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報告レジュメ 

 
１．大学点検・評価報告書について 
  目的－大学の低迷の打開   そのためには閉鎖性の克服 
     手段として大学の自己点検・外部評価 
  閲覧対象者は－  見やすくする  わかりやすくする 
  体裁 学部－社会科学研究科に分ける 
     教員の個人リストは、カリキュラムの一環として分かりやすい一覧表にする 
  ４年毎   分野によっては２年毎も 
 
２．学部 
（１）二つの理念－ １９６６年 社会科学部 教員組織はすべての学部出身者で専任教員 
          のいる夜間学部として出発 勤労学生 社会科学総合研究の設置 
         夜間学部・夜間大学院の展望は 
  目的－広い視野を持った専門家の育成 既存の科学でとらえられない新しい視点、 
     新たな説明原理、新たな研究方法の開拓－教員の研究、社会的活動、実践活動 
    この理念、目的が全教員に共通の認識になっているか 
（２）教育活動 

・ カリキュラム 
   一人一人違うカリキュラム   必修は外国語と外国書研究だけ 
   他学部・他機関での単位互換    ４８単位に増やしてきた理由と効果は 
  問題－社会科学部・学士としての力量とは 
     学生に任せて力量獲得可能なカリキュラムになるか－履修モデルとは 
    －専門演習は選択－８５％   実質８０％にいかない    ゼミ数は 
    －残り２０％の学生をどう考えるか 
  評価できる－新入生対象の学際研究入門 複数教員  さらに導入教育の充実を 
       －他学部との単位互換、ただし独自性の希薄化 
 
・ ３－７時限の枠 
  問題－６時限以降しか出席できない学生のカリキュラム選択に不利益はないか 
          昼間のみの科目、夜のみ科目は 
     －教室の関係で３－４時限に設置しにくい問題をどうみるか。 
・基礎演習と専門演習の関係、また選考の方法  演習の上限はどうやってきめたのか 
・ 履修人員０の科目、他方５００人以上の科目とは 履修人数の格差をどう考えるか 
  評価できる－科目登録ガイダンス－新入生  学問分野毎、個別相談 
・ 教育内容・方法 
  学生側の調査をすること－５０％以下が過半数を超える学生の出席率について 
・招聘講師とは  その効果・評価 
・ 教員組織 

教授の比率が高すぎる  女性比率が低すぎる－学生比率は女子１８％（1999） 
社会科学総合の比率が低いのでは    教員の定年年齢は 
早稲田出身者の比率をどうみるか－採用方法  公募と実際、経過 
昇格の問題  おおよその原則規定は必要 

・ 成績評価ほか 
絶対評価だが、優が３割を超えないという申し合わせの意味は 
成績の追跡調査は生かされているのか。入試改革、過年度学生の問題に 
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「開かれた学部」とは－３年次編入の目的は何か－かえって、レベル維持困難に 
  門戸が開かれていることとレベルの維持のバランス 
留学生の受け入れは大きな問題－学部単位の交換留学生なども 

（３）研究活動 
  社会科学学会   学会誌にレフェリー制の導入を 
           古希記念号が多すぎる 
           年二回は少ない  内容の配分や研究分野のバランスに配慮・工夫 
           シンポジウムなど、成果公開の方法や開催数に努力必要 
  専任教員の海外派遣・出張は一覧表でなく、どのような成果があったかなど、 
  公費でいった場合は報告が必要、規定や原則はないのか－教育に支障 
（４）学生 
 ・充足率－１０％を上回ることについて   歩留まりの関係か 
       合格者の手続き率の低下  －４４．８％（1999）に 
  問題－単願者の減少傾向  ４－５の併願が増加傾向  首都圏集中、地方減 
   「楽観できない」（87）その理由と対策を 

・ 全国自己推薦入試 
  一般入試に比して女子の割合が高いことについて－どう評価しているのか。 
・ 帰国生の入学辞退者が多い問題 
・ 社会人学士の合格率の上昇－社会人の位置付けを明確にしておく必要 
・ 学生生活・奨学金 
  応募率１０％、採択率８４．５％への減少、奨学金の充実は今後重要 
・ 進路－就職状況 
   就職状況悪化への対策は重要 
   「その他」の増加の中身を調査・分析する必要あり   ９５頁 
   また、報告がない学生についても調査の必要あり 
   対策は－大学の職員・教員で 

 
３．大学院 
（１）理念・目的  １９９４年４月  夜間大学院－社会科学の総合的・学際的研究 
         高度な専門知識を持つ人材 
  地球社会論－グローバル化に対応 国際社会の秩序再編 
  政策科学論－政府と社会 市民社会と社会 企業と社会 
  評価できる－公正にしてゆとりある社会の実現を共通認識に、具体的な政策形成、問題 
        解決の方法を理論と実践面から研究する 
  課題 カリキュラムの充実、とくに政策科学・地域研究分野 教員増（常勤・非常勤） 
     院生の研究水準の向上 教員間・教員・院生間の協力 
     その他  ３５－３６頁 
（２）カリキュラムの編成を分かりやすくするため一覧表に  専任教員２９名の一覧表も 
  外国人教員がいないことについて 
（３）教育活動・施設 
  課題－院生の意見や希望をどう反映させるか 
  『ソシオサイエンス』年１回 『院生論文集』年２回 －質の維持・向上が課題 
  評価できる－院生・教員合同研究会が定期的に開催 
（４）院生 
  問題 志願者は多いのに充足率が低い－なぜか、入試制度だというが、その内容 
     制度だけでないとすれば何か、そして質の維持の問題をどう考えるか 
     政策科学専攻に充足率低い 対策－まずは政策科学の充実策 
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     質のいい院生獲得のための対策は？  夜間大学院の利点を生かす方法 
     学生の進路希望と進路状況との分析   
     院生の授業評価の分析と反映方法を 106-8 頁 
（５）施設など 
  図書室が教員と院生に分かれている理由 
 
４．教員の個人活動（教育・研究） 
   評価方法を試みたことは評価される 一層の改善を 
    学会・研究成果－定量評価（質の評価なし） 教育評価の方法が課題 
   評価対象として－実践活動 過去の代表的な研究 教育面 研究・実績の質 
 
５．総括－改革方向－アジアの大学／世界の大学 
   希少性と先駆性－社会科学系夜間学部 社会人学士入試制度 全国自己推薦入試 
   社会科学部の独自性－他学部（オープン科目）との差異、他大学との差異 
   大学評価とは何か 科学研究費、内外学会参加のほか、地域市民の側など 
   大学院－夜間大学院として展望するなら、その方向で議論すべき／普遍性と独自性 
  課題－アジアの大学・世界の大学としての理念・目的 
    －卒業生による評価 協力体制を 
    －課題の順位づけ  長期と短期の戦略 
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 まず、評価報告書が読みにくかった。つまり学部と大学院と一緒になっておりますので、学部

と大学院は分けたほうがよい。また、教員の個人リストが横の形になっておりまして、これは大

変読みにくい。本文と同じく、縦に横書きにして、１人２ページぐらいで、どういうカリキュラ

ムを持っているのか、学歴とか学位とか、一覧表の形にしていただくとわかりやすかったんじゃ

ないか。つまり、カリキュラムをどなたがどういう形で持っていらっしゃるのか、それに即した

業績なり著書、論文とか、そういった個々人の全体像を知るには、横に見開きだと大変わかりや

すかったのではないかということです。 

 それから、報告書は４年ごとに作成するとあったのですが、項目によっては２年ごとに新しく

するとかの工夫があってもいいのではないか。つまり、教員の研究実績でありますとか、学生の

進路や就職動向などは２年ごとにプラスアルファするなり、改善した事項については追加してゆ

くということも大事かと思います。 

 つぎに、学部について述べます。社会科学部というのは夜間学部として出発したけれども、今

日では昼間の学生がふえてきているという変化に、どう対応してゆくか。今後の展望のところが

わかりにくかった。勤労学生が対象であったからこそ、社会科学の総合的な研究は学生にも受け

入れやすいし有益でもあったけれど、昼間の学生が対象となってくると、他の学部との違いや学

生の望む研究も異なってきているのではないか、といったことを踏まえて、展望を出してゆく必

要があるのではないか。そのためにも、広い視野を持った専門家の育成、既存の科学でとらえら

れない新しい視点、新たな説明原理や研究方法の開拓など、学部ならではの目的が掲げられてい

るのですが、これを全教員に共通な認識とすることが大切です。つまり、全教員が、こういう学

生を育てるんだ、こういう人材を育てていくんだということを共通の認識にして、研究や教育に

生かし、また学生に対しても、学部の理念や目的を知らせる機会を設けたり議論し合うなど、で

きれば、学部を構成する学生・教職員が、社会の変化を先取りする形で、学部の将来像をえがい

てゆくことが、今後、特徴ある学部の発展には欠かせないであろうかと思います。 

 カリキュラムに対しては、必修が外国語と外国書の研究だけということ、それから他学部と他

機関での単位互換が多く、48 単位にふやしてきておりますので、その辺の理由とか、それで効

果がどうだったのかというふうなところが読み取れませんでしたので、お聞きしたいことです。

それから、ゼミなんですが、私は、大学の学部は、ゼミを中心にしていくということが大事だと

考えています。ゼミにこそ、大学の意味があるのではないかと考えるからです。それで、この報

告書を見ると、約 20％の学生がゼミには入っていないということなので、その辺はどういうふ

うに考えていらっしゃるのでしょうか。 

 評価できると思ったのは、新入生を対象に、学際研究というものはどういうものなのかといっ

た、大学生としての研究への導入教育をしていることで、これは大いに充実させていただきたい

と思います。それから夜間学部ということで、３－７時限の枠になっています。そうすると６時

限以降しか出席できない学生が、カリキュラム選択で不利益がないのか、なければいいんですけ

れども。報告書には、教室の関係で３－４時限に設置しにくいという問題がありまして、事実、

先ほど施設を回らせていただきましたが、やはり教室の問題はこれからもずっと頭の痛い問題で

はないか察するところです。カリキュラムの設定等、どう解決されていくのでしょうか。 

 基礎演習と専門演習ですが、学生の演習の選択方法がどのようにされているのか不明でした。

また演習には上限人数がありますが、どういう理由から決められたのか、あるいは基礎演習と専

門演習の関係についても、報告書では読み取れませんでした。科目については、履修人員がゼロ

の科目もあれば、 500 人以上の科目もある。受講者数の差はあって当然ですが、受講生がいな

いとか、５００人以上とかいうのは問題だと思いますが、その対策は考えていらっしゃるのでし

ょうか。ただ、科目登録のガイダンスについては、学問分野ごとに個別に相談していらっしゃる

ということで、これは大変親切なことであろうと思いますし、シラバスのモデルを設定して、こ

れなんかは大変ユニークで、社会科学部らしいなと思いまして感心いたしました。 

 教育内容・方法については、やはり学生側の調査をしていただきたい。報告書では、教員の方

の調査結果とその検討だけですので、ぜひ受ける側の学生調査をしていただきたいと思います。

そうしますと、50％以下の出席率という科目が過半数をこえているという問題など、その辺の事

情もわかってくるのではないかと思います。 
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 教員組織については、教授の比率が高いのは大学院の設置など理由があったことは理解できる

のですが、今後の課題として若返りも必要かと考えます。それから、４年生大学共通にみられる

のですが、やはり教員の女性比率が低過ぎるのではないかと思われます。学生比率 18％と比較

しても、かなり低い。それから、早稲田出身者の比率が約半数ですか、その辺をどう見るかとい

うことは私の方ではわかりませんので、自己評価としてはどうなのか。それから採用の方法は公

募と書いておりますが、実際どうなのか。採用や昇格など、今後は、できるだけオープンにして、

よい人材を確保するためにも、おおよその原則規定というものが必要だと思います。 

 以下、時間の関係で要点はレジュメを見ていただくことにして、問題点だけ簡潔に話します。

まず学会誌が年２回というのは少ない。だからかもしれませんが、古希記念号が多くなってしま

う。それから学会誌にも外部評価とかレフェリー制を入れていくということが課題だと思います。

シンポジウムなどの回数も、２年に一回程度というのは、少なすぎる。社会科学部の存在をアピ

ールするためにも、研究や活動の成果を市民に広く公開することをもっと積極的にする必要があ

る。専任教員の海外出張一覧をみますと、人によって大きな差がありますし、回数や日数など規

定とか原則はないのでしょうか。というのは、公費での出張ということであれば、成果の公表も

必要でしょうし、教育の方に支障はないんだろうかと思いますので。 

 受験学生に関して、報告書には、「単願者が減ってきているということは楽観できない」とい

う指摘はあるんですが、その理由と対策については明確な分析はありませんでした。是非検討す

る必要があると思います。なお、自己推薦入試は一般入試に比して女子の割合が高いというので

すが、この点、どう評価されているのか、そして、近年、社会人の学士の合格率が上昇しており

ますので、社会人の位置づけというものを明確にしておいた方がよろしいのではないか。という

のも、社会科学部は、創立当初より、門戸を開放してきたということで、早くから社会人はじめ

多様な学生を受け入れてきているのですが、その頃は、立場は違っても、大学教育という点では

同一のメニュー、同一の内容や質を提供していればよかったし、また学生の側も覚悟してそれに

ついてきたのですが、近年は、学生の多様化が、そのまま、学業の質や学生のレベルなどの差が

広がってきて、教育に混乱を生じさせているのではないかと察するからです。むしろ多様な学生

に見合った多様な教育を提供する方向にあると考えて、対応すべきかと考えます。 

 それから、学生の卒業後の進路状況で、他大学同様、問題が出てきております。就職も進学も

しない、「その他」というのがふえてきていることです。進路動向は、大学評価の大きな項目の

一つといえるだけに、「その他」の中身の調査とか分析が必要だと思います。 さて、ではレジ

ュメの３ページ目、大学院の方についてのべます。まず、理念・目的、二つの専攻、地球社会論、

政策科学論、いずれも、今後とも魅力的な研究分野だと思います。問題はカリキュラムの充実で

あり、やはり教員増も含めて検討課題かと思います。というのは、院生の数が多いのです。教員

１人当たりの院生の数からすれば、これは大変な労力ではないかと察するからです。ドクターの

学位を出すということになりますと、相当密度の高い指導をしなければなかなか難しい。とすれ

ば、人員増だけでなく、学部担当のコマ数を軽減するとか、の対応もありますが、、、、。それから

外国人の教員が１人しかいないということも、今後検討すべきでしょう。地球社会論、政策科学

論、いずれもグローバルな観点から外国人スタッフが入ってくるべきだと思います。 

 教育活動については、報告書でも指摘されているように、院生の意見とか希望とかをもっとも

っと反映させていく努力が必要ですが、合同研究会を定期的にもっているのは評価できます。こ

れを、希望するものには、博士への進学や博士の学位をとる方向で、意識的に研究の質の高さに

つなげてゆくことを期待したい。それから、院生の方ですが、政策科学の専攻の方が充足率が低

いんです。その辺はどう評価されていらっしゃるのか。 

 あと、教員の個人活動ですが、この辺は後日じっくり考えさせていただきたいと思います。と

いうのは、とりあえずこの評価報告書では定量評価になっているからです。質の評価というもの

はなかなか難しいわけですので、その辺をどうしたらいいか。例えばレフェリーつきの学会誌に

載せたものとそうでない学会誌や関連雑誌などに分けて書くとか、あるいは、新聞や雑誌、テレ

ビなど社会的な影響力を持つメディアでの活躍などの評価についても、どういうふうにしていく

か、今後の課題ではないかと思います。それから、評価報告書では、教員の業績を過去５年に限

っているのですが、教員の代表的な研究につきましては、何も５年に限ってということではなく
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て、例えば、その研究分野では共通に読むような文献となっているようなものでしたら、載せて

いいのではないかと思います。 

 最後に、評価報告書の総括では、アジアの大学・世界の大学という大変グローバルな視点で、

方向性といいますか、理想を掲げていらっしゃるんですが、そのことと、評価報告書の最初に、

社会科学部の目的・理念、それからカリキュラム、その辺が整合的かどうか、もう一度点検して

いただきたい。アジアの大学、世界の大学としての早稲田の社会科学部というものをどうやって

クリアに内外に示していけるのか、考え続けていかねばならないし、実践し、その成果が目に見

える形で評価されてゆくことを願って、評価の締めくくりとします。 
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早稲田大学 社会科学部、社会科学研究科への提言 
 

                   高崎経済大学地域政策学部教授 塩田咲子 
 
 
1 大学点検・評価の形式･内容について工夫する必要がある｡ 各項目について、現状の説

明、点検・評価をふまえての長所と問題点、改善策や将来の方向などを簡潔に記述する

こと｡ 
                           
2 学部や大学院の不断なる改善、改革をすすめてゆくには、学部･大学院の点検評価を、教

職員・学生など構成員全体に共通な認識として共有すること。 
 
3 学部教育におけるゼミナールの位置付けを明確にし、卒業論文を単位として義務付ける

など、学生の学力の向上、教育成果を図る一環にすること｡ 企業体験や起業に向けての

学習を取り込むなど、社会人になるための教育を考えること｡ また、大学院生と教員と

の恒常的な議論の場として、教員用の図書室の一部を再設計し、活用すべきである｡  
 
4 学部・大学院教育や教育環境に対する学生の意見聴取やアンケート調査などによって、

学生と教職員との良好なコミュニケーションをはかり、学業のレベルアップや魅力ある

カリキュラムを通して、なお一層、特色のある学部･大学院づくりを進める｡ 
 
5 アジアの大学、世界の大学としての早稲田大学における本学部・研究科の独自性を高め

るには、教員の研究・教育の力量を常に高めてゆく努力が必要であり、また、その成果

を学外に示す必要がある｡ 教職員、学生など、学部･研究科の構成員による、シンポジ

ウムや公開講演会、住民との連携活動など、学外での幅広い活動を一層充実させること

が必要である｡ また、交換留学生や交換教授など、アジアを中心に諸外国の大学との交

流もなお一層、不可欠である｡ 
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高 橋   進 
（東京大学大学院法学政治学研究科教授） 
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報告レジュメ 
 

１． 教育活動 
（１） カリキュラムについて 
（２） 学部 
（３） 大学院 
 

２． 研究活動 
（１） 海外派遣・海外出張 
（２） 科研費採択状況 
（３） 研究成果の公表・・・『紀要』等について 

 
３． 学生 

（１） 学部 
（２） 大学院 
（３） 授業評価 
 

４． 施設・管理運営 
（１） 教員図書室 
（２） 学生図書室 
（３） 学部内委員会 

 
５． 教員の個人記録 

（１） 研究成果 
総合評価指標 

 学術評価指標 
 

６． アンケートについて 
（１） 教育活動に関するアンケート 

 
７． 総括―改革への方向 

（１） 自己点検・評価の基本姿勢 
（２） 学部―概観 

(A) 社会科学の総合化 
(B) 教室不足・教員充足・講義負担 
(C) 学生の多様な問題意識・履修モデル 

（３） 教育 
社会科学部の独自性 
全学的な総合化・学際化 

（４） 研究 
（A） 科学研究費 
（B） 国際学術交流 

（５） 学生 
（A） 就職 

 10



（B） キャンパス・ライフ 
（６） 教員の研究業績 

研究の質の評価 
（７） 大学院 

教育（研究指導） 
研究（院生の自主的研究会） 
学生（専門大学院・留学生） 

（８） 終わりに 
 

以  上 
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 まず社会科学部がこのような自己点検評価を実施されましたことにつきまして、東京大

学やイギリスの大学の経験に照らしまして、そのご努力に心から敬意を申し上げます。 

 私の見解がどれほどお役に立ちますか、極めて心もとないかぎりですが、レジュメに沿

いまして私の所見を述べさせていただきます。そしてまた、レジュメの２枚目の「総括」

のところで色々なことを書き、重複する点も出てきましたが、その点ご容赦いただければ

幸いです。 

 （１）まず第１番目の教育活動です。ここではカリキュラムだけを取り上げさせていた

だきます。 

 まず学部のカリキュラムですが、「社会科学の総合化」が教育の柱になっており、それが

社会科学部の理念になっているわけです。それに沿う形でさまざまな努力がなされている

という印象を持ちました。特に、「履修モデル」をたてましたことは極めて有効ではないか

と考えております。 

 そのことを踏まえまして、幾つか私の方で分からないことがありましたので、その点を

お伺いできればと思っております。一つは、講義科目の過不足の問題です。それは当然の

ことですが、教員の問題、あるいは教室の問題が絡むことかと思いますが、その点一体ど

うなっているのかということです。 

 もう一つは、具体的なカリキュラム編制、どの時間帯にどの科目を入れるのかというこ

とです。多分バッティングするような形で入れざるを得ないと思いますが、そうしますと、

ある学生は両方とりたいが、同じ時間帯であるというようなことが起きるのか、それは他

の年次でとればよいという形で処理がなされているのか。細かい話ですが質問させていた

だきます。と、いいますのは、我々どもの学部のカリキュラム編制は常にバッティングし

ないような組み方をしていますので、そのこともありましてお伺いさせていただければと

思います。 

 教育内容の方に移りますが、恐らくどの大学も同じような問題を抱えていると思います。

「教育活動に関するアンケート」を見てみますと、「受講者の基礎能力、関連知識は十分で

すか」という問いに対して７％の先生しか十分である答えてない。「受講者の能力を考えて

講義を行っていますか」という問いの答えが 31％、この点どう考えるか非常に難しいので

すが、そのようなことに対して、これからどのような措置をとろうと考えているのか、と

いうことです。 

 次に大学院ですが、社会科学の場合、自然科学と違いましてどうしても院生の自己努力

が大きな比重を占めざるを得ないと考えております。そこでアンケート等々を拝見させて

いただきますと、一つは先生方の方では講義内容、基礎能力に関して、そう高いポイント

が与えられているわけではないということと、ここは「総括」のところでも指摘されてい

ることですが、院生独自の研究会がやはり少ない。これは公式の研究会であって院生独自

の非公式の研究会があるのかもしれませんが、そのように考えても少ないのかなという気

がしております。 

 

（２）第２番目の研究活動です。海外派遣、海外出張に関しましては、総体的に見まして

相当活発になされているのではないかという印象をもちました。そして、政治学の場合だ

けかもしれませんが、これからの課題として、海外の国際会議に出るというばかりではな

く、海外の雑誌への投稿ですとか、欧文の図書への寄稿ということも、問題になっていく

のではないのか。 

 例えば、今大学の研究評価を一番厳しく実施しているのがイギリスの大学だと思います

が、イギリスの大学の話を聞いてみますと、レフェリーつきの有名雑誌にどれほど書いた

のか、あるいは有名出版社からどれほど本を出したのかが、評価基準になっています。お

いおい日本もそのようなことを考えなければならないのかなと考えていますので。 

 科研費の採択状況ですが、正直言いまして、多いのか少ないのか、判断しかねるところ

 12



です。ただ、科研費が競争的経費になっており、研究費のなかで科研費の占める比重がこ

れから増えていくことは間違いないのではないのかと思います。 

 ただし、社会科学の場合、自然科学と違いますので、現行のままの科研費の運用状況で

よいのかという問題を社会科学全体で抱え込んでいますので、この点に関しましても何か

考えなければならないのではないかと思います。 

 研究成果の公表ですが、『紀要』等ですが、『ソシオサイエンス』があり、これは非常に

充実しているという印象を持ちました。問題は『院生論文集』でして、他大学でも同様な

論文集が次々と出ておりますので、その中にあってどのような独自性を発揮していくのか、

という点がこれからの課題になっていくのではないかと思います。 

 

（３）第３番目の学生ですが、まず学部学生です。一つは都心にある、特に山手線の中に

ある大学では、学生の福利厚生ということが非常に大きな問題になってきています。食堂

の数が少ないとか、休憩する場所がないとか。そのような点が、東京大学の本郷キャンパ

スでも出てきていますので、これから考えていかなくてはならないのかなと考えておりま

す。 

 もう一つは、就職問題で、塩田先生もおっしゃいましたとおり、「その他」の数がふえて

きている。「その他」の実態を何とか把握するすべがないのかなと思います。 

 第２番目が大学院ですが、修士課程の定員割れということが指摘されています。その関

係で合格率の低さが気になりました。関係するかどうか分かりませんが、入試制度が現行

のままでよいのだろうかという印象を持ちました。今は語学と一般専門と専門科目だと思

いますが、果たしてそういう形でよいのかどうかということを考えました。 

 大学院生に関する授業評価ですが、「アンケート」で気になる点は、施設への不満もある

のですが、それよりも博士課程の院生の学会報告や学会誌の寄稿の少なさです。各分野で

の学会のあり方とも関係しますので、一概に言えるものではないとは思いますが、やはり

ちょっと少ないのではないかという印象を持ちました。 

 もう一つは、繰り返しになりますが、自主的勉強会の参加率の低さです。 

 

（４）第４番目の施設の管理運営です。 

 管理運営についてですが、恐らく他の大学でも同じことが言えるのではないか思います

が、部局内での各種委員会が多いという印象を持ちました。これはやむを得ないのかもし

れませんが、それに全学レベルの委員会等々入ってきますと、相当な数になりまして、各

先生のそういう意味での負担が非常に多くなっている、あるいは多くなる危険性があるの

かなということです。 

 教員のそういう意味での時間の劣化をどう解消するかということが、これから大きな問

題になりますので、管理運営面での何らかの改善措置もこれから考えていく必要性がある

のではないかと思います。 

 

（５）教員の個人記録ですが、研究成果のところにおいて、恐らく社会科学の分野でこの

ような指標を出したのは初めてではないのかという気がしております。その意味で、非常

に興味深く拝見させていただきました。当然量的な指標を作るわけですので、質の問題を

どうするのかという問題が起こることは、先生方がすでに指摘されていますので、その点

を除きましても、このような数字が出てくること自体、非常におもしろく読ませていただ

きました。 

 ただ、「評価の基準ウエート」でいいますと、論文の評価をもう少し上げてもよいのでは

ないかと思います。細かいことですが、本が５で翻訳３ですので、論文といいましても、

どういう形態の論文を先生方が考えているのか、よくわからない点もありますが、論文１

というのはちょっと低過ぎるという印象を持ちました。 

 第２番目、政治学ですが、平均値でそれなりに高く、標準偏差でも高い、つまりばらつ
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きが多いということになります。どうしてこうなるのか、印象論になって申しわけないの

ですが、一つは政治学といいましても、分野が非常に広いですので、論文等々が多く出て

くる分野とそうでもない分野がありますので、その点の特性が出てきているのかなという

気がしております。 

 

（６）６番目のアンケートです。「教育活動に関するアンケート」ですが、この点につきま

しては時間もありませんので、省略させていただきます。 

 

（７）第７番目の総括ですが、これまで指摘させていただきましたことと重複しない限り

で述べさせていただきます。 

 第一は、繰り返しになりますが、自己点検・評価を大学を取り巻く環境が極めて厳しく

なっているということを認識された上で、早稲田大学の中で最初に取り組まれたというこ

とに改めて敬意を表させていただきます。 

 第二は学部ですが、「社会科学の総合化」です。他大学他学部でもいわゆる「社学化」と

言われる現象が起きているということを総括の中で指摘されておりまして、そうしますと、

ますます社会科学部の独自性を一体どのような形でこれから発揮されていくのかという問

題があるのではないかという気がしております。 

 第三の教育の点で、社会科学部の独自性ということですが、総合化の深化ということが

書かれていますが、そのときの具体的な内容として一体何が考えられるのかということだ

と思います。例えば、イギリス等の大学のように、学部学生の段階での国際化みたいなも

のが考えられるのではないか。インターンみたいな形でイギリスかどこかへ送ってしまっ

て、それに単位に組み込んで卒業させるというようなことが、できるのかどうか。フラン

スの政治学院（シアンスポー）も同じようなことを始めていまして、そういう形のものが

考えられるのか、どうかです。 

 そのようになりますと、全学レベルでの総合化・学際化との兼ね合い等の問題でも出て

くるのではないかという気がします。 

 第４番目の国際学術交流ですが、先生方が外国に出ていかれていろいろなことをなさっ

ている。その逆に、外国からこちらに来るということもあるのではないのか。その場合、

双方向での交流ということを、こちらの方できちんと計画を立てていくという問題が出て

くるのではないのかという気がしています。 

 ７番目の大学院ですが、一番終わりのところで「学生（専門大学院・留学生）」とありま

すが、やはりこれから専門大学院が増えていくと思いますので、その関係で大学院をどの

ようになされていくのかということがまずあります。次に、総括にも指摘されていますと

おり、留学生の問題です。留学生がいることによって、日本人の学生が刺激を受けること

が非常に多くありますので、その意味で留学生がある程度いるということは、特に大学院

レベルの学生にとって重要なのではないかなと思います。 

 終わりにというところですが、４年に１度評価なされるとあります、今イギリスはたし

か５年でやっていますが、相当に厳しい。半年間ぐらい評価のための報告書づくりで、書

類ばかりつくっているということがありますので、４年でも厳しいのではないかなという

のが実感であります。その間に何か別の形のものが考えられないのか、評価ではなくて、

東京大学法学部が『研究教育年報』を２年ごとに出していますが、そうようなものも考え

られないのか。それを組み合わせて評価をなされるということも、一つ考えられるのでは

ないかなという気がしております。 

 以上です。 
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早稲田大学 社会科学部、社会科学研究科への提言 
 

東京大学大学院法学政治学研究科教授 高橋 進 
 
１． 大学院博士課程について 
○ 院生による自主的な勉強会が少ないと思われるため、それを促進する何らかの手

当てが必要であること。 
○ また博士課程の院生の学会などでの発表が少ないと思われるため、学会の自由発

表などの積極的に応募することが望まれること。 
○ 院生の就職先が不明ですので、その点の調査が望ましいこと。 

 
２． 独自性について 
○ 学部の独自性をどのように模索するのかという大問題があるように思われる。た

とえば、政治学の場合、政治経済学部、法学部でもなされているように思われる

ことから、学部の問題であると同時に、大学全体の調整の問題でもあるように思

われる。 
○ また学部の新しいコンセプトも、学部（部局）と同時に大学全体の問題でもある

ように感じられる。 
 
３． カリキュラムについて 
○ 独自の方針を出したことは画期的であると評価できる。 
○ しかし、コマ数を増設と学生の受講機会とのトレード・オフの関係をどのように

するのかという問題があり、その点の工夫が課題になると思われる。 
 
４．以上の問題の幾つかは、社会科学部や早稲田大学特有の問題というより、ほとんど

全ての大学の共通の問題であるように思われる。 
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半 田 正 夫 

（青山学院大学学長、青山学院大学法学部教授） 
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報告レジュメ 
 
 
１． 教育面について 

（１） カリキュラムの編成 

① 学際研究入門・社会科学総合研究について 

② 法学分野専門科目の科目選定について 

（２） 履修モデルと時間割の関係について 

（３） 学生による授業評価 

（４） シラバス 

（５） 非常勤講師の任用 

（６） その他 

 

 

２． 研究面について 

（１） 講義との関連について 

（２） 受託研究 

（３） 研究業績の一覧表の作成 

（４） その他 
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 半田でございます。私はひょんなことから学長という職につきまして、学長というのは

こんなに忙しいものかということを今思い知らされているところであります。そういう事

情から、十分に今度の報告書を読むことができなかったので、非常に雑駁な意見になるか

もしれませんけれども、その点はあらかじめお断りしておきたいと思います。 

 ざっと読んだ限りにおきましては、同じ私学に身を置く者として共感を持つと同時に、

かなり同情を禁じ得ないところもあるという印象をもちました。また、私学であるがため

に、国立とは違った要素、つまり、ある意味の厳しさが要求されるかもしれないなという

ことも痛感した次第です。 

 カリキュラムの編制でございますけれども、私はこれを見まして、「学際研究入門」、そ

れから「社会科学総合研究」という科目があることを知りまして、この点は大きく評価し

たいと思いました。 

 ご承知のように、最近の学問は従来の伝統的な学問分野という枠を超えて発展している

わけでありまして、それに伴いいわゆる学際的な教育が絶対必要不可欠になってきている

わけであります。 

 そのうえ、最近の学生のなかには、例えばある学部に入ってみたものの、当初自分が考

えていたものとは異なることに気づき、自分のフィーリングに合わないのでほかの学部に

変わりたいという希望をもった学生もかなり多いわけでありまして、そういった意味では

学生のニーズに応えるためできるだけ学部間の壁を低くして、相互乗り入れと言っては変

ですけれども、転学部・転学科というものを大幅に認めていくべきではないかと、私この

職について痛感しております。そこでいま青山学院では各学部長にお願いし、できるだけ

自由にほかの学部へ移れるようにしてほしいという旨申し入れているところであります。 

 乱暴ないいかたかもしれませんが、私は、将来は学部なんて要らないのではないか、学

部間の壁を一切取り払うべきではないかと考えております。たくさんのメニューを用意し

ておいて、学生が自分で入ってから好きなものをとっていく。とったものを最終的に教員

の方でもって評価して、この人はこういうメニューをとっているから法学士だ、こういう

メニューをとっているから経済学士だと。最後にレッテルを張ってやれば、それでいいの

ではないかというぐらい思っているわけであります。これはなかなかそこまでにはいかな

いわけでありますけれども、社会科学部では、そういったことをいわば先取りしているわ

けでありますので、しかもその特色が「学際研究入門」、「社会科学総合研究」にあらわれ

ているというふうに思うわけです。特に、この「社会科学総合研究」では、特定の科目名

を出さずにＢ１、Ｂ２、・・、Ｂ10 までというふうに分かれて、それぞれにその時代とか、

そのときにあったテーマを選定して複数の先生が担当しているようでありまして、これは

非常にフレキシブルで、非常にいい試みだというふうに高く評価したいなと思いました。 

 ただ、私の専門は法律学でありますので、法学分野の専門科目を中心に見ていきました

が、ちょっと気になったのは、法学関係の科目というのは考えれば非常にたくさんあるわ

けですけれども、当学部で「法学分野」の科目として「学部要項」に記載されている科目

に限定しているのは何かプリンシプルがあるのだろうかということであります。と申しま

すのは、確かに憲法、民法、商法の科目、これは極めて必要でありますので、もちろんあ

ってしかるべきです。それから、土地法とか税法、医事法、そういう最近の新しい分野に

ついても設けていることも非常に結構だと思うのです。ところが、具体的な科目名を挙げ

てまずいのかもしれませんが、刑事訴訟法が入っている。これは、実は法学部でも本来必

要ないのではないかと言われるぐらいで、つまり法律の専門家になるという人たちには必

要でしょう。しかしながら、そうではない人たちにとっては、果たして刑事訴訟法まで必

要なのかなという気がするわけです。これは昔ながらの六法と言えば刑事訴訟も入るので

重要な科目だという伝統的な枠組みにとらわれているのではないか。法学部ならわかるの

ですが、社会科学部においてはそのような枠組にとらわれる必要は全くない。むしろ、そ

れよりも本学部の特色を生かすのであれば環境法を置くとか、私の専門領域になっている

ので手前味噌になりますけれども知的財産法、これは非常に重要な科目なので、こういう

点にむしろ力点を置いた方が本学部の特色をいかんなく発揮できるのではないか、そうい

う感じがいたしました。 

 ２番目に履修モデルが設けられておりまして、非常にたくさんの科目がありますので、
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このような学生の便宜を図って履修モデルを設けているのは、これまた非常に結構なこと

だと思うのですが、これも先ほども既にご指摘がございましたけれども、果たして履修モ

デルどおりに学生は時間割で選ぶことができるんだろうかという疑問であります。我々の

大学においても、こういう試みを採用しており、将来こういう方向に進みたい人はこうい

う科目を選択しなさいというモデルコースみたいなものを入学当時に学生に指導するわ

けですけれども、実際にはそのように時間割がとれるようにはなっていないようです。と

いうのは、時間割の編成に当たっては、まず非常勤講師が最優先で一番いい時間をとって

しまう。それから専任の先生、そのなかでも力のある教授からとってしまうということで

ありまして、結局いい時間帯に多くの講義が重なってしまうのです。あまり人気のない１

時間目、５時間目、６時間目あたりがぽんぽん空いてしまうということでありまして、も

っぱら先生の都合で時間割が決められ、学生のことを考えていないようです。したがって、

モデルどおりに取ろうと思っても、学生は取れない場合がむしろ多いわけでして、そうい

う点を考慮しないことにはモデルをつくっても余り意味がない。この点は一体どうなって

いるのかということでお聞きしたいと私も思いました。 

 次に、学生による授業評価であります。学部としては、組織的にはやっていないという

ことです。教員は各自、個別的にやっているということでありますけれども、教員が自分

で学生に評価してもらうというのは、これは余りあてにならないと思われます。私も出欠

調査を兼ねまして講義の感想などをとることがあります、年に一、二回。こういう場合学

生というのは悪いことは書かないですね。つまり自分の名前が出ていると、先生に対して

ゴマをするというのでしょうか、余り変なことを書いて悪い印象を持たれたら困るという

気になるのか、先生に対して批判めいたことは書いてきません。したがって、それを見て

先生が一人悦にいっても、これは単なるひとりよがりに過ぎないというふうに思うわけで

す。したがって、これはやはり学生による評価をやるべきだろうと思います。本来、講義

というものは学生が聞くわけですので、いわばお客様の立場に立って考えなければいけな

いもので、教員の側から見るものではない。報告書には教員によるアンケートがありまし

たけれども、これも余り意味がない。むしろ相手方の、学生からどう考えるかということ

の評価が必要だろうと思います。 

 ただ、その学生の評価もかなり難しいわけでして、仮に 100 人の学生にアンケートを

とって、30 人の学生から回答が出てこの講義はいいと言ったという場合と、それから 100

人の定員のうちで、アンケートの回答は１枚しかなかったが、その１枚がその先生をべた

褒めであったという場合に、果たしてどっちをとるか、１枚の方がつまり回答１でその先

生はいいというわけですから 100％ととるべきなのか、あるいは 100 人のうち 99 人は何

も言わないんだから、むしろマイナスに評価すべきなのか、そういう点の判断は非常に難

しいわけです。しかしながら学生による授業評価というものは、やらないよりはやった方

がいい。少なくとも先生の反省材料にはなると思います。 

 よく学生による授業評価を嫌う先生がいます。何も勉強しない学生が先生を評価できる

のかという理由で反対するわけで、それも確かに一理ありますが、一般にそういう先生は

余り学生に評判がよくない場合が多く、自信のある先生はどうぞと言ってやらせるのが普

通でありますので、とにかくこれはやるべきだろうと思います。 

 それからシラバスでありますけれども、先生によっては非常にばらつきがあるわけです

けれども、このシラバスというのは本来何のためにつくるのかその目的などがはっきりし

ていない、そういう印象をもつわけです。年度初めに学生に対してこの科目はこういう内

容を教えるのだという講義の概要を書くべきなのか、あるいは今年度私はこういう順序で

話しますという年間スケジュールを書くべきなのか、私自身も態度を決めかねているわけ

ですけれども、この点書く先生方によってばらばらであるような気がいたします。 

 特に、法律関係の科目、とりわけ実体法関係になりますと、法律があり条文があるわけ

ですから、大体どの本も法律の条文どおりに編成されておりますし、講義も大体それに沿

って行われるわけです。そうした場合に、シラバスを書けと言われても、条文の項目別に

だらだら書くしかないということになってまいりまして、書く意味が果たしてあるのかな

という気がむしろするわけです。このような場合はむしろ教科書を指示するだけでよいの

ではないかという気がしております。それから、教科書は開講時に追って指示するという
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のがよくあります。追って指示するのではなくて、シラバスに教科書はこれを使うという

ふうに書いてくれれば、学生はあらかじめ図書館とか購買などに行ってその本を見て、こ

の先生の講義はこういう内容でこういうことをやるのかということがわかるわけですの

で、開講時に指示するのではなくて、シラバスの中にも教科書名を書くことの方がむしろ

学生にとっては親切ではないかという気がいたします。 

 次に、非常勤講師の任用についてです。この点については、この評価報告書には全く書

かれていないわけで、また普通は書かないのだろうと思うのですけれども、非常に気にな

るところです。というのは、専任の教員の採用についてはどこの大学も非常に慎重に検討

し審議すると思うのですが、非常勤の先生の任用というものはかなりいい加減ではないか

なという気がするのです。これは早稲田に限らずどこもそうだろうと思います。 ただ、

学生の目から見ますと、専任教員と非常勤教員の区別は全くありません。いずれも早稲田

の先生、早稲田の教員として見ているわけでありますので、専任の教員の任用を非常に厳

しくやるのであれば、非常勤講師の任用についてもやはりそれ相応の厳しさを持って当た

るべきではないかという気がしております。 

 学長になって初めてわかったことのひとつに、試験が終わり成績表を提出した後になっ

てからの先生方の誤記訂正が非常に多いということがあります。学生からのクレームがき

てから訂正を申し出るのですから、そこにいかがわしいにおいのものも無いとはいえませ

ん。そこで私どもの大学の場合においては、訂正の申し出が教師からあった場合に事務所

で機械的にこれを受け付けてはならない、必ず理由書を添付した誤記訂正申立書を提出し、

学部長を経由して学長の承認が必要であるということにしているのです。そうしたところ、

ものすごい数の書類が回ってきます。各先生はそれぞれ転記ミスということでせいぜい１

回ぐらいだからたいしたことないだろうぐらいのつもりでいるかもしれませんが、トータ

ルしますと、うちぐらいの大学の規模でも１回の試験に 100 件ぐらいの誤記訂正が上が

ってまいります。したがって、早稲田になりますとものすごい数になっているのではない

かという気がするんです。それもかなりいい加減な、採点方法が極めていい加減ではない

かなというふうに思われるものも随分あります。単に書き間違い、写し間違いとかという

単純ミスではなく、採点が極めていい加減だというふうに我々も感ずるものが随分あるん

です。その多くは大体非常勤講師です。非常勤の先生は、それだけ責任を持っていない、

その大学に対しての講義に責任を余り持っていないという感じがするわけでして、これは

よろしくないので、大学の基本方針、それから講義、あるいは試験に臨む姿勢といったも

のを非常勤講師の先生方にも徹底する、そのために常にコンタクトをとるということが必

要ではないかなという感じを持っております。 

 次のその他につきましては、また後で触れることにいたします。 

 研究面でありますけれども、私学の場合特にそうだと思うのですけれども、教員は学生

の授業料によって我々の生活は成り立っているのだという認識が必要なのではないかと

いう気がするんです。学生と大学の間は一種の契約で成り立っているわけでありまして、

学生が高い授業料、学費を払っているのですから、それに相応するサービスを提供するの

が大学側の責務であるというふうに考えるべきと思われます。したがって、講義には大い

に時間を割く義務が教師側にあると思います。今までは恐らく教員は研究第一、講義第二

であると思うのです。しかしながら、少なくとも私学の場合におきましては講義第一、研

究第二とすべきではないかと思っているわけです。 とくに講義と全く無関係な研究とい

うものは、少なくとも大学のお金を使ってやるべきではないのではないか。つまり学生の

払う授業料は学生に対して還元すべきで、学生に還元する教育の材料としての研究である

ならば、これは大いにやっていただきたいのですけれども、そうではない、まさにその先

生の独自の興味、興味と言っては変ですけれども－関心に基づいての研究ということであ

りますと、それはむしろ外部のお金を使ってやるべきではないかという感じすら持ってお

ります。 

 というのは、学生というものは高度なものを要求しているわけではない、ベーシックな、

基礎的な勉強といいましょうか、知識を要求しているわけですから、それに見合うものに

万全を期するというのが少なくとも私学の責務ではないか、と思うわけです。 

 それとの関連で受託研究、つまり教員は自分の勉強、自分の研究をしたいのであるなら
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ば、これは外部資金を自分でとってくるべきである。科研費などにどんどん応募して、そ

れを勝ち得てくるということ、さらにはそれ以外でもいろいろな企業との提携によって受

託研究を引き受けてやる、そういったような積極的な姿勢が必要ではないかという気がし

ております。 

 最後に、研究業績でありますけれども、ここでは５年単位でそれぞれの先生の研究業績

がまとめておられるようですけれども、これは毎年年度末の学部の紀要に今年度の先生の

業績一覧というものを載せて頂けると、学生は非常に参考になりますし、またあの先生は

一生懸命やっているとか、あの辺は余りやっていないというふうな評価もはっきり出るわ

けで、むしろそういったことを大いにやるべきではないかという気がしております。 

 その他で一つだけ、国外出張のケースでありますが、これも多い人と少ない人がありま

すが、多い人は非常に多いようです。こんなに多くて授業等は一体どうなっているのかな

と心配になりました。私どもの青山学院大学におきましては、国外出張は年１回、学長が

認めた場合には年二、三回まで認める、最近は国際化の時代でありますから、余り厳しく

も言えませんけれども、夏休みとか冬休みの場合だったら別ですけれども、授業期間中に

行く場合については年１回が原則である。特別の場合だけ年２回、あるいは３回まで認め

ることがあるということにしております。というのは、その間学生に迷惑をかけることに

なるわけですので、後で補講すればいいなんていう、そんなものではないはずです。補講

するということは、結局しわ寄せがいくだけのことでありまして、それは学生に対して迷

惑を与えることになるわけですので、補講をやれば国外出張に行ってもいいだろうといっ

たような姿勢では困ると私は思っているわけです。その点非常に気になりました。 

 以上です。 
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早稲田大学 社会科学部、社会科学研究科への提言 
 
 
           青山学院大学学長・青山学院大学法学部教授  半田 正夫 
 
 
１．現代社会における学際的な教育の必要性はますます高まっており、これを標榜す

る他大学、学部も多い中で、社会科学部は既に時代を先取りし、実践の歴史を積んで

きているといえる。この点は評価できる。今後は学際的な性格をより鮮明にし、より

実効性を持ち得るようにこれを強化してゆくべきである。 
 
２．国際的な研究、国際的な講義科目が若干、手薄な様に見えるので、これを強化し

てゆくべきである。 
 
３．法律関係の科目についてみると、学際性との関連で科目設定のポリシーがよくわ

からない部分がある。今後は例えば環境法、知的財産法、国際経済法等々の学際性を

強く意識した科目を設置してゆく必要があるのではないか。 
 
４．近年、産官学の連携が重要になってきており、受託研究を積極的に導入すると同

時にその受入環境を整備してゆくべきである。これからは科研費をはじめ、各種研究

資金を外部から導入してゆかざるを得ないであろうし、大学も受け皿の窓口となる組

織や導入をサポートする事務組織の強化を目指してゆくべきである。 
 
５．学生による授業評価を導入すべきである。これは、なかなか難しい課題であり、

これでよいという評価方法があるわけではないが、継続的に行いながら同時に評価方

法も改善してゆくべきである。 
 
６．学際性を強化する意味でも学問分野間の横断的な共同研究を更に積極的に推進し

てゆくべきである。 
 
７．国外出張にバラツキが大きいことが気になる。補講といってもそれは学生にしわ

寄せを与えることにもなるので、休業期間を使う等々学部の実状に適った自己規制的

なルールが必要なのではないか。 
 
８．一般に言えることであるが、学生からみれば、専任、非常勤の区別はないのであ

るから、非常勤の任用については、より慎重な姿勢が必要なのではないか。 
 
                               以 上 
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はじめに 
 早稲田大学社会科学部・社会科学研究科特に前者が、設立当初から複数のディシプリ

ンを基盤にしてその総合化を教育・研究の両面で実現しようとして発足したという意味

で、従来の日本の大学における社会科学－人文科学系の学部と相当に異なる性格を当初

から持っていたことは確かである。そしてその後同学部を基盤として設立された大学院

もまた基本的に同じような特徴を持つにいたったこともある意味では当然であったろ

う。そしてこの点では、同学部・研究科が通常の社会科学系の学部・研究科では経験し

ないような困難な諸課題を担われ、それに向かってたじろぐことなく正面からその解決

を志向されてきたことに深い敬意を表したい。 
 以下に述べることは、こういった認識を前提にした上で、あえて申し上げるといった

性格のものである。 
（１）＜社会科学部の教育＞ 
 学部の教育理念を社会諸科学の総合的学際的教育と研究を実践するものとして捉え、

それを実現するカリキュラムの重要性を、同学部・大学院の大学点検・評価報告書が強

調されていることは上述の視点から十分理解できる。正にこの理念を実質的にどこまで

実現しうるカリキュラムをどのように設定し、運営していくかは、学部－大学院共通の

教育上の課題であったと考えられる。おそらくそれはこれからの課題でもあり続けるだ

ろう。 
 学部の必修を外国語・外国書研究だけ、他学部・他研究機関での科目履修を年１２単

位（４年で４８単位）認めるという基本原則は、学生に思い切った履修の自由を認める

ものであろう。また夜間（６、７限）（土曜）の受講だけでも卒業可能というシステム

は、社会科学部発足当初の同学部の性格から生じたものとはいえ、これまたかなりユニ

ークであることも確かである。 
 さらに（参加度は８５％と高いものの）専門演習－卒論執筆の選択性もまた基本的な

教育方針の一環と考えられる。このような学生の講義選択の自由が、総合的、学際的教

育の実現に実質的に寄与しているかどうかが問われることなのだろう。 
 一方において他学部－他大学におけるオープン化が加速する今日、上記の特徴が強味

として何処まで維持されるであろうか。他方において、例外は常に存在するが、高卒レ

ベルの若い学生が一般に自分の問題意識に照らして適切に専門科目を選択しうるか、若

干気になるところでもある。 
 教員自身の教育活動アンケートの回答の中で、受講者の基礎能力・関連知識は十分か

という設問について否定的回答が２４％と比較的高いことは、受講者に学習目標を与え

ているかに対する回答否３４％と並んで気になる点である。 
 この点学部における（９７年度からの）学問分野と社会問題群との二つの軸を掛け合

せた「履修モデル」さらに（２０００年度からの）国際社会、環境、福祉などといった

学際的テーマについての複数教員による講義である「学際研究入門」の運用と成果が注

目される。 
 両者は上述のような若干の懸念に対応するものであり、その努力は十分評価されるで

あろう。ただし前者について必修でなくともコア科目などを明示した方が広く浅い学習

に止まるリスクを軽減できるかもしれない。１～２年次に選択でもこのような科目につ

いて掘り下げて勉学をし、多少とも何らかの専門的ディシプリンを突っ込んで学習する

ことは、同時併行あるいはその後の学際的学習にプラスになってもマイナス面は少ない

ように思われる。 
 と同時に、演習を上記のようなカリキュラムとより連動させて編成し運用していくこ

とも必要ではないだろうか。各演習は、基本的には教員の専門領域を軸に運営されてい
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ると考えられる。何らかの共通課題についての複数演習の共同討議・発表の場を計画的

に組織化し、「学際研究入門」をベースにした上で、「各履修モデル」の内実を受講者が

より深く勉学するといった方向も考えられないだろうか。 
 こういった点を含めて、大学院博士後期課程の院生を中心としたＴＡの導入による学

部演習指導の補完、強化の方向もありうるように思われる。それは、社会科学研究科博

士後期課程の院生が、将来社会科学の学際的研究者・教育者になる可能性が高いことか

らいっても、彼らにとっても意味のあることと考えられる。 
（２）＜社会科学研究科の教育＞ 
 大学院教育の理念は、社会科学の総合的、学際的研究を行い、高度な専門知識をもっ

た人材を養成することとされている。 
 もっとも学部にくらべ、大学院は発足後の経過年数がかなり若いためか、（地球社会

論）専攻に対して（政策科学）専攻が不十分であること、公共政策研究分野、市民社会

研究分野における専門科目間に隙間があることなどが、大学点検評価報告書で指摘され

ている。この意味においてカリキュラムの充実と体系化が現在でも重要な課題として存

在していると思われる。 
 それでも専攻研究分野を超えた関連科目－たとえば生命科学関連科目、福祉科学関連

科目、環境科学関連科目などが新設されているのが目立っている。ここには大学院レベ

ルでも学際的研究を推進しようとする意思が明瞭に読みとれる。 
 今日多くの大学において、大学院とくに修士課程が研究者養成と社会人教育の二重の

役割を果たそうとしているが、両者がただちに両立しがたい研究指導の性格をもってい

ることは否定できない。この点においてフォーマルなカリキュラムの編成もさることな

がら、背景と研究関心も相対的に異なる院生同志の間で、自立した大学院生の研究活動

を刺激するという意味では共同研究の場を修士課程の（合同）演習等を通して作り上げ

ていくということが必要だと思われる。そういう場を通して、社会人－日本の会社等の

サラリーマンはそのような問題を持って悩んでいるのかということを研究者の卵は知

るし、社会人の方はどうしても日常的には抽象化して物を考えるという仕組みを訓練さ

れていないから、若い研究者のセンシティブなコンセプトなどに触れると発想を転換さ

せるヒントが生まれてくる。前者は問題発見能力を、後者は抽象化－一般化能力を半ば

意図せずに学習していく。さらに可能ならば外国人留学生をもうちょっと積極的に入れ

て、三者相互の連関のそういう場をつくっていくというのがこれからの日本の大学院、

特に修士課程にとっては非常に重要ではないかと考える。この場合、若手の博士後期課

程の院生が何らかの資格で参加することも効果があろう。 
 また博士後期課程の院生に対して行われている大学院関係研究会は、フォーマルなカ

リキュラムを補完する点で重要な役割を果たすものと評価できる。すなわち教員１人、

博士後期課程の院生１人が発表者となって参加者が討論する、さらに研究・教育・論文

について院生の質問を教員が受けるという形で運営されている。それは総合研究、学際

研究を具体的に推進する点でも寄与すると思われる。 
 なお院生に対するアンケート調査の回答でみると、カリキュラムについては、概ね肯

定的回答がみられ、とくに研究指導－演習についての満足度が高いことが注目される。

但し取りたい科目が十分にあるかについて、否定的回答が４割前後あるのは若干気にな

る点ではあるが、この点大学点検評価報告書で指摘されている問題点と関連しているか

もしれない。また博士後期課程で教育・研究施設についての満足度がかなり低い。 
 さらに概して気になる点は、学会報告、学会誌発表の点で比較的消極的であるという

ことである。博士後期課程でも学会報告したことが無い、論文発表が無い人が多数であ

る。今日少なからぬ学会において、博士後期課程の院生にはレフェリーつきであるが学
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会報告、学会誌投稿など各種の機会がえられるようになりつつあり、研究科としてこの

方向への参加を奨励・指導することも望ましいと思われる。 
 大学院の教育レベルでの国際交流は、率直に言ってまだこれからといった状況と思わ

れる。専任の外国人教員が２０００年に１人加わった程度であり、外国人留学生は夜間

大学院ということで今までビザがおりず、奨学金が得られないということも大きな理由

であろうが、現在皆無のようである。ただ日本人院生の派遣留学も多いとはいえない。

今日の日本の大学院としては、国際面での教育交流は不可欠であり、今後の重要な課題

の一つであろう。 
（３）＜研究活動＞ 
 大学点検評価報告書をベースに商学関係の方々の研究活動について、相互に関係して

いるが、５項目ばかりについて、述べておきたい。 
（３）－１ 研究活動と講義の連動 
 ９人ばかりの教員が担当されていると思われるが、担当講義の名称で見ると、商学と

いっても相当広い範囲にわたっている。すなわち経営学、企業論、経営組織論、国際経

営論、マーケティング、流通システム、企業財務、経営科学といったいわゆる経営学関

連分野、さらに会計学、簿記論、財務会計、管理会計の会計学分野、情報科学、国際貿

易論、国際経済学も加わるといった、かなり幅の広い形で商学系列がほぼできあがって

いる。 
 従って、まさに「社会科学の総合性」がこの分野にも反映しているといった印象があ

る。 
 講義との関連を簡単に見ると、研究者として固有の研究関心が当然かなりあり、講義

と直接関係している研究テーマを設定されている教員もおられるけれども、どちらかと

いうともっとも広い、研究者としての学会でのテーマ、あるいは社会的に関心を呼んで

いるテーマ、そういったものを取り上げられている傾向が強い。幾ら先端的な研究でも、

やさしく講義の中にそれを導入していただければいいのではないかと思う。そういった

点では、バラエティに富んでいると感じられる。 
（３）－２ 研究活動の総合性と広がり 
 ただ若干気になることといえば９人ぐらいの方がこれだけの広がりを持った研究活

動を展開するということは、逆に言うと相互の連関や補完性と、そして研究相互の刺激

がどれくらい期待されうるのかといった点である。要するに、共通言語がどれくらいあ

った上で幅の広い研究活動が行われているかといった点である。ただしこの点は社会科

学の統合をめざすという社会科学部・社会科学研究科という早稲田大学の中で特異な学

部を設立され、運営されてきたという経緯と関連していると思われる。 
（３）－３ 研究の学際性 
 上記の意味合いもあって教員の方々が所属されている、恐らくいろいろな学会、これ

もまた相当多様性があるだろうと考えられる。その場合当然にそれぞれの学会での大き

な研究の潮流にさお差した、そういった研究がかなり行われていると思われる。この場

合、それぞれの専門性を前提にした上での、ある意味では真の意味での学際的な研究・

交流がファカルティメンバーの中で恐らく行われつつあると思われる。他面専門性の壁

の故に難しさもあるのではないか。 
 報告書に記載されているテーマをごく例示的に挙げてみると、経営学の中では、企業

組織内意思決定のコーディネーションとインセンティブ、ロバストな問題設定方法につ

いて等がある。そして財務会計における外部報告会計と受託責任遂行についての結果報

告と投資決定情報、あるいは企業財務の最適ポートフォリオ選択等々。これらのテーマ

は、それぞれの分野においては重要な研究テーマだと思われるが、同じ学部・研究科の
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中の同じ科目群の中で、あるいはそれを超えた研究者相互の正に学際的刺激がどのよう

に積極的につくり出されていくのかという印象もある。 
 この点、複数の教員による共同研究とりわけ学際的研究の刊行成果が報告書を見る限

りあまり見出しえない、ということは若干気になる点である。社会科学研究科の博士後

期課程の院生の研究成果＝論文が他学部－他大学の研究科のそれに対して、比較優位を

もちうる拠点の一つは、おそらくは複数教員による目に見える学際的研究成果に刺激さ

れて生み出される、単一学科の研究歴では容易に達成しえない学際的成果であろう。勿

論それは、複数教員による研究指導、研究会などによっても充足されるであろうが、そ

れと並んで上記の様な研究成果の刊行は、直接大きな刺激となるだろう。 
（３）－４ 研究成果の時代性・社会性 
 現在の日本が持っている色々な課題、日本経済、日本企業の解決をせまられている課

題にセンシティブに反応されたテーマ設定をされていることがよくわかる。例えば、医

療薬品の流通に関する分析、株式手数料自由化に対応したポートフォリオ・パフォーマ

ンス選択、時価評価と損益計算等々、さらにアジアのファンダメンタリズム、ベトナム

経済発展と日本の知的協力、国際戦略提携等々。現代の日本、あるいは国際的な課題に

対してセンシティブに反応した研究活動が展開されている。 
 しかし、他方においては、かなり原理的な研究もあり、そういった意味においては、

非常にバラエティに富んでいる研究が展開されているということが感じられる。例えば、

あくまでテーマだけであるが、情報の非対称性と情報伝達の価値、あるいは会計と社会

言語とか、そういう意味でかなりベーシックなレベルでの研究を進めている方がおられ

る。 
（３）－５ 研究活動の国際性 
 商学関係の中にはお一人外国人の方がおられ、講義も担当されていると同時にベトナ

ムを中心にアジアの経済・社会について多数の論文を発表されている。現代の日本の大

学にとってこういったファカルティメンバーの存在は、研究者の国際化を具体的に促進

する意味で極めて重要であり、可能ならばこの方向がさらに推進されることが望まれる。 
 教員の海外での研究活動という点では、外国の大学との共同研究プロジェクトを持ち、

情報システムプロジェクトの構築を１０年余進め、海外の学会で発表されている方がお

られる。また日本の企業の海外市場－欧州市場への参入のプロセスの特徴とその問題に

ついて、フランスなどの学会で報告されている、こういう方もおられる。 
 ただ現実には色々な制約があってか、全体としてはやはりまだ少数の方かなという感

じもあり、その辺の広がりをさらに今後期待したいという感じを持った次第である。 
 ファカルティメンバーの研究活動の中で、海外研究は総じて活発に行われているよう

にみえるが、個人差がかなり大きいことも目立っている。なおファカルティメンバーの

中に、海外出身者が３人（うち大学院担当１人）というのは、今日では少ない方に入る

のではないか。研究活動－大学院教育の国際化は、今日大きな流れであり、この点での

充実が望まれると思われる。 
 研究活動は、幅の広い研究が行われており、先端的なテーマも取り上げられているこ

ともあって、バラエティに富んでいる。ただ、その評価については、もうちょっと明確

な基準を設けていくということが必要なのではないかと思われる。単独著書と、共著は

違うし、学術的な論文と評論的な論文とではまた違う、学会報告、レフェリーつきの学

会誌の掲載と一般的なジャーナルに出すのとはまた違う、国際的な学会誌への掲載、外

国での出版や新聞への掲載、これらについてウエイトをどれだけ変えるかといった判断

になると難しい面もあるが、単純な、量的な尺度ではかるのではなくて、一定の工夫を

加えて公開されるということが大事ではないかと思われる。 
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早稲田大学 社会科学部、社会科学研究科への提言 

 
文京女子大学教授・東京大学名誉教授 岡本 康雄 

 
1 社会科学部の教育 
 これまで総合化、学際化を旗印にカリキュラムを組み立てる努力を積み重ねてきたこ

とは十分評価できる。これは一朝一夕に出来るものではなく、この困難な課題に挑戦し

続けてきた所に学部のユニークネスがあるといえる。以下、このことを前提に幾つかの

提案をしていきたい。 
 
・ カリキュラムについて 
 まず学部の理念に照らせば、履修の自由を最大限に認めるという考え方が学部教育の

根幹となるのは当然の帰結であろう。ただ新入生にとって高校卒業時の問題意識と知識

を基に適切な学際的カリキュラムを組み立てられるかとなると、現実的に無理があるか

もしれない。その意味でも履修モデルは評価できるが、実際にこれが根付いているかど

うかは検証する必要がある。また、モデルの再点検もフレクシブルに行われて然るべき

である。更に、この中で 1、2 年生を対象とした各分野のコア科目の設定は学習の軸を

定める意味でも重要であるかもしれない。 
・ 演習の相互乗り入れの可能性とその効果ー学際的教育推進のために 
 演習の相互乗り入れの機会を増やし、複合ゼミ（例えば環境問題等）を行う機会を増

やし、そこでの討議を通して身に付いた学際性を養うことも学際的教育という点からは

効果があると思われる。 
・T.A.の導入の可能性とその効果 
 大学院後期課程院生を T.A.チームとして組織し、演習の補助的役割を分担することで

学際研究の幅と深さを求めることができるのではないか。これは、学部生、院生双方に

とって刺激を与えうる効果が期待できる。 
 
2 社会科学研究科の教育 
 学際研究としての特徴が現れている研究科といえるが、社会人教育と研究者養成とい

う性格の異なるカリキュラムを同時に作り上げてゆく難しさに直面していることと思

われる。この様な場では演習の重要性はあえていうまでもないことである。社会人院生

と一般院生が自由に意見を交換し、刺激を与え合う環境と機会をフォーマル、インフォ

ーマルの双方から作る努力を更に積み重ねてゆくことが必要である。 
 
・ 院生の自主的な研究推進のための場づくり 
 院生が問題意識や研究テーマについて自由に発言し、相互に刺激を与え合える機会を

積極的にサポートしてゆくことが望まれる。院生の自発性による小さな研究会が次々に

立ち上がってくることが理想ではあり、院生がイニシアティブをとれる環境の整備も必

要であろう。その他に総合大学の強みを活かし、他研究科の講義科目も自由に選択でき

るようにする等オープンな研究環境をより整備してゆくことも考えられる。 
・ 院生ー博士後期課程院生の学会参加への機会を充実させる努力 
 国内、国外共に学会での発表と投稿をエンカレッジする環境づくりと仕組みづくりが

今後より求められるであろう。 
・ 国際交流強化の必要性 
 外国人教員の増員、留学生の積極的受入により、相互に刺激し合う機会を増やすこと
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は重要である。 
 
3 研究活動 
 研究評価の難しさは敢えていうまでもないが、日本のように研究評価のスタンダード

が確立されていない過渡期にあっては、大学を超えてスタンダードを作るのは難しいの

で、まずは大学内で合意をしながら評価のシステムづくりを積み重ねてゆくことが必要

であろう。但し、評価は形式的にだけ進めるとマイナス面も出てくるので、フレキシブ

ルに推進すべきである。そのことを踏まえた上での提言は以下の通りである。 
 
・ 研究活動と講義の連動への努力 
・ より一層の研究活動の総合性と広がりの追求 
・ 共同研究プロジェクトの推進による研究成果の学際性 
・ 研究成果の時代性・社会性の更なる追求 
・ 研究活動の国際性の更なる推進 
 
                               以 上 
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サムエル・M・シェパード 
（日米教育委員会事務局長） 
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報告レジュメ 

 
 私は国際教育の専門家の観点からコメント及び評価をさせていただきます。社会科学の各

専門分野の評価はそれぞれの分野スペシャリストにお任せします。 
 
 総合的なコメント 
 
ア 大学の国際交流活動に対しての評価：間違いなく長年に渡って海外からの留学生対象の 
 プログラムは高く評価されてきています。語学研修以外の講義は英語で行っているだけに 
 大部分の留学生はアメリカ人である印象をうけます。 
 
イ 大学の一般的 PＲ：多様なフォーマットを利用して大学の理念、方針、目標を上手に提 
 供している印象をうけます。２００２年の Waseda University Guidebook は特に魅力的 
 に適切な情報を明確なまとめ方で提供されています。社会科学部専用のパンフレットも読 
 者にとって必要な情報がまとめられています。WEB SITE はどちらかと言いますと「魅 
 力性」より徹底した情報を優先にして提供されているように見えます。学部の教育内容は 
 じめカリキュラムの特徴、想定の授業スケジュールまで書かれています。 
 
 早稲田大学は「グローカル・ユニバーシティ」をスローガンとして掲げています。グロー

バルな要素をローカルの現状と結び付けながら教育する事は今の世の中の実態に対応する

ために不可欠でしょう。早稲田大学からいただいた資料を拝見したところ、大学は充実した

方針、目的、目標を明確に定義され、様々な方法で積極的に実現しているように見えます。

ここで注目したいのは「グローバル」な次元がどこまで大学の教育課程に反映されているか

を評価するため、次の枠組みが便利ではないかと思います。 
 
Ａ． ２１世紀の現状によりよく対応するための多様な能力（コンピタンシー）の中から次 
  の三つにしぼってみた場合大学はどのようにこれを実行しているでしょうか。 
 １．英語力を身に付ける事。つまり、英語は現在の「lingua franca」であることを認める。 
  これにあたって、大学はどの様に実行しているか。 
 ２．第三カ国語学習を強調する事。 
 ３．異文化間コミュニケーションを効果的にできる事。 
 

＊ ＊ このコンピタンシー、つまり、母国語以外の言葉、及び、文化間コミュニケーショ 
  ンの能力を身に付ける、有効に成立する為に多元的手段を使用するのが望ましい。 
   つぎの手段は特に効果を果たすと思いますが、どの程度カリキュラムに反映されて 
  いるでしょうか。 
 
－海外での勉強及び研修が学位を取るための必修活動になっているか。 
＊ コメント：当大学では海外へ留学できる機会をますます増やしているようにみえるが、 
      これはあくまでも選択であって、「必修」にはなっていない。 
－英語が用語となっている正規の授業をどの程度提供しているか。 
＊ コメント：当大学は次第に一般の学生が履修できる、英語で行っている授業を増やして 
      いるようですが、私が承知している限り、これは専門分野のクラスではなく 
      海外からの留学生対象の講義のようです。 

 
Ｂ． 教員はどの程度グローバル化されているか。 
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 １．海外からの教員の数。専任・客員教授含めて 
 コメント：語学教育以外は非常に少ないようです。 
 ２．他の国の学者との交流：教員は海外へ定期的に行っているか、大学は海外へ行く事を 
  何らかの形で励ましているか。「faculty exchange,専門分野の国際会議での発表、等。」 
 コメント：これはいただいた資料では評価しにくかったです。 
 ３．ある分野にとって、世界的に一流の学者を呼び寄せているか。（これを優先すればや 
  むをえず正規の授業も英語で行わなければならない。） 
 コメント：判断しにくいが、そうでないように見えました。 
 
 

 33



 私はほとんどの日本語の問題はございませんが、やはりこういう学問的なものになると、英語

の方がずっと楽なんですけれども、どうしても日本語でやれということで、日本語でやらせてい

ただきます。レジュメの方は当然日本語のネイティブスピーカーに目を通してもらうことが常識

なんですけれども、誤りのまま出して恐縮です。 

 まず、こういう著名な学者、先生方の中に私が一緒に呼ばれて光栄なことだと思います。専門

的にはかなり前の話ですけれども、言語学とか応用言語学でしたけれども、もう 25 年ぐらいア

ドミニストレーターとして頑張ってきましたので、国際教育、国際交流教育の観点から多少評価

させていただきます。 

 一応、語学ということで、特に英語教育に対して非常に関心を持っておりますが、それだけで

はなくて、もうちょっと幅広く、国際性といいましょうか、やはり早稲田大学というのはグロー

バルな視野を持っていると思いますので、その観点から評価させていただきます。 

 まず割と総括的に申し上げますけれども、どうしてもアメリカの大学関係者、またはアメリカ

の方からの視点でしたら、早稲田大学といいますと、１年間の留学プログラムが目立ちます。こ

れは大昔からかなり有名で、非常に充実した１年の特別プログラムで、今ジャパン・スプラッシ

ュラスの中でかなり数多くの人たちが早稲田プログラムに参加しています。私の最初の方のコメ

ントは、特に社会科学部に限っているわけではございませんが、早稲田大学全体について評価し

てもいいという話も出たので、そちらの方の感想も取り上げたいと思います。 

 ですから、まず１年間の特別プログラムですが、先ほど弦間先生と少し話して、いまだアメリ

カ人がかなり多いようですけれども、それをアジア、あるいは欧州の方からも参加できるように

すればいかがでしょうか。 

 留学生のことですけれども、先ほどお話に出ましたように、留学生がこの大学に応募する、入

学するというのはいろいろな理由で来ると思いますが、それもまた大勢の留学生が早稲田大学で

勉強するようになると非常によろしいことではないかと思います。それは本人にとっての有利と

いうことだけではなくて、日本人の学生にとっても教員にとっても非常に有益ではないかと思い

ます。 

 これもまたここには書いていないんですけれども、これからグローバルな大学になることをま

すます重視したいということでしたら、世界的にコンペティティブな大学を築いていかなければ

ならないと思うんです。それはアメリカの大学というか、高等教育が非常にすぐれているといま

だに評価されているんですけれども、それはなぜかというと、世界中から教員とか学生を集めて

いるのが大きいと思います。なぜアメリカに集まってくるかというと、やはりプログラムの強さ

ではないかと思います。 

 ですから、単純な感想ですけれども、本当に早稲田大学がグローバルに、コンペティティブな

大学になるのでしたら、それぐらい大学のプログラムを絞って、社会科学部のカリキュラム、あ

るいはプログラムにそのぐらいの魅力があって、世界中から人々が集まってくるというところま

で持っていかないと、本当にグローバルに、コンペティティブにはならないのではないかと思い

ます。 

 また、総括的に大学の一般のＰＲとかそういうものを見ますと、いろいろな文献をいただいて、

その中でフォーマットとかそういうものを見れば、非常に魅力的に提供されているのではないか

と思います。特に、方針とか目標とか、割とはっきりしていると思います。特に、Waseda 

University Guidbook は結構よく書かれていると思います。 

 これもまたグローバルな観点から申し上げますけれども、もうちょっと英語を利用してもいい

のではないかと思います。そんなに徹底したものでなくてもいいかもしれませんけれども、もう

ちょっと一般向きのものを英語で出してもいい。もちろん英語の文献もあることは存じあげてお

りますけれども、海外の方から学生、または教員を求める、呼び寄せるということが一つの目的

であれば、やはり英語で書かれていた方が読みやすい。 WEBSITE についても、ここにも書きま

したけれども、割と徹底した情報を出していると思います。それもまた英語ではなくて、すべて

日本語で書かれている。これからまた話に出ますけれども、正規の授業とか社会科学部のいろい

ろなカリキュラムとか課程とか、それはほとんどすべて日本語で提供しているので、今のところ

ではまだ早いかもしれないけれども、もし将来に正規の授業も英語で行うということになれば、
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当然インフォメーション、情報もやはり英語でやらなければならないのではないか。 

 特に WEBSITE の場合には、今のところでも英語で多少情報を出してもいいのではないかと思

います。やはり早稲田大学というのは世界的に有名ですから、国際交流教育のプログラムだけで

はなくて、大学についての一般の情報も英語で提供してもいいのではないかと思います。 

  WEBSITE について、もう一つ申しますけれども、最初の WEBSITE を見ると、非常に忙しいの

ではないかと。very busy という印象を受けましたけれども、もうちょっと簡単にアクセスでき

るようにすればいいのではないかと思います。特に魅力性を重視するということではなくて、非

常にきれいな WEBSITE で、非常に使いにくいのもありますので、それを特に目的にしなくても

いいと思いますけれども、もうちょっとユーザーフレンドリーな最初のページがあってもいいの

ではないかと思います。 

 私はこの数年、非常に役立つ一つの枠組みがあるんです。何かといいますと、一つのスローガ

ンというか、枠組みとしてはトランス・ナショナル・コンピタンツという表現が非常に便利では

ないかと思うんです。トランス・ナショナル・コンピタンツというのは、日本語にすると国境を

超えた仕事、生活ができる複数の能力といいましょうか、ですから当然その中では専門分野、大

学の中で考えれば、社会科学部でしたらそれぞれの分野を重視する、大学の教育課程をトラン

ス・ナショナル・コンピタンツという枠組みを利用して評価すれば、言うまでもなく専門分野を

重視していかなければならない、そのほかに、今のところでは英語というものは lingua franca

であるということを多分ほとんどだれでも、特に学会の中では認めているのではないかと思いま

す。フランス人まで最近認めるようになってきましたので、フランス人までそれを認めるんだっ

たら、ほとんど世界中に普及しているのではないかと思いますけれども、そういうことであれば、

やはり大学全体を見ても、では英語力をどうやって身につけることがあらわれているかをこれか

ら見ていきたいと思います。 

 つぎに、三カ国語を学習する、それを強調する、それもトランス・ナショナル・コンピタンツ

の一つではないかと。もちろん専門分野とか、それぞれ自分の専門分野についてのコンピタンツ、

それで英語、やはり世界用語としてのコンピタンツ、それと第三カ国語がどうしてもこれからは

必要ではないかと。（この二つを見れば、）ある程度社会科学部のカリキュラムを見れば、外国語

を二つ必修科目として出していることは非常にいいことだと思います。しかし、それでもまだ足

りないのではないかというのが私の極端な立場なんですけれども。 

 トランス・ナショナル・コンピタンツという枠組みに戻りますと、異文化間コミュニケーショ

ンを効果的にできること、このコンピタンシー、つまり母国語以外の言葉及び文化間コミュニケ

ーションの能力を身につける、有効に成立するためには多元的な手段を使用するのが望ましい。

次の手段は特に効果を果たすと思います。どの程度カリキュラムに反映されているでしょうか。 

 一つ、海外での勉強及び研修が学位を取るための必修活動になっているか。これは主に早稲田

大学では必修科目とか必修にはなっていないと思うんです、海外での勉強。日本の大学を比較す

ると、早稲田大学は非常に先端的に活動していると思います。ただ、また私の極端な立場かもし

れませんけれども、今のグローバルな大学であれば、全員の学生に海外での体験を与えるべきで

はないかと私は思います。ですから、そういうふうに厳しく評価すると、まだまだ挑戦しなけれ

ばならないところがあるのではないかと思います。 

 もう一つは、英語が用語になっている正規の授業をどの程度提供しているか。私が十分に読み

切っていないかもしれませんけれども、当大学では次第に一般の学生が履修できる英語で行って

いる授業をふやしているようですが、私が承知している限り、これは専門分野のクラスではなく、

海外からの留学生対象の講義であるようです。 

 教員の方ですが、教員はどの程度グローバル化されているか。あくまでも、これは本当に一般

的な感想でございまして、絶対に一人一人の資格とか研究の力とか、私はそれを評価する資格が

ないので、これは一般的なコメントですけれども、海外からの教員の数、先ほど少し指摘されま

したけれども、これは専任・客員を含めてどのぐらい早稲田大学に来ているか、非常に少ないの

ではないかと思います。私がここまで見てきた中では、特に専門分野、語学関係のもの以外は非

常に少ないのではないかと。社会科学部のファカルティは大体 60 名ぐらいだと思いますけれど

も、その中で３人しか海外から来ていないのではないかと思います。ついでですが、女性の教員
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も非常に少ないようであります。もっと数多くの海外からの教員、または女性の教員がいてもい

いのではないかと思います。 

 ほかの国の学者との交流、これもまたちょっと違う形で指摘されましたが、教員は海外へ定期

的に行っているか、大学は海外へ行くことを何らかの形で奨励しているか、これもまたいただい

た書類を見た上で評価しにくいんですけれども、それも非常に重要なことではないかと思います。 

 先ほども、ファカルティの中でどういうような研究をなさっているか、どういうような記事を

出しているか、学内だけのペーパーなのか、あるいは国際的なレベルまでいっている、英語でジ

ュアリーペーパーズと言うんですけれども、そこまで客観的に評価されて、記事として、あるい

は論文として出しているのか。グローバルの大学になりつつあるのでしたら、非常に重要なこと

ではないかと思います。 

 最後に、ある分野にとって世界的に一流の学者を呼びよせているか。先ほど出ましたけれども、

本当に本格的にこういうことを優先した場合には、どうしても正規の授業も英語で行わなければ

ならないと思います。というと社会科学でもそうだと思いますけれども、本当に唯一のスカラー

を取り寄せるということでしたら、それを優先するんでしたら、どうしても英語で授業ができな

ければならない。それと外国人といいましょうか、海外から来ているスカラーがそんなにいろい

ろなことに挑戦というか、問題にならないような環境づくり、環境がなければ非常にやりにくい

と思います。つまり、本当にトップスカラーだったら、日本語で講義をやらなければならないと

いう条件はつけらないと思うんです。本当にトップスカラーを呼ぶのでしたら、当然英語で授業、

講義をする、それと周りの教授たちも多少英語ができなければ交流がうまくいかない。私の考え

方では、外国の教員たちを特別扱いするのは余りよくないと思います。そのかわり、なるべくフ

ォリナーフレンドリーな環境をつくらないと非常に難しいことになるのではないかと思います。 

 必ずしも専任の講師として呼ぶということではなくてもいいと思うんです。ということは、永

遠に早稲田に残るということでしたら、そんなに数多くのファカルティは来ないかもしれません

けれども、例えば今早稲田でこういうことをやっているかどうか知りませんけれども、よくアメ

リカではジョイント・アポイントメント、同時に二つの大学で専任講師、専任教員になっている

というようなことをします。ですから、例えばバレン大学と早稲田大学がジョイント・アポトイ

ントメントをとって、１学期ずつ、結構忙しくなるけれどもできないことはない、そういうやり

方もいろいろと工夫できると思います。 

 最後に、目に見えない様相ですけれども、特に語学を評価、私がいただいた書類の中を見ただ

けで、語学学習が質的にどのくらい高度の質で提供しているかということは、非常に評価しにく

かったです。それを本当に私の方で評価するのでしたら、やはり授業を見たり、実際にどういう

教科書を使っているかということを見ないと、評価は非常に難しいと思います。 

 ちょっと私が書いたことから脱線しますけれども、よく最近、これはオーバージェネラリゼー

ションだと思いますけれども、日本人が今のグローバル社会に対応するためには、やはり日本語

でうまく発言できるように学生を育成しなければならないとあるんです。アメリカ人が教育者と

して日本に来てびっくりするのは、高校でも、大学でもスピーチクラスがない点です。アメリカ

だったらスピーチコミュニケーションという専攻までありますから、大体比較的大きな高校でし

たら、スピーチクラスが二つか三つあるんです。オーラルインタペテーションとか、発言に注目

していろいろな話し方とか、スピーチのやり方とかということがあるので、日本語のスピーチ、

日本語での発言を強調したゼミとか科目を提供してもいいのではないかと思います。 

 しかし、そのスキルを、能力を対象とした、目的とした授業だけではなくて、一般のゼミの中

でもっと、特に大学院生、また、学部生も自分で発言できる、そういう環境づくりをしなければ

ならないのではないかと思います。この点は我々のフルブライター、奨学生として来ている大学

院生も、あるいはノンディグリープログラムで来ている奨学生も、ほとんど皆が 100％ぐらいコ

メントしますね。日本の学生はゼミの中ではほとんど発言しない。発言するとしたら読み上げる

というようなことです。それでいいのだったらいいんですが、よく私の同僚の中には、やはり日

本語でもよりよく発言できるような学生を育成しなければならないというコメントが出されま

す。最後にそういう勝手なコメントを申し上げますけれども、本当に簡単で申しわけございませ

んが、以上でございます。 
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早稲田大学 社会科学部、社会科学研究科への提言 
 

日米教育委員会事務局長 サムエル・M・シェパード 
 
 
 国際教育の専門家の観点から評価し、早稲田大学及び社会科学部の教育課程又は研究活動

をさらに国際化させるための提言です。 

 

１．大学の Web Site もグローバル化。教育内容又は教員の成果を世界中に宣伝するのは望

ましい事ではないでしょうか。そうならば、Web Site にある項目ならびにその内容を英語

で提供する事も大事ではないでしょうか。 

 

２．外国語、特に英語、又は異文化間コミュニケーションの能力を身に付けるもっとも効果

のある手段として、より多くの学生を留学させるのがよいのではないでしょうか。早稲田大

学はすでに海外の大学と盛り沢山の協定を結んでいるので、これをきっかけにしてできれば

なるべく多くの学生をせめて一学期海外で勉強、生活できる機会を設けるべきだと思います。 

 

３．用語が英語である正規の授業を増やす。目的は学生の英語力を強めると同時に留学生が

受けられる授業も増やすことです。 

 

４．教員の国際的活動を奨励する。大学点検・評価報告書を見ますと教員の国際会議参加、

又は世界的一流の professional journal  執筆等は意外と少ないようにみえます。様々な方

法で他国の学者と交流できる機会をふやす事は学部をさらにグローバル化させる為にいか

にも重要だと思います。 

 

５．海外からの教員の数を増やす。並びに受け入れやすい体制、環境を築く事も必要になり

ます。 
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鈴 木  淳 
（東京大学大学院人文社会系研究科助教授） 
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報告レジュメ 

 

 

１．学部について 

  6 頁 理念 ① 社会科学の総合的研究・学際的研究  

            ② 社会に開かれた学部   

   

     ゼミナールに力を注ぐ 希望者全員     

          17 頁  基礎演習 25 人、専門演習 20 人の制限   素晴らしい 

           学部要項 16 頁 専門演習 2 年原則    要項掲載ＨＰはなかなか親切 

          11 頁 卒論非必修 専門演習応募 85％ 選抜により 8 割弱  概ね良いのではないだろうか 

   

 10 頁 必修 第一外国語 8 単位（2 年間通年 2 コマ） 

           外国書研究（社会科学） 16 頁 人数制限は 40 人 やや苦しそう 

           必修とする結果人数が多くなっていると考えられるが、必修とする理由が学部の理念・目 

           的の中で明示されていない。当然すぎるのか、議論の余地があるのか。 

 

  16 頁 履修  40 単位はやや厳しい印象。卒業単位非参入分を考慮する必要はあるが、多様性の限界 

          注を見ると１年次を緩和して早期の単位取得を誘導したほうが良いのではとの感想を持つ。 

          27 頁 留学者のための科目継続履修制度は学ぶべきもの 

          6 頁 他学部・機関 48 単位（2000 年度から）まで  多様性が評価できる  卒業 124 単位 

          25～26 頁 他学部に 1510 名送り出し、受け入れ 177 名。教育学部の教職関係が多いかも 

          しれないが二文以外の全学部に出超。学生にとっては良いであろうが、教員側は他学部生 

          を受け入れる講義を意識する必要がありそう（施設、採点補助等を含めて）。 

   

個別の授業評価はともかく、履修体制などにつき学生アンケートを実施した方が好ましいのでは 

 

目的（7 頁） 複雑な現代社会の課題に対して、総合的な視点から具体的な問題解決を可能ならしめる 

            逞しい知的能力を持った学生を育てる 

      直接評価する材料に乏しいが、目標に向けた体制の整備は可能な限りなされているように思わ 

      れる。長期的には卒業生の活躍と、母校への貢献の意志によって真価が示されよう 

 

２．大学院について 

8 頁  理念 ① 社会科学の総合的・学際的研究を行う 

           ② 高度な専門知識を持った人材を養成する 

 

  39 頁  人事制度 しっかりした規定である  

  40 頁  課程博士論文提出資格として雑誌論文 3 本要求  学びたい 

 

  107 頁 院生アンケート 回答数は 

   １－３科目不足 ５ 施設満足度 D で低下 

 ８－３ D の学会報告率 29％   ２ M の研究会参加率 3 割弱  やや低いのではないか 

 

  47 頁 大半の教員が適切と思える規模の受講者数であることは重要 

         32 頁の上限 10 名程度には全面的に賛成 
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  99 頁 院定員 M120 D72  M 政策科学論専攻 60％ 

  101 頁 M 合格率 20％台で充足率７，８割 入試制度に問題はないのでは 

  100 頁 4.5.2 によれば専攻間での定員配分の問題か 

     4.5.3 によれば、やや回復しつつあるとはいえ初期の内部進学者の減少は気になる 

     外部受験者が多い現状で「政策科学論」は最適の専攻名であろうか 

 

  35～36 頁 5 年間で派遣留学生 3、交流協定なし 増やすか、なくても良い体制とするか   

 

３．教員について 

      人文・自然系教員を見る限り、学部の授業負担は通年 4 コマ＋αが基準と思われる。 特に大 

      学院担当者は担当院生の指導のほかに講義 1 コマがあるので、かなり負担が重いのではないか。 

48 頁 アンケート 他研究室との交流が少ないのが気になるが、「交流」の意味不明確 

研究業績 人文・自然系は十分に挙げている  

      表記上 頁数わかるものとそうでないものがある 

      在外研究 忙しそうなのにもかかわらず 2 年可能なのは感心 

            教育への活用など考えると、時期や間隔も気になるが、大学院教育の本格化や学生の海 

            外体験の増加も考えれば、希望者の国内での特別研究も含め積極的に行われるべき 

      大学院は平均年齢高く  経験深い教員の指導を受けられるのは大きな長所であろう 

 

 

学部理念 ① 社会科学の総合的研究・学際的研究  

         ② 社会に開かれた学部   

大学院理念 ① 社会科学の総合的・学際的研究を行う 

         ② 高度な専門知識を持った人材を養成する 

 

学部の②は、社会の変化に対応して入試制度や大学院の設置によって実現されている 

大学院の②は、研究成果と教育経験を積んだ専任教員を中心とした教育体制によって、修士課程にお 

              いては実現され、博士課程においても実現されつつある 

両者の①は ・教員による研究活動の総体としては実現している。総合性、学際性は専門性を前提とし 

             ているので、研究が専門分野に限定される教員がいるのは当然である。 

           ・学部における「学習」のレベルでは、授業科目の設定や履修制度により実現されている 

           ・学部における「研究」指導は演習と外国書研究により、内容は教員と学生の選択に左右 

             される。総合的・学際的研究を行う機会は十分に与えられている。   

           ・大学院における院生の「学習」体制は多様な講義の開設と割当て単位数により実現して 

             いる。 

           ・大学院における院生の「研究」については、演習参加が指導教員のものに限定されてい 

             るため、教員の指導方針によるところが大きい。 

                これについては、もう少し制度的な工夫があってもよいのではないだろうか。 

            具体的には一つの対象について各方面から分析を加える複数教員と院生による共同研究。 

            たとえば紀要の特集号や小シンポジウムを目標とした、１・２年間の研究会など、制度 

            的には大学院演習の一部を当てても良いであろうし、院生だけの研究会も考えられよう。 

            全員参加ではなく適当なテーマや院生に即して無理なく組織するべきであろう。 
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 引き続きで申しわけございませんが、二、三、この報告書を読んで思い当たったお話をさせて

いただきたいと思います。 

 理念などについては、既に皆さんご存じのことをメモしただけなので、あえて申すことはござ

いませんが、一つゼミナールに力を注ぐということが初めの理念に引き続いて書かれておりまし

て、その中身を見ると、基礎の演習で 25 人、専門演習 20 人という制限で行っている、これは私

の狭い見聞の範囲ですが、東京大学の教養学部でやっている必修の基礎演習が今 32 人最大入って

おりまして、教官アンケートをとって何人まで下げるのがいいと思うかということをやったら、

ちょうど 24 という数が出ております。大体 25 で演習が実施できているというのは非常にうらや

ましいというか、すばらしいと言うことができるのではないか。専門演習の方も 20 人という制限

で、私が文学部で持っている演習が 25 人おりまして、多くて困っているので、20 というこの制

限は、学生の側にとってもなかなかいいものではないかと思いました。 

 卒論が必修でないという体制のもとで、ゼミの参加者が８割というのは、あとの２割はという

ご議論も塩田先生から出されておりましたが、大体２割ぐらいは余り大学に来たくなくなる人も

いるので、いいのではないかというのが私としての勝手な感想です。 

 では、何が必修になっているかといいましたら、第一外国語の必修、これが通年２コマで２年

間ということになるんだと思うんですが、もう一つ、外国書研究があります。外国語の方は説明

するまでもないのかと思いますが、外国書研究が必修になっている理由ということは、これは社

会科学系なら当然だということもできるかと思いますが、何らかの形で説明される必要があるの

ではないかと感じました。人数制限 40 人と、これは輪読していくにしても人数が多過ぎるような

気もしますが、このあたり、人数が多くなってもあえて必修でこれを維持していることの意味を

ご説明いただきたいなというところがあります。 

 履修のことは、年間 40 単位という制限がちょっと気になって、逆に選択の幅が非常に分厚い講

義要項からも示されるように大きく、いろいろな授業がとれるのが長所の中で、40 単位というの

はいかがなものかと思いましたが、これも私学出身の院生にいろいろ聞いて回ったところ、そん

なに特に少ないというわけではないことに気づいたんですが、ずっと制限がない大学におりまし

たもので、最初の段階で 40 に絞るのは何かなと、選択の幅が狭い印象を受けました。 

 履修の注を見ると、四年生だけ例外的に単位数が多く認められるというのがあって、いかにも

卒業単位がそろわなければつけてあげますよというメッセージがひしひしと伝わってくるんです

が、そういうのが果たして学生の側、履修する側にどういう印象を与えるのかというのは気にな

ります。どっちかというと逆で、入った勢いというか、大学に来たところで幅広く最初の年は単

位をとって、それから少し自分が何をやるか決めていくかというふうなことを考えれば、１年次

の単位は少なくとももうちょっととれるようにしたりした方がいいのではないかなと感じました。 

 他学部・他機関の単位がたくさん、48 単位、卒業単位の３分の１以上認められているというの

は、かなり多様性は評価できますが、この表を見ていて気になったのは、延べ人員だと思います

が、他学部に対して 1,510 名送り出していて、他学部から受け入れているのが 177 名なんです。

多分教育学部系が多いので、教職関係か何かで教育学部に聴講に行くのが多いのではないかと思

いますが、第二文学部以外のすべてに対して学生の輸出超過といいますか、聞きに行くのは多い

けれども、入ってくるのは少ないという状態であります。この点は、学生にとっては非常に選択

の幅が広くて結構なんでしょうが、早稲田大学全体の中での学部の役割ということを考えると、

こういうことでいいのかなという疑問を感じました。 

 決してこの学部のやっていることは魅力がないわけではない、というのは大学院のマスターの

入試の結果を見てみますと、少なくとも 98・99 年はこの学部の出身者よりも早稲田の中の他学部

の出身者の方が多く来ているわけです。ということは、他学部の出身者が、他学部の学生が興味

を持つ学問が明らかに行われているというのが一面ではっきりしているわけで、それを他学部か

ら学部の授業を受けに来るということが可能な、もっと行われる体制に結びつけられるはずでは

ないかと思います。だから、これは中身の問題より制度の問題かなというふうに考えました。 

 施設の問題とか、あと原則 300、最大 500 という履修制限があるようなので、それを超えたこ

とはできないのかもしれません。またあるいは、やはり答案が 100 枚超えると見る気なくなって

きますから、採点をどうするかという、そういう補助をある程度行うというふうなことも考えな

くてはいけないと思いますが、もう少し、例えば看板的な幾つかの科目についてでも他学部生を

 41



たくさん受け入れられるような、そのためには学生数をたくさんとるような授業を考えられても

いいのではないか。そういうことがさらに大学院生の獲得にもつながってくるのではないかと考

えます。 

 目的はそのように書かれていたのですが、直接に評価する材料は乏しいので、現状ではコメン

トできません。 

 大学院の方ですが、大学院の人事、大学院担当教科について、随分厳しい規定がございまして、

これだと私は就職した最初の何年間か大学院持たなくてよかったはずだなと思うんですが、半ば

大学の自己点検としても十分機能するものだったと思います。 

 博士論文の提出資格として雑誌論文を３本要求しているというのも、これは私は考えたことも

なかったんですが、こういう要求はなかなかいいのではないか。今、Ｄ論を書く年齢に達してい

ながら書けない院生を複数見ているんですが、みんな共通して雑誌論文が１本しかないんです。

やはり３本ぐらい書くということをもっと早くからプレッシャーをかけていれば、彼らもＤ論が

出せたのかなということを思って、これはなかなかいい制度であると思いました。 

 院生については、ほかの先生からもいろいろご指摘があったように、ドクターになると施設の

満足度が低下しているということはある程度深刻にとらえなければならないのではないかという

ことと、やはり学会報告率とかマスターの研究会の参加率が低いことがちょっと気になりました。

この点については、大学院というのはどういうものなのかということだと思うんですが、もちろ

ん一つにはしっかり一対一で指導教員、経験あふれる先生に指導していただくということが大き

いと思いますが、もう一つは学問の世界に入り込んで、受け手の側ではなくてつくり手の側に入

るんだ、なるんだというようなこともある程度あるかと思います。 

 先週末、経営史学会に久しぶりに参加してきたんですが、見ると社会人の院生の方の発表が随

分ふえている印象を受けました。例えば、せっかく大学に来たんだから、そういう学会で発表す

る経験をするとかということが大学院に来たかいがあるなという印象を学生たちに与えることも

できるのではないかと思います。 

 大学院の定員が充足していないという話について、入試制度の問題というふうに報告書では指

摘されているんですが、見ると二つの専攻の間にかなり偏りがあって、政策科学論専攻の方が少

ないわけです。政策科学というのはもちろんこの研究科でのとらえ方では最適の名前なんでしょ

う。しかし、外部からの受験者が多いという現状の中ではいかがでしょうか。政策というと、も

ちろんここではそうではないと定義されているわけですが、政府がやる官の仕事的な印象が強く

あります。それに対してこの研究科では、どっちかというと民間のＮＧＯ活動などに強そうな教

育がなされているように思うんですが、それをあらわすのに政策科学という言葉が本当に最適で、

一番魅力的なのかということは、ちょっと考える余地があるのではないか。中身をいじくる前に、

看板の方をちょっといじくった方がいいのではないかと、これは勝手な物言いでございますが感

じました。 

 留学の問題は、やはり５年間で派遣留学生が３人、これはもちろん１年間ぐらい行く長期のも

のを指しているようですが、さらに交流協定なしということが大学院の専攻のあり方からすると

ちょっと不足のように思いますが、もちろん語学能力がない留学生を送り出してもしようがない

わけで、そのあたりどう考えていくのか、もっとふやすべく語学教育の充実とか入試の語学を難

しくするとかということをしていくのか、それとも余り留学なんかしなくても、ちゃんと日本で

学べるんだと。そのかわりに、教員の方がしっかり在外研究してきて教えるんだという、そうい

う言い方ももちろんあると思います。日本の大学教育というのは、元来外国へ留学しなければな

らないのを日本国内で教育するというところから始まっているわけですから、本来の筋はそちら

だったわけで、ただ、そこのあたり、ある程度方針をはっきりさせないと、国際化の中で派遣留

学が少ないということが言われて指摘され続けると思います。これは説明の仕方の問題かもしれ

ないし、留学生の受け入れが少ないのは、これは制度的なビザの問題があってしようがないよう

ですから、人的な院生の交流を増やしていくというのは、この研究科の構造としてやりにくいの

ではないか。としたら、何かそうではない説明を考えた方がいいのではないかというのは余計な

お世話ながら感じたところであります。 

 教員は、確かに塩田先生からもご指摘があったように、この教員の個別の情報は読みにくくて、

お一方の学部の授業を何コマやっているのかというのを計算するのが、人文自然系教員を実は全
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部やってみたんですが、案外手間がかかりました。得られた結論は、多分通年で４コマプラスア

ルファは基準だということなんですが、ほかに大学院の講義コマも考えると、ちょっと負担が重

いかなというところがあります。 

 大体そうなんですが、これを超えている方とか、これはほかに役職との関係か、学部の負担が

１コマになっていると思われる教授の先生があって、その辺のばらつきはどうして生ずるのかな

というのが疑問に感じました。 

 業績は、これだけの忙しさで教育負担の割を考えると、随分十分なものがあるように思います。

ただ、せっかくこの目録リストをつくるのだと、さっきレフェリードペーパーがどうかという話

もありましたが、表記上何ページの論文かというのがわかるものとわからないものがありまして、

せっかくだったら統一した方がよかったのではないかと考えました。 

 在外研究は、最長２年半、過去５年でも行っていらっしゃる方がいて、ある程度できていると

いうことは感心で、私の勤務校では２年半は無理でありますし、駒場では１年が限度と今は言わ

れていますが、そのあたりでうまくこれを教育に生かしているということが言えれば、利点と言

えるのではないかと思いました。 

 全体のまとめとして、学部の理念と対照してみたいんですが、社会科学の総合的研究、学際的

研究というのが理念とされているわけですが、これに対してどうか。社会に開かれた学部という

学部の理念とか、高度な専門知識を持った人材というのは、ともに実現されていると思います。

その中で、特にスタッフの方がやや平均年齢が高いという問題は特に大学院の場合ありますが、

社会人を受け入れて教育していく大学院としては、やはり経験あふれる年齢が比較的高い先生が

多くいらっしゃるということは、それなりによいことではないかというふうに、逆に若手として

は思うわけです。 

 ただ、もう一つは研究ということを言う場合に、学部の方で教育体制としては授業で随分総合

的研究、学際的研究があって、その履修の方法とか科目とかが設定されているのはわかるんです

が、研究というところは、そういう研究をする機会は与えられているんだけれども、必ずしも十

分ではないように思います。学部が元来学生に研究させる機関なのかどうかという考え方はあり

ますが、例えばゼミに所属している人がそこで出すゼミ論というか、卒論的なものに単位を与え

るとか、そういったことがあると、もう少し学部における研究ということも伸びるのではないか

と思いました。 

 もう一つは、大学院の研究というところでは、いろいろご指摘がありますが、やはり院生の共

同研究のようなもの、あるいは院生と教員を交えた、複数の指導教員と複数の先生についている

院生を含めた共同研究会のようなものはぜひともつくるべきではないかと思います。例えば、紀

要にそういう特集号を、毎年２冊は特集号で出すと決めて、それに向けて小さい研究会をやる。

書いてきた論文をお互いに読んでコメントし合って発表して、発表した後で、その合評会をやる

と、そういうふうにたとえ研究会自体は三、四回であっても、一つのテーマ、例えば社会科学総

合研究の講義題目になっているテーマでもいいと思いますし、もっと時宜に即した、例えば沖縄

をどう考えるかとかというようなことでいろいろな分野が入ってもいいと思いますし、そういう

大学院の学生が交流して、学際性、総合性を勝ち得るための仕掛けを、実はあるのかもしれませ

んが、もう少し明示的につくるということが大学院に魅力を持たせて、またその評価をしやすく

することにつながるでしょう。実は今回の評価をしろと言われて未熟者ゆえ随分こまったのです

が、やはり目標があって、それに向かってどういう仕組みがあるかという形で評価せざるを得な

い。特に今回のように書類だけで評価する場合にはそうなので、この面からもそういう仕組みは

重要ではないかと思いました。 

 やはり大学院生がごろごろいて雑談するような部屋すらこの建物にはなくて、各研究科共通で

はあるというお話ですが、そういうような打ち合わせに使えるというか、ただロッカーを使うだ

けではなくて、ついでに少し話ができるような空間というのも、装置としても院生のためには必

要ではないだろうか。一応そんなあたりです。 
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早稲田大学 社会科学部、社会科学研究科への提言 
 

東京大学大学院人文社会系研究科助教授  鈴木 淳 
 
 
 学部教育について多様な講義科目の提供、人数制限のある専門演習の重視など教育体制が

整備されているが、さらに以下のような改善が考えられる 
 
１．一年生の履修可能単位数を拡大する 
 多様な講義科目を生かし、また早い時期に自らの学問的関心を練るためである。 
 
２．専門演習で各演習が前提として履修すべき講義を指定する 
 講義科目の必修制度がないことは評価できるが、成果の豊かな演習を行うため、各担当教

員の判断で、必修または推奨する講義科目を事前に明示する。 
 
３．演習で卒業論文を執筆する場合に四～八単位程度を与える 
 学生に研究を体験する機会を与えることを制度化する。卒論そのものに単位を与えるか、

卒論指導を履修させる可能性がある。 
 
大学院教育について、担当教員の業績主義による選定など、体制の整備が進んでいるが、さ

らに以下の改善策が考えられる 
 
４．複数の教員・院生による研究会活動を奨励し、研究科内シンポジウムや紀要の特

集号などその発表の場を制度化する 
 社会科学の学際的研究を進めるという目標と、現状の指導教員の演習を中心とした研究指

導体制は乖離しているので、学際的研究の場を設ける必要がある。院生だけで研究会に利用

できる部屋の設定なども必要であろう。 
 
教員の研究・教育への姿勢の情報公開について、検討・試行が進められているが、さらに以

下の改善策が考えられる 
 
５．二～五年に一度、学部・研究科の教育・研究案内を作成して全教員の実績・業績

を目録と本人の記述で掲載する 
 学生・受験生、さらには社会に対する情報公開という観点で作成すべきである。目録は研

究業績、海外出張、研修、学内行政、担当科目等今回の報告書をより読み取りやすくすれば

よいであろう。教育について学部学生のアンケート実施は必要だが一律な評価は弊害も多い

ので実施方法は個々の教員に任せ、直接結果を公表するのではなく、結果を踏まえて各教員

が教育成果や抱負を記述するのが適当である。 
 
                              以  上 
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吉 野 直 行 
（慶應義塾大学経済学部教授） 
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報告レジュメ 

 
 以下の評価は、早稲田大学社会科学部に関することと、わが国全体の大学教育全般にも当

てはまる点も、指摘させていただいております。 
 
１．学部教育について 
(1)それぞれの講義内容は、各担当者によって半年あるいは一年、一貫性のある教育が行わ

れている。ただし、科目相互の連携も望まれる。学部全体としての科目間の関連についての

学生への説明がより深くなされるとありがたい。 
(2)学部教育については、高校での数学の勉学の違いなど、学生の準備状況によって講義内

容を変更しないといけない大学が出てきているが、そのような問題点は、発生していないの

か？ そうであれば、コース別の教育も１年生では採用することが必要ではないか。 
(3)４年間の学習によって、どの程度の勉学内容を学生に望んでいるかの目標が学生に与え

られると、学生のやる気も向上するのではないか。各学年、最終学年での、勉学達成度の総

合的な評価も将来的には、必要のように思われる。  
(4)人数の多い講義については、２コースを設置するなど、競争的な講義形式も採用できる

のではないか。各講義の実際の学生参加数はどの程度か。 
(5)一年に一回あるいは二回だけの試験の科目、割合頻繁に小テストを行う科目、受講人数

の少ない科目、大教室の科目など、さまざまな科目について、TA・RA などの制度を活用し

た学生への対応が望まれる。 
(6)学生による講義の評価などにより、教える側での努力が近年望まれている。学生による

講義の評価について、どのような方法で,各教員に伝えられているのか？ 教員の側での講

義の教え方の改善は、どのようになされているのか？ 
 
 
２．大学院の研究教育 
(1)修士課程・博士課程では、大学院の教育内容は異なる。修士課程１年生では、コース・

ワークが主になり、学生には、サーベイ論文や基礎的知識の教育が中心となる。修士の２年

目では、基礎的な学習と修士論文の作成が必要となってくる。 
 修士課程の各科目では、基礎的な論文・応用論文など、これまでの各分野での研究成果を

網羅したシラバスが用意されることが望まれる。 
(2)修士課程から博士課程への進学では、基礎的な知識が蓄積され、独自の論文を仕上げて

行く力を養う必要がある。 
 博士課程の学生の、論文作成の能力がどの程度向上しているのか、博士学生による学会で

の報告・論文発表などについても、報告がなされることが望まれる。 
(3)今後、少子高齢化の中で、博士課程進学者の就職状況は、どこの大学でも大きな課題と

なると予想される。博士課程修了者が、どのような進路を進むかのビジョンをお聞かせいた

だきたい。 
 
 
３．教員の研究活動 
(1)多くの教員は、しっかりした業績を積み上げておられるが、一部の教員では、研究成果

がやや足りないように見受けられる。それぞれの教員の研究成果がどのように評価されてい

るのか、学会・文献での引用などの状況も将来的には分かるとありがたい。 
(2)私立大学の場合には、研究活動と同時に、大学学内・学外での委員会等の活動も多数行

われている。研究活動と同時に、大学内部での学内活動・学外活動の状況も、項目のみ書か
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れているが、その内容をより詳しく書く欄があるとよいように思われる。 
(3)国内学会での報告・国際学会での報告など、学外での研究交流の頻度も、研究活動では

重要であると思われる。 
(4)分野にもよるが、海外との国際競争力は、どの程度、それぞれの分野であるのか。 
 
 
４．学生の教育環境 
(1)学部学生・大学院生の研究環境・演習での個別指導も、進んでいるように見受ける。た

だし、今後は、学部学生・大学院学生からの教員に対する評価は、何らかの形で実施される

ことが望まれる。 
(2)語学教育では、文献が読めると同時に、どの程度まで、会話で使えるかも問われてきて

いる。学生の語学教育の成果について、何らかの指標はあるかどうか。 
(3)パソコン設備・図書などの設備は相当程度、揃っていると思われる。関連データが

CD-ROM などの形式でも最近は利用できるものが多いので、電子化された情報の蓄積も望

まれる。 
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 当日出席できませんので、きょうはテープにとらせていただきたいと思います。 

 評価の基準として四つほどポイントが挙げられておりましたので、それに従いまして、第１番

目が学部教育について、２番目が大学院の研究教育、３番目が教員の研究活動、４番目が学生の

教育環境、私のハンドアウトにございますように、これを見ながら説明させていただきたいと思

います。 

 ただし、ここに書かせていただきましたのは、早稲田大学の社会科学部に関することと同時に、

恐らく我が国全体の大学教育にも当てはまることだと思いますので、少し広目にポイントを書か

せていただきました。 

 まず第１番目は学部教育についてですが、レジュメにございますけれども、それぞれの担当者

の方々の講義内容に関しては、きちんと書かれていると思いますが、社会科学部として科目相互

間でどういう連携を望まれていらっしゃるのか、そしてまた１年生から４年生までの社会科学部

の学生に対して、学部全体としてどういう科目をとって卒業してもらいたいのか、恐らく卒業さ

れる学生にも幾つかのパターンがあると思います。そういう幾つかのパターンをぜひ学生の前に

示していただければ、学生も連携を持って４年間の学生生活が行えるのではないかと思います。 

 ２番目ですが、社会科学部の場合にもある程度数理的な分析を使われる分野、それからそうで

ない分野といろいろ分かれていると思います。最近の高校では、数学の勉学の違いなど、学生の

準備の状況が大分違ってきているように思われます。そういたしますと、講義の内容も、例えば

一つのコースは同じ科目でも割合数学などのある程度準備ができている学生のための科目、そし

てもう一つの科目は同じ名前でもそうでない学生向けの科目と、こういうようにコース別に内容

を分けるということも必要ではないかと思います。 

 もちろん社会科学部の場合に、別にそういうことは必要ないということかもしれませんけれど

も、恐らく高校での準備の状況は違うということに対して、こちらの社会科学部の場合には、あ

る程度そういうさまざまな科目を用意されていらっしゃるのかどうかということであります。 

 ３番目は、先ほど１番目に申し上げましたけれども、４年間の勉強を学生がやられる中で、最

終学年でどういう学生を社会科学部として目指されているのか、どういう学生を育てたい、ある

いはどういう学生になってほしいということがおありになるのか。ですから、勉学の達成度の総

合的なもの、こういうものを学生にどう求めていらっしゃるのかというのが、一つ読ませていた

だいた中では余りはっきりしなかったと思います。 

 ４番目は、細かいことは私この中では判断できなかったのですが、人数の多い講義とかあると

思うのですが、そういう場合に、同じ科目を二つ学生に設置するとか、競争的な講義形式を採用

するとか、そういうこともある程度必要ではないかと思います。 

 それから、出席している学生の数と履修の希望を出している学生と余り違うような講義がある

のであれば、実際の講義に出席している学生が非常に少ないと、こういうようなことがあります

と、やはりそこは何か講義に問題があるのか、あるいは学生の側に問題があるのか、そういうこ

とも講義ごとに、どうしてあの人は人気があるのか、どうしてこの先生の講義は少ないのかと。

これまではよく、日本全体そうなのですけれども、学生がばかでしようがないと、こういう形で、

教える側からの一方通行だったわけですが、今後の日本全体の教育にとっては、やはりいい学生

を育て、学生に勉強してもらうということですから、余りにも履修届を出している学生の数と実

際に聞いている学生の数が違うというのはよくないのではないかと思います。これも社会科学部

だけではなくて、全部の大学に当てはまることだと思います。 

 ５番目は、学生に対する評価でございますけれども、１年に１回あるいは２回だけの試験、こ

れで学生の評価をする科目として適しているのか、あるいは頻繁に小テストなどを行いまして、

その学生の評価を見ていくと。幾つかの大学ではＴＡとかＲＡ、つまりティーチング・アシスタ

ントやリサーチ・アシスタントを使いまして、先生の講義がよくわからなかったときに、そうい

う大学院生がある程度補講みたいな形で講義をいたしました。あるいは小テストの採点をこうい

う大学院の学生がするというようなことで、教育の補助も行われているわけです。社会科学部で

も一部行われているとは思いますが、今後積極的にどういう形でそういうふうにＲＡとかＴＡを

使いながら、学生の勉学のスピードが違う人に対して助けを与えていくかということだと思いま

す。 
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 ６番目は講義の評価に対する教える側からだけのＡＢＣＤとつけるような採点ではなく、学生

から講義の評価について、やはり１年に１度ぐらい無記名で投票してもらう。そして、その評価

をその教員に伝えていただくことが必要ではないかと思います。もちろんこれは、日本の場合に

は成績の甘い先生の評価がよくなってしまうとか、そういう弊害もあると思いますので、それぞ

れの先生の成績のつけ方、そしてそれから学生の評価、その評価をやはり先生にフィードバック

していただいて、毎年の評価が改善されていくのかどうかということも必要ではないかと思いま

す。 

 以上が学部の教育についてであります。 

 ２番目が大学院の研究教育ですが、最近修士課程・博士課程の大学院生の数がふえていると思

います。１番目に書きましたが、修士課程の１年ではコース・ワークが、例えば経済の分野など

では重要になります。そして、学生には、２行目ですが、サーベイ論文や基礎的知識の教育が中

心となるのが大学院の修士課程だと思います。 

 そこで、重要なことは大学院の修士課程の段階でいろいろな海外の論文を読んだり、日本の論

文を読んだりして、基礎的な学習が備わっているかどうかということが必要だと思います。 

 第２パラグラフ、修士課程の各科目では、基礎的な論文、応用論文などこれまでの各分野での

研究成果を網羅したシラバスが用意されることが望ましいと思います。修士課程の特に１年生の

段階では、基礎的な論文を読むことによって、それぞれの分野がこれまでどういう研究がなされ

ているかという基礎をやはりしっかり勉強することではないかと思います。 

 ２番目が修士課程から博士課程への進学では、その基礎的な知識が十分蓄積され、それから博

士課程に行く段階では、独自の論文を仕上げていくと、こういう力を養う必要があると思います。 

 博士課程の学生の段階では、学会などでどういう論文を学生が報告しているかということがや

はり学生の質の問題になってくると思いますので、今後こういう評価の中でも大学院に学生がど

んな成果を出しているかということが重要ではないかと思います。 

 ３番目は、これはどこの大学にもあてはまりますが、少子高齢化の中で博士課程進学者の就職

状況がこれから大変になってくるような気がいたします。ですから、修士課程修了者がどういう

ような進路に進むというビジョンを早稲田大学の社会科学研究科ではお持ちになっていらっし

ゃるのか。教育研究者ばかりではないと思いますので、社会科学研究科を修了された修士課程や

博士課程の学生の方がどういうところに進むのがいいのか、そういう大学院のビジョンも必要で

はないかと思います。 

 ３番目が教員の研究活動であります。見させていただきますと、多くの教員の方はしっかりと

した業績を積み上げておられますが、一部の教員の方では、やはり研究成果がやや足りないよう

に見受けられる方々もおられます。それぞれの教員の研究成果がここではすべて毎年ごとに出さ

れておられますが、それが外部でどのように評価されているのか、例えば学会でどういうふうに

先生方の研究が評価されているのか、あるいはそれぞれの先生方の文献、書かれたものがどの程

度外部に引用されていらっしゃるのか、こういうことが重要ではないかと思います。 

 ２番目は、これはやはり難しい問題なのですが、大学の評価のときに研究の活動評価しかして

おりません。しかし、私立大学の場合には研究活動と同時に、大学の学内、あるいは学外での委

員会などの研究が多数行われていると思います。ですから、そういう意味では、研究活動と同時

に、やはり学内や学外で大学のためのどういう仕事をされていらっしゃるか、これもバランスが

とれていないといけないと思われます。 

 そうしませんと、日本の大学の場合には、みんな研究だけして、学部行政をする方が出てこな

くなってしまうと思います。ですから、学内行政とか学外でのいろいろな社会活動も含めて、そ

ういうものと研究活動のバランスがあるのではないかと思います。 

 ですから、一つの項目としては、学内でのそういう行政ということも一つの重要な、特に私学

の場合ですけれども、役割ではないかと思いますので、ぜひそういうのも入れた形の部分を一つ

入れておいていただければと思います。そうでなければ、大学のことをみんな気にしないで、自

分の研究だけをしてしまうということになってしまいまして、特に今後の大学では、学内でどう

されるか、それぞれの大学をどうしていくかということも両輪の輪ではないかと思います。 

 ３番目は、これは全部の分野に関して、特に経済学の場合には国内での報告ばかりでなくて、
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国際学会での報告もいろいろ大変に重要になってきております。ですから、３番目と４番目は海

外、あるいは学外の研究交流がどの程度それぞれの分野でなされていらっしゃるのかということ

が重要だと思います。 

 ４番目は、分野にもよりますけれども、海外との国際競争力、これがそれぞれの分野でどの程

度備わっているのか。これまでは、恐らく非常に国内的な分野もおありになったと思うんですけ

れども、今後のグローバライゼーションの中では、そういう国内的な分野も日本的な研究も海外

になるべく発信していくということが重要ではないかと思います。 

 ４番目が学生の教育環境ですが、学部学生、大学院の研究教育環境というのは、やはり演習と

か進んでやっていらっしゃるように見受けられますけれども、今後大学院、あるいは学部学生の

教員に対する評価というのは先ほど申し上げましたけれども、何らかの形で実施されることが望

ましいと思います。これは大学院の学生の指導教授、あるいは教員に対する評価というのも含め

て行われることが望ましいと思います。 

 ２番目は、語学教育とかいろいろな教育が４年間の中には必要だと思いますけれども、それが

会話で使えるのか、あるいは学生の語学教育の成果について何らかの指標というものが示される

ことが必要ではないかと思います。 

 ３番目は、パソコンの設備とか図書とか、いろいろ備わっていると思うんですけれども、今後

我々の分野ではＣＤ－ＲＯＭとかいろいろ電子媒体でデータが備わってきておりますので、そう

いう既存の書籍とかそれ以外の媒体での情報の提供もぜひ学生に進めていただければというふ

うに思っております。 

 以上が大体コメントです。 
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早稲田大学 社会科学部、社会科学研究科への提言 
 

                                            慶応義塾大学経済学部教授 吉野 直行 

 よりよい学部に発展していただくため、以下のようなコメントをまとめさせていただきま 
した。 

（１）学部教育について 
(i)一貫性のある教育、科目相互の連携、学部全体としての科目間の関連についての学生への

説明がより深くなされることが望まれる。 
(ii)４年間の社会科学部の学習で、どのような目標を学生が設定し、どのような学生を育て

たいのか、 
(iii)学生に目標をしっかり持たせられるカリキュラム/学部教育が望まれる。 
 
（２）大学院の研究教育 
(i)修士課程では、研究者を目指す学生と、修士課程の勉学を実社会に応用しようとする学生

では、カリキュラム内容が異なる。 
 修士課程一年目の、基礎科目の十分な講義形式の教育が望まれる。 
学部の教育と同様、カリキュラム全体の整合性、科目間の関連など、体系的な説明も望まれ

る。 
(ii)博士課程への進学には、修士論文と、何らかの大学院生として基礎知識を備えているか

どうかの判定も将来的には必要ではないかと思われる。 
(iii)大学院学生の学会・ジャーナルなどでの発表数なども、将来的には、必要な指標ではな

いかと思われる。 
 
（３）教員の研究活動と学内行政 
(i)多くの教員は、しっかりした業績を積み上げておられるが、一部の教員では、研究成果が

足りないように見受けられる。 
 さらに、それぞれの教員の研究成果がどのように評価されているのか、学会・文献での引

用などの状況も将来的には分かるとありがたい。 
(ii)私立大学の場合には、研究活動と同時に、大学学内・学外での委員会等の活動も多数行

われている。研究活動と同時に、大学内部での学内活動・学外活動の状況も、項目のみ書か

れているが、その内容をより詳しく書く欄があるとよいように思われる。 
(iii)国内学会での報告・国際学会での報告など、学外での研究交流の頻度も、研究活動では

重要であると思われる。 
(iv)分野にもよるが、海外との国際競争力は、どの程度それぞれの分野であるのか。 
 
（４）学生の教育環境 
(i)学部学生・大学院生の研究環境・演習での個別指導も、進んでいるように見受ける。今後

は、学部学生・大学院学生からの教員に対する評価は、何らかの形で実施されることが望ま

れる。 
(ii)語学教育では、文献を読めると同時に、どの程度まで、会話で使えるかも問われてきて

いる。学生の語学教育についても、日本のすべての大学で、国際的に通用する卒業生を輩出

できる工夫が必要ではないかと思われる。 
(iii)電子化された情報を学生がさらに利用できるよう、データ情報の提供も望まれる。社会

科学の勉学・研究に必要となる WEB サイトの情報などが学生に継続的に伝えられる工夫も

必要ではないかと思われる。 
                              以  上 
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