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Ⅱ．第三者評価の内容 

 

１．人間科学部 

 

【学部の理念とその実現について】 

〔評価〕 

 多くの科学分野のそれぞれの深化が、我が国の工業化社会の発展を促してきた。しかしな

がら、こうした社会発展に伴って生じた、人間性の喪失、人間活動による環境問題は、持続

的な社会の構築に向けて解決すべき早急の課題となっている。そのためには、科学分野のそ

れぞれに秀でた社会人の育成ばかりではなく、総合性、学際性、国際性といった広い見識か

ら人間性、社会性を備えた社会人の育成が重要である。 

 したがって、人間科学部の理念は、早稲田大学がこれまで理念としてきた学問の独立を信

念とし、実用の研究による模範的国民の育成に、新たに人間性、社会性を備えた社会人の育

成を加えた画期的な学部として評価できる。 

 こうした理念のもとで、十数年を経過した今日、歴史のある早稲田大学の他学部卒業生が

もつ学部への在学意識、帰属意識、大学内でのアイデンティティと同様の意識を備える教育

が行われているであろうか。 

 社会人として採用する側からの感想ではあるが、受け入れ側は文系として採用している。

入学生も文系を意識しているのではないだろうか。 

 カリキュラムの構成をみると理系とも思われる構成となっている。すでに、学部の理念に

あるように、文系、理系と分けること自体が古い考え方で、その点では先端学部であると思

う。ただ、他学部学生は所属を早稲田大学○○学部と即座に答えるが、人間科学部の学生は

学部を言うのに躊躇する場合がある。学部の理念が総合性、学際性であるために、現代社会

の中での位置付け、例えば、工学、経済学、文学といったどれにもあてはまらないもどかし

さがあるのではないだろうか。 

 教育において、理念に応じた認識をどのように学生に与えているのか、あまり明瞭ではな

いと思われる。 

〔見解〕 

（１）学部 

 早稲田大学の他学部はすでに 100 年以上の歴史をもち、学部教育の継続性から、帰属意識、

アイデンティティは作られている。しかし、人間科学部は、ある意味で、こうした細分化さ

れた学部教育の欠陥を補う新たな、あるいは今後重要な学部であり、既成の学部概念を打ち

破ったものと考えている。すなわち、全体性、文理融合、複合・総合性の理念を備えた学生

として育っていくものと思う。これら総合性、学際性は、既成学部のように特定の確立され

ている学問のみを修得して卒業するものではなく、現在動きつつある学問領域を越えた等身

大の人間の問題解決につながる学問的成果や、社会人となっても常に自らのあり方、社会の

あり方を模索し、構築するための具体的手段・方策を修得して卒業するものであるから、今

後、人間科学部の理念について十分理解させるよう、カリキュラム等で検討していきたい。 
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（２）人間基礎科学科 

 この学科は、生物学系、心理学系、社会学系教員で構成され、これらの学系の融合を図る

ことが、教育に反映すると考えている。十数年を経過して、まだ発展段階であることに、い

ささか不満があるかもしれない。しかし、総合性、学際性を目途に、各学系での教育研究の

深化を図ることが重要で、この意識を十分に備えるよう努力すれば、学生の学部、学科卒業

のアイデンティティは備わると思われる。総合性、学際性の意識を教員サイドが持続して意

識し、教育研究活動を行っていくよう、共同ゼミのような具体的な活動を今後検討したい。 

（３）人間健康科学科 

 総合性、学際性を備える基本は、人間の器を大きくすることである。重箱の隅をつつくの

ではなく、重箱をまず理解することである。このような意識のもとに、ゼミを強化しており、

こうしたゼミを通じて早稲田意識が培われていると思う。今後、健康という概念はますます

広がりをもつことであろうから、ゼミの充実に加えて、福祉といった分野を今後強化するこ

とが重要である。 

（４）スポーツ科学科 

 他学科とくらべて、スポーツといった明確な目的があるように思う。重要なことは、一般

的なスポーツ強化ではなく、総合性、学際性を備えたスポーツ科学であることから、他学科

と異なり、２年次からゼミを行っている。このようなゼミの経験から、当該分野での帰属意

識が養われていると思う。スポーツ科学の意識を今後さらに高めることによって、自らの存

在意義が養われると思われる。 

 

【人間基礎科学科について】 

〔評価〕 

 人間科学部の理念あるいは人間基礎科学科の理念に、持続可能な社会の構築に向けた人と

環境の問題への取り組みがあげられている。例えば、生存の基盤をなす農林業、あるいは人

間活動の環境影響評価といった講義科目、研究が少ないように思われる。総合性、学際性、

国際性から、ますますグローバルな視点に立ったこの分野の教育研究の充実が望まれる。と

りわけ、人間科学部のこの緑に囲まれた豊かな教育環境は、最適な環境教育の場であろう。 

〔見解〕 

 ご指摘の点は、かねてから本学部で強化すべき分野であるとの認識があった。新学部構想

では、環境問題を情報や福祉と同じように前面に出していることから、教員配置も含めて検

討していく予定である。 

 

【人間健康科学科について】 

〔評価〕 

 人間健康科学科の理念は高齢化社会、持続的社会に向けて的を得たものである。心と健康

という問題を、国内ばかりでなく、海外に目を向けてみると、心と健康の維持にそれを支え

る経済が必ず問題となる。新設学科の計画では、福祉という実学的な側面を充実するようで

あるが、それらを支える社会・経済の教育研究が不足しているように思われる。 
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〔見解〕 

 重要なご指摘と考える。実学的な資格対応ばかりでなく、経営のようなソフト面について

も検討したい。すでに、新学科計画に対して、国際的視点も指摘されており、新学科計画案

に是非とも盛り込んでいきたい。 

 

【スポーツ科学科について】 

〔評価〕 

 スポーツ科学科にスポーツ推薦枠があることから、スポーツ科学科ではなく、スポーツ学

科と考える人が多い。こうした推薦枠で入学した学生のフォローアップが重要である。 

〔見解〕 

 現在、スポーツ各部からの推薦では、各部責任のフォローアップを義務付けており、学業

の成績報告がある。スポーツと知性の両立も本学科の理念であるから、この体制は今後も堅

持していきたい。 

 

【スポーツ振興・サークル活動について】 

〔評価〕 

 スポーツの振興は、スポーツ科学科ばかりでなく、大学全体の問題である。本部キャンパ

スでは、文化活動を支える部室・学生会館等がかなり整備されている。しかし、構内視察の

結果、部室が廊下の一部を簡易間仕切りした程度のものであったり、かなり学生へのサービ

スという点で問題がある。 

 また、サークル活動という点からすると、本部キャンパスの学生との連携が重要であるが、

本部と所沢という空間的な懸隔から、人間科学部の学生にとってかなり不利なようである。

このような不利な条件を何らかの方法で解消すべきである。例えば、必修科目を午前、選択

科目を午後に配置するなどの工夫を必要としている。 

〔見解〕 

 オリンピックレベルの競技に対応する施設となると不十分であるが、陸上競技場は３種公

認、プールは公認などある程度のレベルは維持している。野球場、テニスコート、スポーツ

ホールなども充実させている。地域社会への貢献という視点から、こうした施設の地域住民

の利用も可能としている。 

 ご指摘のように、ハード面の充実に対して、カリキュラムを含めた学生生活への配慮とい

ったソフト面で不十分な側面もあるので、今後、検討していきたい。 

 現在、本部キャンパスとの連携ばかりでなく、各学部の連携強化が打ち出されており、オ

ープン教育センターの設置によって、教養的な科目をセンターに、専門科目を各学部に、の

構想で動きつつある。人間科学部もこの構想を積極的に活用し、スポーツばかりでなく、サ

ークル活動の側方支援を充実していく予定である。 

 

【教育環境について】 

〔評価〕 
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 緑豊かな学部である、しかし多くの教員が、環境は良いが不便で、と話される。不利な条

件を有利な条件へ、と考えればもっと解決策があるのではないだろうか。 

 例えば、現在、教育の一貫性という視点に立てば、高校－大学の一貫教育も大事であり、

人間科学部はそれを先取りできるのではないか。附属・系属校は西武沿線あるいは近在に分

布している、このようにみれば、例えば、高等学院・早実在学中に学部で履修させ、単位を

認定するなど、画期的な教育ができるように思われる。 

〔見解〕 

 政経学部では行っているようである。これまでの人間科学部の姿勢は、附属・系属校から

の希望者が少なく、その分一般入試枠を増やしている。いろいろな高校から学生が集まるこ

とによってヘテロな学生集団が形成され、学際性、総合性からもふさわしい戦略であると考

えた結果であった。確かに、ご指摘のような地理的条件をいかした方策は全く考えていなか

った。附属・系属校と連絡をとって具体的な方策を検討したい。 

 

【教員人事について】 

〔評価〕 

 1995 年～1999 年度までの教員業績リストを見ると、文部省の基準に適合しない分類とな

っている。新任、昇任人事にあたって、教育活動を勘案して、とあるが、このような曖昧な

分類基準で行っているのか。 

 人事問題の一つとして、科学技術の進展の著しい分野、例えば、情報関連の教員自身のレ

ベルアップの方策を学部責任として実行すべきである。 

〔見解〕 

 新任、昇任人事はそれぞれの学科の内規、最終的には学部人事調整委員会の決定に従って

いる。すでに本学部の性格を理解していただいたとおり、学際的、総合的であることから、

各教員の専門分野は多岐にわたっており、理系、文系の混成である。理系での論文分類はあ

る程度文部省基準と合致するが、文系では難しい。例えば、作品的なものも論文ではないが

研究活動の成果である。したがって、そのような点を勘案すると曖昧な表現になるが、候補

者については、学科内の人事委員会の設置など、公明性を重視して実施している。 

 ＩＴ化に向けて、教員の情報技術の習得は、現在、個々の教員にゆだねられている。新学

部構想に情報教育の強化を謳っていることから、研修制度などの検討を行っていきたい。 

 

【教員の構成について】 

〔評価〕 

 教員の高齢化、教員の年令構成の片寄りをどのような方法で解決するのか。また、学生の

男女比がおよそ半分と聞くが、教員の男女比はいかがか。バンカラの早稲田、といったイメ

ージは古いし、現在の学生状況に応じた女性教員の増強が望まれる。 

〔見解〕 

 年齢構成などの教員の適正配置は国立大学、私立大学を問わず、大学が問われている問題

だと思う。定年退職者の補充といった日常的な教員採用ではなかなか解決されない。学部再
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編による学部の理念に対応した教員配置がひとつの解決策であろう。現在、学部再編が実現

しつつあることから、そのような適正配置を実現していきたい。 

 

【自己点検・評価について】 

〔評価〕 

 自己点検・評価に学生へのサービス、ケア関連が少ない。例えば、学生寮の存否、図書館

の利用時間など学生生活に立ち入った自己点検を行ってほしい。 

〔見解〕 

 報告書の不備な点をご指摘いただき、感謝する。 

 

【オープン科目について】 

〔評価〕 

 学生の主体的な講義選択といった点からオープン科目の設定は重要であるが、選択にあた

って奨励しているのであろうか。 

〔見解〕 

 オープン科目の設定は、カリキュラム改革の一つの目標でもあった。現在、オープン科目

は約 160 科目設定している。その結果、本部キャンパスの他学部からおよそ 600 名の登録が

ある。ちなみに、およそ 500 名の人間科学部学生が本部キャンパスの講義を受講している。 

 

【学部の牽引力について】 

〔評価〕 

 みなさんは高田馬場のキャンパスを「本部」と呼んでいる。これは人間科学部を「支部」、

もっと辛口に言えば「下部」という意識があるのではないか。学部設立理念に立ち戻り、人

間科学部の総合性・学際性は他学部を引っ張っていくのだ、という意気込みがほしい。 
〔見解〕 

 前者のご指摘だけに限れば、潜在意識としても無いように思う。教職員からすれば、全学

的な諸会議が大隈会館などで開かれ、そのような場合に「本部」に行くが共通語的にふさわ

しいから使っているように思う。上下関係からの言葉でないように思う。 
 ご指摘のように、人間科学部は、他学部のような特定領域に特化した学部ではなく、他学

部と教育研究においてオーバーラップする特徴を持っている。したがって、人間科学部の総

合性・学際性からの見方で他学部の教育研究で気のつかない点を提言していくことは、お互

いの活性化という意味で重要と思われる。オープン教育センターを通じて、学部にまたがる

講議も開設されることから、積極的にこのようなシステムを利用し、総合性・学際性の重要

性に理解を求め、他学部の各専門領域への刺激となるよう努力したい。 
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２．人間科学研究科 

 

【研究科の理念について】 

〔評価〕 

 人間科学研究科の理念は、人間科学部同様、極めて重要な理念であり、他大学院にない特

徴を備えている。したがって、独創性、独自性といった面からも高い評価となっている。こ

のような研究科の理念に沿って修了する院生の進路は、人間科学を活かした進路となってい

るだろうか。研究科の外にいるものにとって、研究科の理念がどのような形で社会に反映し

ているのか知りたいところであり、また今後の研究科の発展を見極める上でも重要と考える。 

〔見解〕 

 人間科学が特定の専門領域ではなく、多くの専門分野の学際性、総合性を目指すものであ

るから、確立した研究分野ではない。言いかえれば、目的意識が人間科学であり、実践が専

門分野である。したがって、社会で人間科学が確立していないことから、修了生の進路は産

業分野、経済分野、マスコミ、研究機関等様々である。 

 ただし、問題点として、修了生の就職先の把握をしてこなかったことは、就職先の状況か

らフィードバックをして教育研究に反映させる重要な業務を怠っていたことになる。 

 本年、設立後 10 年の節目を迎えて、これまでの修了生にアンケート調査（約 500 名）を

実施し、就職先の取りまとめを行った。回答が 250 名程度であった。回答が少なかった反省

として、毎年、継続的におこなわなかったことがあげられる。 

 今後さらに回答を求めて解析を進め、大学院教育の現場に還元していきたいと考えている。 

 

【専攻の構成について】 

〔評価〕 

 生命科学専攻、健康科学専攻は、説明のとおり社会で理解し難い専攻名である。組織改編

が難しいことから、5研究領域を新たに提示し、社会に知らしめた努力は十分に評価できる。 

 組織はどうしてもリジッドになり運営が難しいが、テンポラルな組織でどのような運営を

しているのか。 

〔見解〕 

 入試、人事、カリキュラム等を研究領域からの発案として、研究領域内での責任体制を強

化している。しかし、研究領域によって教員数、院生数に差のあることから、研究領域を数

年単位で見直していく必要がある。 

 

【博士学位の取得について】 

〔評価〕 

 統計数値からすると博士後期課程での退学者が多いように見受けられる。これは、修士か

ら博士課程の入試選抜において、博士学位取得可能な院生の評価が甘い結果、脱落者がでる

と思われる。博士後期課程の見直しが必要である。 

〔見解〕 
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 研究領域によって異なるが、少なくとも入試選抜に問題はない。現在の社会通念からすれ

ば修士課程学生は学部学生と同様の就職状況であり、理系では修士修了によるハンディはほ

とんどなくなっている。 

 博士後期課程となると修了者の就職先は一気にせばまっており、就職難の時代は続いてい

る。そのため、在学中に研究機関など適度な就職先があれば、やはり中途であっても就職す

るのが現状である。 

 これらの院生は論文博士の取得などの道が残されており、大きな問題はないものと考えて

いる。 

 

【博士後期課程のカリキュラムについて】 

〔評価〕 

 博士後期課程に講義がない。しかし、総合科学を目指すのであれば、他大学研究科からの

院生に対して特別講義を設置し、理念に即した総合性、学際性を有した専門家の育成に努力

すべきである。 

〔見解〕 

 博士後期課程となると、論文作成のための調査など時間的制約もある。また、博士論文レ

ベルになるとかなり専門性が問われることから、修士課程で可能な講義もなかなか成立しな

い。研究室単位でのゼミを通じて、人間科学の目指すところを切磋琢磨することが重要と考

える。博士後期課程の院生が専門分野ではプロであり、一社会人としては総合性を備えた知

識人であることが重要と考えている。 

 

【学部・大学院の一貫教育について】 

〔評価〕 

 人間科学部と人間科学研究科が 2 階建て構造となっており、学部－大学院の一貫教育とい

った面でメリットが大きい。一方で、他大学院へ希望する学生も多いと思うが、このような

一貫教育の側面が明瞭ではない。 

〔見解〕 

 人間科学研究科はヘテロ集団こそが総合性、学際性の教育研究に重要である、との見解か

ら他大学からの入学生を積極的に受け入れる体制をとっている。このことは、本学部学生が

他大学大学院に入学することも重要で、学部で得た総合性、学際性を他大学院の専門教育の

なかで花開かせることになる。 

 したがって、他大学からの受け入れ、他大学院への入学は積極的に進めている。ただし、

問題点として、大学院においても入学金、授業料が学生生活を圧迫しており、このような理

念と裏腹に、国立大学へ優秀な学生が流出してしまうマイナスは否めない。 

 

【国際化について】 

〔評価〕 

 国際性の見方から、外国人院生が少ないように思われる。本部キャンパスの研究科に集中
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することもわかるが、人間科学こそ国際性を活かして外国人院生を増やすべきである。また、

早稲田大学独自でポスドク制度をつくり、積極的なグローバル化を実現すべきである。 

〔見解〕 

 外国人院生の受け入れに十分な配慮を行っているが、希望者が少ない現状である。ご指摘

の点は大学全体にかかわる問題であり、大学の会議体で常に議題となっているので、実行で

きるよう努力したい。 
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３．人間総合研究センター 

 

【プロジェクトの運営について】 

〔評価〕 

 学部、大学院と連動して意義ある研究である。したがってプロジェクトの立案、参画の希

望者が多いように思われるが、こうしたニーズへの対応が不明確である。プロジェクト成果

の評価に学部評価委員がいないことも、研究所の活動が対外的に知られていない原因である。 

〔見解〕 

 プロジェクト研究期間は継続は可能だが、原則として 2 年である。ご指摘のように、現在、

新たなプロジェクトがないのは、明らかに問題である。プロジェクトの改廃ルールがないこ

ともあり、現在のプロジェクト組織運営委員会で議論しているところである。 

 プロジェクト成果の評価は、年 7～8 回ほど管理委員会で行っているが、今後は外部から

の評価ができるような仕組みを早急に検討したい。 

 

【若手研究代表者の起用について】 

〔評価〕 

 プロジェクト研究の活性化の一つの方策として、若手の研究代表者の起用が重要である。 

〔見解〕 

 ご指摘の通りである。先にも述べたように、新たなプロジェクトができる仕組みに加えて、

若手の教員からも応募可能な方策を考えていきたい。 

 

【研究成果の発表について】 

〔評価〕 

 プロジェクト成果の発信が、研究所の成果として認知されていない。外部資金導入のため

にも研究所そのものの存在をアピールし、学部、大学院、研究所が連携して、人間科学研究

が今後の持続可能な社会の構築に不可欠であることを、社会に知らしめるよう努力して欲し

い。そのためにも研究所の研究成果の情報発信に工夫をしていただきたい。 

〔見解〕 

 毎年、人総研主催のシンポジウムや市民講座などを開いている。また、人間科学の叢書と

してヒューマンサイエンスのシリーズ発刊を始めた。これらの充実を図るとともに、ご指摘

のような社会への発信を、国際的な視野を含めてさらに検討していきたい。 

 

【運営資金について】 

〔評価〕 

 研究所では、資金、人、空間が不可欠である。明らかに、研究所の規模として、実験室は

少なく、専従研究員が助手だけであることは、研究所の活性化を難しくしている。これらの

確保は大学内の競合、運営資金などいろいろ乗り越えなければならない点があると思うが、

積極的な運営を期待する。研究所の運営資金について言えば、外部資金によるプロジェクト
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であれば、そこから運営資金を一定額徴収するなどの工夫も必要ではないか。 

〔見解〕 

 ご指摘のあった実験室が少ないことは大きな問題である。また、専従研究員が助手で、そ

の員数がプロジェクト数に満たないことも問題となっている。最近、リサーチアシスタント

というポジションをつくり、プロジェクトにおける大学院生の研究活動を促す仕組みをつく

った。このような仕組みによる成果を常に検証して、よりよい方策を今後も検討したい。 

 早稲田大学は、小規模ではあるが外部資金導入の活性化を目指してプロジェクト研究所の

制度をつくった。このような研究所システムと人総研は、どちらかといえば競合関係となっ

ている。 

 人総研としては、外部資金の導入に努力するとともに、巨大な組織ではできないフレキシ

ブルな組織運営によって、研究所の活性化を図って行こうとしている。 

 現在、私案的ではあるが「人間科学学会」のような全国組織を立ち上げてその拠点研究所

としての役割を担うような方向も模索されてる。 
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