教員養成のための科目も設置してある」と、

まず教員になるつもりのない学生を主として、教員にもなれます、という位置づけとなっ

ている。これは何故か。 

 学生の立場から見ると、 も重要で深刻な問題は就職であろう。教科教育の必要上、人

文、社会、自然の各科学にわたる広幅な科目がそろっているから、広い範囲の学問をなぞ

り得るとしても、「かつ深く」といえるほどの専門性はどうか。学生と話して感じるのは就

職の会社回りなどでどんな学部なのか説明しないとよくわかってもらえない、という悩み

である。客観的に「教育」学部で何をしてきたのかが見えにくい、何を得意とするのかを

アピールしにくい、という。教育学や教育心理学などの専門的な知識を生かして教育関係

の職を求めるか、幅広い「教養」を生かしてマスコミを志願するかが一つのパターンにな

っているようだ。問題は、そのどちらも就職機会がごく限られていることだ。 

 従って、一般企業に就職先を求める傾向は強まらざるを得ない。しかし、そこにくると

法律、経済、経営など専門的知識の面で他学部に譲らざるを得ない。このため、専門学校

へ通って技術や技能を身につけたり、他学部に編入したりという学生の自助努力が行われ

ている。就職難のいま、どの学部であれこのようなことはあるに違いない。ただ、教育学

部の場合、「不況による就職難だけが理由ではないことが問題なのです。つまり『教育学部』

教育の問題なのです」と言われると、考えさせられる。 

 学部としての共通のテーマが見えにくく、学問としての専門性があいまいになっている。

社会科学には優秀な教授陣を擁しながら、その先生たちが自らの専門性を十二分に発揮す

る場として教育学部をどうとらえているのかが定かではない。一般的にいえば、専門性と

いう点では法学部、経済学部といったところにそれぞれの本領があるのではないか。とす

ると、教育学部の社会科学系教授陣はそれら本領学部の在籍表とは異なる何かを持つとい

うことでなければなるまい。 

 ところが、授業シラバスからは、それが明確になってこない。社会科学基礎研究の一つ

に「憲法学の視座から講義するが、目標は法学部における講義とは異る」と明記している

授業が一つだけあった。 

 学部と大学院を比べることは乱暴かも知れないが、米国の教育学大学院でベストといわ

れるコロンビア大学の大学院のシラバスを見ると、ほとんどの科目が「教育」につながっ

ているのが一目瞭然である。（大学院の名称自体が Teachers' College と明快きわまりな

い）。一例を挙げるにはとどめるが、「政治学」は①米国の政治は教育をどのように動かし

ているか②途上国の政治発展に果たす教育の役割③社会政策に及ぼす連邦政府、州、政党、
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圧力団体の役割④人種・民族が米国の公教育に及ぼす影響⑤米国の技術革新と公教育――

といった具合である。 

 「教育」とのリンクという角度で見ると、学際コースにも残念ながらこれほどの明確な

問題意識はうかがえない。そもそも何故、この三つなのか、という疑問がぬぐえない。地

球環境やコミュニケーション、異文化理解、表象論といったことが時代の“売れっ子”に

なったからというだけでなければよいが。 

 といっても、学際がダメだというのではない。「従来のタテ割り学問では対応できない現

代社会の諸問題」に立ち向かうべく、現代社会の要望する「社会科学の総合的、学際的研

究」を実現する、との基本理念は大いに生かされるべだ。ただ、それは、もう少し丸めて

いえば、かつての教養学部理念とどう異なるだろう。教育学部の基本とすべき方向に、リ

ベラル・アーツは近いのではあるまいか。そう言うと、「教育学部の専門性をどう心得る」

と反論が返ってきそうだ。 

 そこに問題があるように思う。「教育」学部の脱皮には、「教育」の専門性を捨てる覚悟

がいるのではないか。「教育」というと、どうしてものまず学校教育が連想される。そこに、

学生が社会に接する際に説明を求められて戸惑う原因があるのだろう。先生になるわけで

もないのに、なぜ教育学部なの、という問いへの戸迷いである。「教育」により広範なイメ

ージを持たせる方法はないものか。「教育」学部を「教育文化」学部とすると、印象は大分

異なる。 

 学部が「教育」の専門性を捨てるとは、教養科目としての教育学や教育心理学は残しつ

つ、専門教育は大学院に一元化するのである。これには、中学・高校の教員養成を大学院

に持ち上げるという根本的な変革が必要だ。教員養成を教育学部から切り離し、全学共通

の教員養成センターとする。法曹従事者をロースクールで育てようというのであれば、中

等教育の担い手を４年制大学でつくることにこだわるべきではない。 

 教育学部学生の就職先は製造業は 18・７％、商業 14・９％、情報 13・４％という。教

育関連への就職率は文学部や法学部よりも低いようだ。「教育学」が十分に世の中に根付い

ていないこと、中学以上では科目の専門性を教育諸科学よりも重視する傾向があることな

どが背景として考えられるという。他方で、教育現場では教科についての専門的な力だけ

でなく、現場の問題を見抜いて対処する力量としての教育諸科学の専門性も大いに必要だ。

それらのすべてを学部の４年間で養うことが可能だろうか。４年ではおさめようとすると、

ゆとりのない教員養成になって、どれも半端になりかねない。教員養成は大学院課程に、

という理由である。 

 ２年間の就職の遅れは、教員養成奨学金制度を検討する必要がある。教員の資質や地位

の向上からも大学院での養成は望ましい。 

 教育はすぐれた政治の産物である。教育に対する社会科学的アブローチが、もっとなさ

れるべきであるし、現実の政治の場での教育論議に対して、早稲田の教育学部からの発信

がもっともっとなくてはいけない。                                
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Ⅶ  数学教育専攻・教科教育学専攻、理学科についての評価 

 

 

 

                                             長崎大学医療技術短期大学部教授  

                                    ノースカロライナ医科大学客員教授 

                                                                   中 村  剛 

 

１ 数学専修 

（１）理念・目的 

 数学教員、純粋数学研究者・応用数学研究者、及び産業界で活躍できる数学的素養を持

つ人材育成を理念と目的とすることが簡潔明快に書かれている。さらに、教員採用の減少、

産業界の要求する数学の変化、並びに学生の学問的興味の変化に応じた、教育内容改革の

必用性が唱えられている。 

 伝統的な数学科の教育内容を堅持する一方で、学生の興味を喚起し、時流に合った斬新

なカリキュラムを実現することは、困難な挑戦であるが喜びでもあろう。それは早稲田大

学建学の理念でもある「学問の独立」と「学問の活用」を具現化することであり、また、

数学専修の健全な発展を世に示すことでもある。 

（２）教育課程 

 伝統的に 1・2 年次の基本科目と 3・4 年次のゼミを必修としており、選択科目は解析・

代数・幾何・応用数学・数学教育の科目が開講されており、多くの優秀な人材を産業界・

学会に輩出してきているので、今後もこの編成をカリキュラムの基本とすることが明確に

書かれている。また、必修講義科目の内容については、公理主義に偏らず実例を重視した

展開にすることを検討課題としている。一方で、学業不振の学生にもやる気を起させる授

業内容・勉学環境を検討する必用性が指摘されている。さらに、選択科目においては、時

代の要請に対応するために、数値解析・確率微分方程式・ゲーム理論・暗号理論などが候

補として上げられている。 

 数学が自然科学をこえてあらゆる科学の基礎としての重要性を増している以上、数学科

の教育内容と教育方法もまたその流れに沿って変わり続けねばならないであろう。定義・

定理・証明の連続で講義することは、論理の厳格性を尊ぶ数学研究者にとって慣れ親しん

だ講義方法であろうが、現代の学生に聞く耳を持たせるには、その科目の生まれた歴史的

必然性、関連科目の解説、理解容易で重要な応用例を示すことが必用である。応用におい

て主軸となる必修科目である微積分・線形代数・測度論を学生全員が興味を持てる講義内

容にすることはその第一歩と考える。この段階の学習を無事終了できれば、学生も自信を

持ち、その後の選択科目の履修にも興味を持つであろう。また、具体的にあげられている

選択科目はどれも学生にとって魅力的と思うので、早期の実現が期待される。 

 基本的な必修科目を堅持する一方で、社会の要請に応じて選択科目の幅を広げることは、

学生の数学への関心を高めるのに効果的であろう。さらに、全体的展望を明確に与えるた

めの各種履修コースの提示は、数学への興味を一層喚起するであろう。例えば、環境リス
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ク解析というコースも考えられる。この分野の理解には、上記主軸必修科目以外に、数学

系では確率論、統計学、偏微分方程式、 適化、プログラミング技術の基本的知識が不可

欠である。さらに、生物学、生理学、生化学、環境化学、地球物理学などにおける基礎的

内容の修得も必用である。さらに、法律、経済、社会学等の文系科目も社会活動を理解す

る上で将来的に必用になるはずである。こういった選択科目を環境リスク解析コースとし

て用意することは、教育学部単独でも可能なことであろう。また、数学系の上級資格とし

て有名な保険統計士試験には生存時間解析・リスクモデルといった独特の数学の知識が必

用であるが、そのためのコースとして確率論、統計学、生命表解析、 適化、プログラミ

ングといった選択科目を系統立て用意し、法律・経済分野の必用科目も含めて履修コース

を設定することも可能であろう。卒業後会社に勤めながら、それらを独学で修得すること

は容易ではないので、学生に目標を示し効果的に学習できる機会を与えることは意義深い

と思う。 

 また、ある大学医学部の外部評価報告書において、臨床において用いられる動的機能制

御、計量診断、将来予測などに使われる論理を正しく理解するための数学素養の必用性が

唱えられている。実際生物統計学の PhD を大量に輩出している米国をはじめ、オーストラ

リア、ヨーロッパでも生物統計学専門家の著しい不足が問題とされている。不確実な経済

現象の予測における確率統計学とデータ処理能力の重要性など、数学的知識を柔軟に使い

こなせる人材を必用とする分野の拡大に比べて、社会的に活躍する有能な数学科出身者は

世界中で不足している。他専修・他学科の協力をえて、このような履修コース例をいくつ

か示すことは、総合科学部的特徴を持つ教育学部における数学専修のユニークさとメリッ

トを示す上で効果的と考える。伝統ある私立大学の数学者養成機関として、時代とともに

変化する社会のニーズを捉え、積極果敢に人材養成に努める姿勢を具体的に示すことを希

望する。 

（３）教育研究組織 

 解析・幾何・代数・情報・数学教育にバランス良く専任教員が配置されており、助手 3

名、事務職員 1 名も協力して、教室の運営はスムーズになされている。 

（４）施設・設備 

 数学読書室兼自習室とコンピュータ室はよく整備されており、学生が自由に利用し、議

論できる場を与えているが、今後も利用状況を観察し、新刊書を配備したりして、よい環

境に保つことを心がけるべきであることが書かれている。学生同士で数学的議論のできる

場所を学内にいくつか提供することは、遠距離から通学する学生の多い都会の大学では特

に重要なことといえる。さらに、理学科の学生共通の自習室を用意し、数学専修の学生が

理学科の他の専修の学生と学問的議論のできる場を提供することも、時代にあったサービ

スであると思う。関連領域の知識や問題を知り議論することは、数学の価値を再認識し、

広い視野と興味を獲得するよい機会を与えるであろう。3 室しかない貴重なゼミ室である

が、この目的のために時間制限付きで利用することは可能であろうか。 

 数学専修図書室は、設立以来一貫して図書の購入と雑誌の整備に多額の費用をかけてき

た成果として、極めて充実しており、今後もその伝統を引き継がれることを期待する。 

（５）研究活動 

 研究業績については、わずか数行で具体的内容の記述に乏しいので、評価が困難である。

 30 
 

 



ホームページには教官ごとの業績が掲載されているので、上記 5 分野ごとにまとめなおし

て報告書に記載することもできたであろう。 

 学内外との共同研究を促進する制度の必用性が唱えられている。欧米では数学者のイメ

ージはよいのであるが、日本ではどちらかというと暗いイメージを持たれているのは残念

な事実である。日本の行政・経済・教育などの意志決定において科学的な議論が希薄なの

は、数学者の積極的社会貢献が足りないのも一因と言えるのではないだろうか。他の専門

分野の方が相談に来るのを待っていたのでは、共同研究の実現は困難であろう。異分野に

おける共同研究相手を探すのには、欧米で行われているように、Web にてその主旨の文章

と実績を公開することは如何であろうか。共同研究のきっかけを作ることは、実際にはか

なりの勇気と忍耐を要することではあるが、成功した時の教育研究におけるメリットは計

り知れないので、ぜひとも促進してほしい。 

 

２ 生物学専修 

（１）学生数あたりの教員数とスペースの問題 

 実験科学系学科としては、学生数に比して教員数とスペースが少ないこと、また、主要

な実験設備のいくつかが離れた建物に置かれていることが、深刻な問題として述べられて

おり、早急に広い実験室と研究スペースのある建物への統合移転が必用とされている。 

 確かに、実験においては指導教員が多く、スペースも広い方が教育効果も高いであろう

し、安全上及び管理上もそうあるべきでろうから、早急に改善すべきことと思う。本部キ

ャンパスでは稀な実験中心の学科ゆえ、大方の理解をえるのが困難なことも想像される。

しかしながら、都心の限られたスペースのキャンパスで十分なスペースを確保することは

困難なことであろう。生物学専修に特別のスペースを供出することの大学におけるメリッ

トを打ち出すことも対策として肝心であろう。例えば、世界の先端を行く多くの研究が生

物学の境界領域にあるので、他専修・他学科・他学部との共同研究を企画し、成果をあげ

ることは大きな推進力になるであろう。あるいは、企業からの外部資金を導入することに

より、企業の実験室を学生の研究に使うという工夫は困難なのだろうか。さまざまな問題

があるだろうが、２１世紀は環境と健康科学の時代とも言われているので、生物学を基礎

とした重要な研究課題の開発を期待する。 

（２）その他 

 実験関係予算の少ないこと、情報化のための予算削減への危惧、学生の居場所のない点

が述べられている。これも教育上深刻な問題であることは確かである。実に残念な状況で、

早急に改善すべきと思う。国立大学のように学生数の少ないキャンパスでも、卒論生以外

の学生は空いてる教室で食事や自学をしている。また、独立行政法人化後は、実験のため

の費用も研究費を獲得しなければ捻出できなくなるという予想もある。実際、米国の大学

では、教官ごとに獲得した研究費で優秀な学生を研究補助員として採用することにより、

教育と研究を行うことが普遍的に行われている。研究費を獲得できないと研究も教育もで

きないことになる。日本の研究費は米国に比べるとけた違いに少ないのも事実であるが、

米国の研究費（Grant）は教員やスタッフの給与並びに大学の新たな設備投資の費用も含ん

でいる。また、3 ヶ月おきの研究進展報告も Peer Review される。その点、日本では学生

納付金と政府補助金で研究費以外はすべて賄われて、Peer Review もないのだから、生活
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の心配なく研究費獲得のための長期計画を立ることが可能である。厳しい環境にあること

はよく理解できたが、一方で、教育研究のためになされた努力と展望も書くことを期待す

る。なお、他の専修と同じく、理念・目的、教育課程、教員組織、施設・設備、将来計画・

研究活動などの項目でまとめて頂ければ、一層建設的内容になったのではと惜しまれる。 

 

３ 地球科学専修 

（１） 理念・目的 

 設立以来、地質学・鉱物学・岩石学といった固体地球科学を主軸としたカリキュラムと

フィールドワークを含む地球科学の基礎固めで一貫している。現在も早稲田の伝統に基づ

くこの方針を堅持する努力を重ねているとともに、時代の流れに応じるためのカリキュラ

ム改革にも取り組んでいる。7 名という少ない専任教員で目に見える成果をあげることは

容易ではないため、教員の専門分野の拡充、理工学部との連携、本部キャンパスへの自然

科学教育センター設置による物理・化学系教員補充の計画を企画推進されている。 

7 名のスタッフで伝統的カリキュラムを維持し、さらに時代の要請に応じた学際的カリキ

ュラムを実現することは困難であろうが、広く他学部との連携で解決されんとする熱意と

建設的な対応は高く評価すべきであり、全学的協力による着実な進展を期待する。 

 地球科学は歴史的に考古学的研究のイメージが強いのであるが、 近は環境問題の一役

を担う分野として、また、日本に新たな産業を芽吹かせる材料工学の基礎科学分野として

注目されている。例えば、気象予報士コース、海洋・大気物理学的シミュレーションによ

る環境解析コース、ボーリング理論等の環境工学コース、人工鉱物合成(純鉄、純粋結晶)

利用コース、鉱物・セラミック・超電導コースなど、社会での実践を兼ね備えた選択科目

や履修コースを用意することは可能であろう。純粋学問的講義に添えて、社会的創造性と

社会における貢献性を育成するためのコースを具体的に示すことは、学生の地球科学への

興味を喚起するだけでなく、早稲田大学本部キャンパスにおいて、地球科学という学問分

野の理解を深め、期待を高める効果もあると思う。 

（２） 学生の受入 

 学生は一般・推薦・付属・帰国生・外国人の入試を通して受け入れていること、入学後

の学生の専門科目への反応が期待ほど良くないので、入試での地学受験者の優遇措置を検

討する可能性が書かれている。 

 理系大学生の学力低下現象は早稲田大学に限ったことではなく、日本全体あるいは先進

国共通の現象である。従って、入試形態や科目の微修正を行っても、母体が変わらない以

上画期的な効果は期待できないのではないだろうか。学生の不勉強、あるいは興味の持て

ない理由を調査し、主要な原因を特定することからはじめるのは如何であろうか。一般に、

個々の教員は少ない学生からしか意見を聞くことができないので、偏りのない客観的な意

見を収集するのにはアンケート調査が必用であろう。まず、現役の学生を対象にしたカリ

キュラム、学習環境、生活環境についてのアンケート調査、それと健康院からの健康調査

データ、さらに学業成績のデータを毎年収集し、可能ならばクロス分析、困難ならばそれ

らの経年変化を分析することで、有効な対策立案の根拠をえることが可能であろう。学力

低下現象に対しても科学的に対処されることを期待する。 

（３） 教育・研究環境 
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 新館への移転により教育研究環境は改善されたものの、標本陳列と大型機器のためのス

ペースの不足と技術職員削減により、研究に障害が生じているとされている。このため、

将来計画として十分なスペースの確保とスタッフの確保をあげられている。 

 スペース不足の問題は、移動棚、階層化、高層化、分散化などさまざまな工夫で乗り切

られることを期待する以外ないのであろう。一方、スタッフの不足は、研究費獲得による

研究補助員（院生、臨時技術職員）の採用、外部資金導入による派遣研究者の採用という

積極的打開策が可能と思う。容易ではないだろが、専任に頼らず、非常勤研究補助員を研

究費（ソフトマネー）で採用する制度が米国で確立している以上、日本でも早晩その方向

に進むことが予想される。 

 

４ 理学科共通 

（１）自己点検評価の組織体制 

 自己評価委員会を作り、膨大な資料を収集し、大学の現状と将来計画を取りまとめ、外

部評価を受ける体制を組織されたことは高く評価すべきことである。私立大学が健全に存

続できるためには、国立大学以上に、一般社会からの高い評価が必用である。そのために

は、優秀な卒業生を輩出することが も効果的である。もともと知的能力の高い学生が入

学している早稲田大学であるが、専門性を身につけ、社会活動を理解し、高い志を持った

卒業生を輩出するために、理念の明確なカリキュラム、自主的に学び切磋琢磨できるキャ

ンパス、教員が教育研究に専念できる環境の整備に向けて、自己点検評価委員会の活動が

今後も休むことなく続けられることを期待する。 

（２）総合的研究課題の設立 

 3 専修とも、設立以来の伝統的なカリキュラムでの実績が豊富なので、その骨格を堅持

する一方で、時流に合った肉付けの必用性を唱えられている。学問のボーダレス化、情報

化、競争激化という状況の中で、その理想を専修単位で自己完結するよりも、理学科 3 専

修の研究資源を結集し、ユニークで先駆的なカリキュラムを構成されることが必用であろ

う。第一ステップとして、理学科全体での総合的な問題解決型研究課題の設立が考えられ

る。現在の科学・社会が抱えている科学的仮説を証明する手段としての数理科学モデルの

開発は、各専修単独では困難と思うが、理学科全体ならば可能なのではないだろうか。例

えば、ヒトゲノム計画により、生物としてのヒトをその基本となる設計図から体系的、統

合的に理解する基盤が出来上がりつつある。ゲノム配列に数学的規則性を見出して、遺伝

子などの生物学的機能単位を予測する情報科学的解析（バイオインフォーマティックス）

に多くの数理科学者が取り組みはじめている。この基盤の上に、細胞レベルから個体レベ

ルへの因果関係を直接解明する生命科学の誕生が予想される。応用例として、疾病の原因

をヒトの遺伝子に関連づける研究も可能になる。そこでは、膨大で不確実な情報からさま

ざまな因果関係を推測するための数理科学的方法の開発が必用である。これは、２１世紀

の理学科にふさわしい研究課題の一例と考える。また、発ガン数理モデルの研究も格段に

進展している。米国環境健康科学研究所（National Institute of Environmental Health 

Sciences）では、数学（統計学、確率論、微分方程式）、生物学（薬理、毒性、分子生物、

発生遺伝等）、生化学、医学の専門家が、共通の研究課題の解決のために、さまざまな分担

課題を受け持って推進している。地球科学専修については既に述べたので省略するが、こ
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のような研究課題は山積しているのではないだろうか。 

（３）電子化 

 学術雑誌の充実は、一方でスペースと管理費用の問題を生じる。一策として、電子ジャ

ーナルの利用は、保存スペースと管理費用の節減ばかりでなく、雑誌購入費用の節減にも

役立ち、検索も容易で、紛失の心配がない。また、研究室や自宅から 24 時間随時参照でき

る。学生と研究者は、自分が参照した図書雑誌情報を自分のパソコンの磁気ディスクにプ

ライベート文献データベースとして保存することができ、学習と研究の効率を著しく向上

できる。また、 近の洋書は発行所で紹介文や目次を Web にのせる傾向にあるので、それ

を用いて内容検索システムを作ることも講義の準備や研究の効率を高めるであろう。 

（４）その他 

 国立大学は税金で賄われている以上、外部評価を受け、その結果を予算に反映させるこ

とは当然の義務といえる。一方、私立大学の本来の外部評価は、受験生（入試の倍率）と

企業（就職状況）により既になされているとも言えるであろう。あえて他大学教員にも外

部評価を委嘱する目的は、むしろコンサルタント的な内容を期待してのことと考える。こ

の観点から、提言・提案を中心にしてこの報告書をまとめた。一人で理学科 3専修につい

て評価することは能力の限界をこえた作業なため、今後改善されることを提言する。地球

科学専修の自己評価はストーリー性があり、要点がよくまとまっている印象を受けた。地

球科学の専門家が評価委員だったならば、建設的で詳細な提言がなされたことであろう。

大学院数学専攻は設立まもないので、今回はあえて評価しなかった。また、今回の報告書

には学生の声が反映されていないことは残念であった。 後に、本報告書作成にあたり、

九州大学医学部医療情報部（野瀬善明主任教授）にもご協力頂いたことを記しておく。      

  

 

                                                                      以  上 
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