
高等学院 自己点検・評価報告書（総括） 
 
１ 高等学院の理念・目的 

 新制高等学院は、1949 年（昭和 24 年)に創設されて以来満 50 年を経過し、1999 年には

記念式典・特別行事が催され、新たな一歩を踏み出したところである。 

 高等学院の理念・目的は早稲田大学の教旨を前提に｢本学院は、早田大学建学の精神に基

き、中学校における教育の基礎の上に高等普通教育を施し、一般的教養を高め、健全な批

判力を養い、国家及び社会の形成者として有為な人材を養成するとともに、更に進んで深

く専門の学芸を研究するに必要な資質を育成することを目的とする。｣と、学則第１条に書

かれている。 

 目的に沿った学校であるかの評価は、長い月日を経て判断できるものも多い。現在社会

に出て活躍している卒業生を見る限り、概ね目的を達しており、学院に対する期待は大き

く、使命は重いと言えるが、少子化、中高一貫教育、ゆとり教育などの波が押し寄せてき

ているなか、教務担当常任理事会の諮問機関｢高等学院に関する懇談会｣の報告書が提出さ

れ、現在「早稲田大学 21 世紀の教育研究グランドデザイン」が策定されている。学院を取

り巻く状況は、厳しさを増し変革を迫られている。学院では早稲田大学教旨・高等学院学

則、新学習指導要領を見据えて将来的な展望を｢将来計画委員会｣を中心に総力を挙げ検討

がなされている。期待したい。 

 奥島孝康総長は、高等学院 50 周年記念誌｢継承そして創造｣の中の寄稿文｢高等学院 50

周年に寄せて｣で、学院に対する期待を３つ述べられている。 

１． 心身ともに健全で、かつ、何事にも意欲的な生徒の育成に努めていただきたい。 

２． これまで以上に、基礎的学力のバランスのよい教育に最大限努めていただきたい。 

３． これまで以上に、生徒たちをして早稲田大学の構成員であるとの自覚を持たせるよ

う指導していただきたい。 

 

２ 教育活動 

(教育課程) 

 学習指導要領に準拠する中で、学院の教育理念・目的に応じた特色あるカリキュラムで

なければならないが、同時に生徒の学習能力を考慮し、体系的に履修できるように配列し、

スムーズに学習効果が上がっていくようにカリキュラムを編成していかなければならない。

また、本大学にない学部・学科に進学する若干名の生徒を除くと全員が本大学への進学を

志望しているため、高大一貫教育を根底に学部の教育内容を考慮し、学部の求める人材の

育成に配慮したカリキュラムをという考え方もあり、現在その動きもあり成果を期待した

いが、学部の多様性、学院内での自由度の減少などを考えると決して容易なことではない。 

 本来、基礎的なものはすべての生徒が履修していくカリキュラムが望ましく、｢教育課程

委員会｣でカリキュラムの検討を常に行なっている。10 年毎の指導要領の改訂は、学院の

独自性を維持することを難しくし、2003 年度からまた新たな学習指導要領に移行する。科

目の新設（情報）、「総合学習の時間」の導入・週 5 日授業制の実施など難問が山積してい

る。その他、コース制、選択科目、授業期間・時数など検討項目も多い。 
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（教育内容・教育方法） 

 教育内容は、学習指導要領に示されているものが基本になっているが、検定教科書であ

ろうとなかろうと、教科書「を」教えるのか、「で」教えるのかで授業は全く変わったもの

になる。個々の内容についても、生徒に学んで欲しいもの、生徒が学びたいものでは異な

るものが多いが、進学学部を決定する特別考査に関係する科目は、特に標準化しておく必

要が生じてくる。授業改善のため、教員同士の意見交換、理解力の確認や、意欲向上のた

め生徒の意見を聞き授業内容・方法に反映させている教員、またＣＡＴＶが各組に設置

（1999 年 8 月）されたこともあり積極的に利用し授業の幅を広げている教員様々である。

いずれにしても、魅力ある授業への努力、工夫を惜しんではならないことは言うまでもな

い。そして、授業を通して生徒が現代社会の課題を自ら発見し、それを解決していく能力

が身につくよう指導したいものである。  

 生徒数も多く、科目・授業内容に応じた適切なクラス規模を考えていなければならない

が、施設・時間割・教員数などの検討課題が多い。ただ、生徒が多様化していき、理解力

の差が大きくなってきた場合、クラス分けや補講など考えなければならないことも生ずる。

いずれにしても、周囲の理解を得られなければ実現は難しい。 

（成績評価・単位認定） 

 各学期（3 学期制）の試験結果のフィードバックを心掛けているが、進級の可否や進学

学部決定に試験の結果が用いられるため、その試験が公平につけられ認定基準が明確でな

ければならない。一人の教員が総ての組・生徒を担当できないことや、各期末試験だけで

成績をつけるものでもないことなどから疑義がはさまれることもある。少なくとも教科内

においては、共通した認識のもと成績の評価方法について検討・改善を重ねて欲しい。 

（特別教育活動） 

 学校行事について、行事委員会・組主任会等で議論を重ね試行錯誤をして来た。1999 年

から 1･2 年生は宿泊を伴った学芸的各行事を、3 年生は大学における模擬授業のほかクラ

ス毎の校外活動を５月に実施している。その他、早慶戦観戦（1 年）や体育的行事（球技

大会）を実施している。校外活動は、団体行動のできない生徒が増えてきた昨今継続・復

活（現在、修学旅行・シーズンスポーツなど中断中）させる難しさがあるが、重要な検討

課題である。 

 大学の模擬授業・学部説明会のほかに、放課後父母の聴講を認める形で年 2 回程様々な

方による科外講義を実施し成果を上げている。これらの更なる充実を望みたい。 

 生徒会は、立候補した生徒の中から選出された中央幹事会を中心に、各クラスで選出さ

れた自治委員会、学院祭委員会、体育祭委員会、学院雑誌委員会、選挙管理委員会、修学

旅行問題検討委員会などから構成され、講演会・討論会・他校との交流や学院祭、学院雑

誌作製など教職員も係わりながら活発に活動している。しかし、無関心な生徒も多いのも

確かである。 

 生徒会活動の一環でもあるクラブ活動が、高校生活の大きな部分を占めている生徒も多

い。大学との関係もあり大学の施設が利用でき、大学生の指導のもと練習しているクラブ、

教員・コーチが直接指導しているクラブ、全く自主的に活動しているクラブなど様々であ

る。概ね活発に活動して成果を上げているが、クラブの安全性・活動内容などクラブによ

る差も大きく、顧問（教員）の係わり方、責任体制など検討すべき課題も多い。 
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  防災訓練は、年 1 度実施し、災害時の備えも充実してきている。後は、災害が起こっ

たときのシミュレーションを大学の防災計画に対応した方法での検討をしておきたい。 

（教員組織・教育環境） 
 新指導要領では、授業時数の減少が必至の状況にあるため、各教科・教員の協力がない

と編成・運用は難しいが、教員数にも係わってくる。教員の適正な数、特に専任教員数の

割合や年齢構成（小人数の教科では偏る傾向はあるが）など長期的展望に立って、募集・

任免に付いて整備して欲しい。なかで、理科実験・計算機実習・調理実習などの授業は、

学院の大きな特色にもなっているが、複数の教員で対応できない現在助手やＴＡ・インス

トラクターなどが重要な役割を果たしていることを認識しておきたい。また、採用後の教

員に対して余り干渉しないという空気があるだけに、オリエンテーション・ガイダンスを

適切に行なって欲しいものである。 

（国際交流） 

 留学生の受け入れ数は、大学との話し合いで在籍している数は３名程度という約束にな

っているが、留学生の日本語に能力差があるのとボランティア的な教員の指導体制のなか、

個々に留学生に対応するとなると何名でもと言う訳にはいかない。特定の教員に負担がか

からないよう指導体制を整備し留学生をより柔軟に受け入れたい。 

 学院からの留学に関しては、英国スコットランドの高校マーキストン・カースル・スク

ールとの交換留学のほか、ＡＦＳ・ＹＦＵ・ドイツ政府招致留学・短期留学などに対する

促進・支援体制は整っていると言えるが、学院の進級・進学学部の決定方法が画一的であ

ったため、留学先の単位については、配慮していないが、現在検討中である進学学部決定

方法の中で検討に値する。 

 また、現在、希望者だけであるが、夏季休業期間中オーストラリアへ海外研修旅行を行

い国際交流も積極的に進めている。 

 

３．教育研究環境 

（施設） 

 1956 年早稲田の地（外山町）から、練馬区上石神井智山学園の跡地に移転し現在に至る

が、智山学園校舎等の改造と新校舎の増築（1956）に始まり、講堂（1961）、現 72 号館校

舎（1964）、現第 2 体育館（1965）、現 70 号館校舎・部室・食堂（1976）、プール（1980）、

現第 1・3 体育館（1990）などが建設された。その他、普通教室の CATV・エアーコンディ

ショナーの設置、実験・実習室、ＬＬ教室、コンピューター教室、音楽室、美術室、書道

室などの特別教室の拡充・整備や、図書室、体育施設、保健室の充実に努めてきた。21 世

紀の高等学院の在り方の検討がなされている現在建物全体も視野に入れた構想を期待した

いものである。 

（研究活動） 

 不断の努力を重ねている教材研究の外、クラブの合宿・試合の多いなか休業期間を有効

に利用し、研究活動を行い、業績を上げる努力を払っている教員が多数を占めている。そ

の成果は、学院研究年誌や、大学の研究業績年間により窺うことができる。 

 学院研究年誌は1956年創刊され、その後年1回発行し2000年3月に第44号を発行した。

このように、研究成果を学内外に公表し、学術的・社会的評価を受けている。学会など他
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の機関を利用し、研究成果を公表している教員もいる。 

 研究年誌の創刊のことばに、当時の樫山欽四郎院長は、次のように述べられている。 

 「教育にたずさわるものは、学問芸術に対する情熱を持っていることによって初めて、

その教育に純粋なものを保って行くことができる。純粋なものを愛し、世の諸々の困難に

も拘わらず、これを失わないということが教育にとってどんなに大切であるかは改めてい

う必要もないほどである。」 

 

４．生徒 

（受け入れ） 

 入学試験解禁日の都県による相違・少子化の傾向など様々な要素が絡み志願者数が減る

傾向にあるなか、一般入学試験（1 次：国語・数学・英語、2 次：小論文）とは別に自己推

薦による入学試験（1 次：書類選考、2 次：面接）を始め、多様な能力・資質・個性を持っ

た生徒や、早稲田大学・高等学院に本当に入学したい生徒が選抜される可能性が広がった

ことに注目したい。自己推薦入学者数の適正な数・選抜方法など一般入試の有様を含めて

更に検討を重ねて欲しい。 

 一般・帰国・推薦と入学の形態は違っても入学後同じ扱いをしている。授業・学力・生

活など心配な面もあると聞く、適切に対応しなければならないが、学部を含めて長い眼で

見たいものである。また、大学受験がないことで、「好きな勉強ができる」また「一つの事

に打ち込むことのできる環境である」ことなどを理解し、学院を受験入学してくる生徒が

多いが、受験がないことで何もしなくても大学に入学できると履き違えている生徒もいる

ことはいる。入学直後のガイダンス・オリエンテーションの意義は大きい。 

（生活への配慮） 

 早稲田大学の奨学金については、職員の努力により大学の選考方法等を基に学院におい

てもほぼ確立し、昨今の不景気で希望者が多いが必要な生徒に支給されている。学院独自

の「高等学院奨学金」は、学債・寄付金・利息などを基金とし、年度の中途生徒の家庭で

不慮の事態が発生し、家計の面での援助が必要と判定された生徒に対し給付している奨学

金制度である。毎年 1・2 件あり給付されている。その他、｢日本育英会｣など奨学金もあり

全体としては充実しており、適時情報を流し対応している。 

 心身・生活等深い悩みのある生徒に対し、掲示板やホームルームで担任を通して情報を

流し、校医やカウンセラー（週 1 回来校）にも相談できる機会を作っている。 

 クラブ活動での生活面は、担任・部長・保健室が連絡し合い気を付けている。 

 生徒の学院生活における不慮の事故に備え、大学の援助とご父母等の寄付による「高等

学院障害見舞基金」が設けられている。 

（進学） 

 卒業生は、医学・芸術・国公立の大学を目指す若干名を除き、早稲田大学の各学部に進

学している。各学部の情報は、学部説明会・講義要項・模擬授業等を通して生徒に伝わる

傍ら、担任との面談・教科担当の教員の説明など多面的に進路指導が行なわれている。 

 殆どの学部には進学割当数が設けられており、必ずしも志望学部・学科に進学できると

は限らないが、希望が多様化してきており第１志望で決定する割合が８割を超えてきてい

る。理工学部に関して付言すると、1972 年度の理工学部進学者数割当数 348 名（卒業者数
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588 名）を超えた志望者がいたが、1995 年度では割当数 210 名にも満たない 173 名の進学

に留まった。割当数については、学部・学院の立場の違いもあり難しい問題ではあるが、

より柔軟にと大学全体での検討の話も聞く。期待したい。 

 進学学部の決定は、各学年の学業成績と特別考査の総合で１元的ではあるが公平に行な

われてきたが、2000 年度から生徒の資質を総合的に評価し推薦する選抜方法を導入し多元

的に考えようとしている。注意して見守りたい。 

 

５．社会との連繋 

 学院の実態は、入試関係誌や塾関係の学校案内で社会に伝わっているが、学院自体も学

校案内を充実させたり、学校案内・入学試験の情報・学院通信誌｢欅｣などを掲載したホー

ムページも 1999 年開設した。管理体制を整え更に充実させて欲しい。 

 学院の施設利用は、教諭会の承認のなかで、クラブ関係の試合・交流会、生徒会活動の

一貫として他校生と共に利用する他は、公開講座、早稲田大学 100 キロハイク休憩所、同

窓会（クラス会）などで利用されているに過ぎない。2000 年度練馬区の公開講座に参加す

るなど地域社会との連繋も大切にする気運も伺える。継続させて行く難しさもあるが、期

待したい。 

 

６．管理運営 

 日常学院は、学院長、教務担当・生徒担当の教務主任・副主任（以下、役職者）と事務

長を中心に運営されている。また各学科は、学科主任のもと運営されている。ただ、学院

の最高議決機関は、専任教諭の全員出席を前提の教諭会（定例教諭会は月 1 度開催）であ

る。教諭会の議事進行は役職者によって行なわれ、全会一致を目標に審議されている。そ

の議題は、役職者が全学的な事項の他、各学科・各種委員会等で審議決定された事項を整

理し、教諭会に諮る。そして、審議内容・議決内容は、議事録等によって周知され、教諭

会の意向が各種委員会・教育研究活動に関わる事項等の決定に反映されている。議事進行・

議決等に関して長い歴史もあり簡単には変更できない面もあろうが、検討の余地はあろう。 

 事務関係の仕事は、破綻をきたすと学校は運営できなくなるが、大学との共同体の中で

組織・整備され、事務長のリードのもと仕事が遂行されている。現在、事務長の他、専任

職員、学生職員、アルバイトで組織され、事務所（学務、庶務）、図書室、保健室、実験・

実習等を行なう特別教室、教員室などに配属されている。そして、異動が定期的に行なわ

れるが、教員・生徒との係わりや、仕事の継続性が希薄にならないよう、教職員共々留意

していきたい。また、外部委託ではあるが警手、労務の方々が、学院の警備・清掃に従事

している。 

 

７ 終わりに 

 評価・点検する祭、資料・データを基にする項目が多いが、日頃何の資料・データをい

かに蓄積しておくかを検討して欲しい。外部の方に評価を依頼するとなれば尚更である。 

 現在、理事会より「男女共学」｢中学校併設｣などの意向が示されている。実現すれば、

学院維新的なものになり、実施されなくても次回の点検・評価の重要項目となるであろう。 
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本庄高等学院 自己点検・評価報告書（総括） 
 
大学点検・評価委員会 

                                                  ＮＯ１０小委員会（高等学院） 

                                                                  本庄高等学院 

 

自己点検・評価報告書（総括） 

 

 

【はじめに】 

 本学院の教育の理念・目的は学則第１条にある「早稲田大学建学の精神に基づき、中学

校における教育の基礎の上に高等普通教育を施し、一般的教養を高め、健全な批判力を養

い、国家および社会の形成者として有為な人材を養成し、さらに進んで深く専門の学芸を

研究するに必要な資質を育成すること」である。また研究の面では、教員は研究費が支給

され、各研究所の兼任研究員となるなど、研究活動の展開によって大学全体の研究の一翼

を担うことが求められている。したがって点検・評価も教育・研究の面を中心に行なった。

開校以来 18 年しか経過しておらず、卒業生の最高齢者でも未だ 30 歳代前半に過ぎない本

学院が、特に教育面において所期の目的を達成しているか否かを判断することは困難であ

る。しかし社会の変動は激しく、社会や本学各学部の学院に対する要望も変化してきてお

り、それに対応する制度改革が日常的に行なわれているなかで、現時点での点検・評価を

行なうことも一定の意義があろう。そうした立場から 1995 年度から 1999 年度の点検・評

価を行なったが、当然高く評価できることもまた問題点も明らかになった。以下今後の課

題を中心に記すことで総括としたい。 

 

【教育活動】 

 カリキュラムは文部省の学習指導要領に準拠するとともに、大学附属学校としての特色

が求められる。ところが学習指導要領では、改訂の度に科目数が増える一方で標準単位数

は減少する傾向にあり、また学部側からは「基礎学力」を身につけることが要請されてい

る。本学院では双方の要請を考慮しつつ特色あるカリキュラム編成を心がけているが、そ

こには相矛盾する要素も多々あり、カリキュラム編成は今後ますます困難さが増大するこ

とが予想される。特に近年の学校教育は、学部での教養科目の減少、学習指導要領での高

等学校の科目選択の自由度の拡大により、「教養」をどこで身につけさせるのかという根本

的な問題に直面している。選択肢の拡大は個性を伸ばすという側面があることは認められ

るが、それでは社会人としてあるいは社会のリーダーとして必要な「教養」はどこで修得

されるのであろうか。現状は大学教育と高校教育が共に「教養」を否定してしまっている

ことにならないだろうか。限られた能力を伸ばすということは大衆化した大学には確かに

必要な方策とも言えようが、それが早稲田大学に当てはまるか否かは大いに議論しなけれ

ばなるまい。もとよりそこには「教養」とは何か、「基礎学力」とは何かという問題が横た

わっているが、今後、「教養」教育については、本学院内のみならず、学部も含めた検討が
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求められる。本学院においてもその視点からのカリキュラム編成が必要であろう。 

 1994 年度にそれまでの２学期制から３学期制に変更されたが、そのため第３学年では約

３週間、第１、２学年では１ヶ月半しか授業期間がない第３学期が、成績評価の面では約

３ヶ月半に及ぶ第１、２学期と同じ比重をもつなど、各学期間のアンバランスが顕著にな

り単位認定に影響が見られる。また学期末試験終了後の１週間程度が授業期間として次学

期に組み入れられているが、試験の確認には長すぎ、新しい内容を始めるには短すぎて授

業展開が難しい面もある。一方、ここ数年来学校行事が多くなっているが、それらは授業

を休講にしての行事であり、継続的に学習するという習慣を崩す側面もある。クラブ活動

についても授業日に試合や会議が頻繁に行なわれており、授業との兼ね合いが問題である。

学期のバランス、授業と特別活動のバランスを考慮しなければならないだろう。 

 卒業論文は本学院の教育の特色の一つであるが、卒業に必要な単位に含まれないものの

成績評価は為されて進級基準の得点要素にななるという曖昧な位置づけとなっている。今

後単位に組み入れることを検討すべきであろう。また各教員の担当卒業論文数にかなりの

ばらつきがある。論文テーマの専門性が関わりいたずらな平均化は無意味であるが、きめ

細かい指導を行なうとすれば、一人の教員が担当できる卒業論文数には自ずと限度はあり、

何らかの対策が求められる。 

 1984 年以来、北京大学附属高級中学との交流が継続し、本学院のもう一つの特色として

成果を挙げているが、それ以外の国際交流は活発とは言えない。時に数週間程度の体験的

遊学生の訪問はあるが、恒常的な留学生はこれまで例がなく、またＡＦＳ等本学院生徒の

留学も極めて少なく、意欲もあまり見られない。留学・研修を促進するための単位認定等

の環境整備、生徒の意欲喚起の方策が求められる。中国に限らず広く世界各地で留学・研

修する環境、雰囲気を整えることは大きな課題である。 

 専任教員の定員は 1995 年度の 34 名から 1998 年に 37 名に増加したが、家庭科や芸術、

理科、公民、地理歴史科のうちの多くの科目で専任教員が１名しか配置されていないため、

病気・事故等の非常時の対応に若干の心配がある。最終学歴が本学以外の教員は増加傾向

にあり、1999 年度では 10 名を数える。本学学部・大学院にない専門の教員を配置する必

要もありこの数字の評価は難しいが、大学附属の学校として本学各学部への進学を推進す

る必要があり、他大学出身者の割合をどこまでにするかは検討の必要がある。教員の新規

任用の際には広く人材を集める努力はしているが、その基準、手続きは現在のところ曖昧

である。人事委員会等の整備が課題である。 

 

【研究活動】 

 個人研究費は 1994 年度以来 408,000 円に据え置かれ、研究費用確保に苦慮している教員

が多い一方、研究費の使い残しも多い。単純な人数割りでない使用方法、あるいは年度途

中での再配分などの制度が必要である。外部資金としては文部省の科学研究費補助金があ

るが、高等学院教員が奨励研究Ｂにしか応募できない規定が影響し、外部資金導入の道を

狭めている。奨励研究Ｂ以外の補助金に応募するための方策をとらなけらばならない。 

 本学院教員の重要な職務である研究活動には多くの専任教員は意欲的に取り組み、業績

を上げるための努力を怠っていない。最近の５年間の研究業績を見ても着実な成果を上げ

ていると言えよう。その成果は授業にも反映されており、本学院の大きな特色となってい
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る。ただ研究の性格にもよるが、学内外の研究者との共同研究は多くなく、また少数なが

ら研究活動を行なっていないとする者がいるのは問題である。研究の伴わない教育はあり

得ないのであり、一層の努力が求められる。 

 

【社会的活動】 

 教員の学外の活動としては、数名の教員は地域の教養講座や市民講座等に出講し、また

音楽活動の指導者として活躍している例があるが、全体として社会的活動に参加する教員

が多いとは言えない。地域社会への知的貢献のため、また本学院の評価を高めるためにも

学外での活動を活発化する必要があろう。 

 

【教育研究施設】 

 生徒用コンピューターは 1998 年度には 86 台に増加されて、授業での使用の他、生徒に

は週３日、放課後に開放され活用されている。さらに 2003 年度の情報科開始（予定）に向

けてコンピューターの増設が図られている。しかし回線の容量が小さく、昼休みや放課後

にはインターネット接続の速度が極端に遅くなり、作業に支障をきたしている。早急な環

境整備が求められる。 

 教員のホームページの開設はごく少数に限られているが、数学、英語、体育、家庭では

授業単位で開設している教員もいる。また E-mail で生徒とのコミュニケーションをとる教

員は、専任教員が約３分の１に達しているのに対し、非常勤講師では 16％に過ぎない。ビ

デオ等の活用でも専任教員は３分の２近くあるのに比べ、非常勤講師は 24％に止まってい

る。全教員へのホームページ開設の奨励とともに非常勤講師の情報機器使用の方策を検討

する必要すべきである。 

 

【生徒の受入、進路】 

 生徒受入数は、1998 年度に定員を 43 人（18％）上回って入学させた以外はほぼ定員通

りに受け入れている。志願者は 1,100 名前後で推移し、そのうち高等学院との併願者は毎

年５０％前後であり、早稲田大学入学への意欲の強い受験生が多いと言えよう。一般受験

以外の入学形態としては、地元推薦、帰国生枠、α選抜試験（自己推薦試験）がある。そ

のうち帰国生は近年志願者が漸減傾向にあり、そのため競争率は一般生と比べるとかなり

低く、2000 年度では一般生の 3.2 倍に対して 2.3 倍である。帰国生枠の見直しが必要かも

しれない。1999 年度入試からは海外での学校説明会にも参加して志願者増を図っているが、

成果が現れるのは今後であろう。多様な能力を持つ生徒を入学させる目的で 1995 年度から

実施しているα選抜試験は、競争率が当初の 5.5 倍から 2.0 倍にまで低下している。また

運動能力以外の能力をもつ生徒を入学させる手立てが少ないようである。 

  入学者の出身地は埼玉県が漸増傾向にあり、６割以上になっているが、東京都・神奈川

県が漸減し、2000 年度では合計 12％程度である。一方隣接する群馬県出身者が毎年６％前

後に過ぎず、距離的近さからするとかなり少ないと言えよう。群馬県の受験生への積極的

な働きかけが必要である。外国を除く関東地方以外の地域出身者は毎年 10 人以下である。

全国から生徒を入学させる必要があるという考え方もあり、2001 年度入学試験からは西早

稲田キャンパスと仙台市、福岡市でα入学試験の面接試験を実施する予定である。留学生
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についてはこれまで受け入れるたことはなく、全く考慮されていなかったが、今後その必

要性は高まるであろう。 

 本学院卒業後は生徒は全員本学各学部に進学することが原則であるが、1995 年度に第一

文学部に 18 名の受け入れ枠が設定され、さらに 1996 年度に商学部が 35 名から 30 名に減

少し、2000 年度には政治経済学部が 44 名に増加した。その結果、法学部 40 名、教育学部

30 名、人間科学部５名と合わせ、2000 年度の全学部の受け入れ枠は 252 名となっている。

卒業定員 240 名に対して一応余裕があることになるが、政治経済学部・法学部・商学部の

社会科学系３学部は 1999 年度の商学部を除いて常に定員を超える志望者があり、志望と実

際の進学先の不一致が起こっている。一方理工学部は近年は受け入れ定員 85 名を満たして

いない。理工系学部・学科進学の前提となる第３学年の選択科目での理系科目履修者は 100

名を越えるから、その段階で理工系学部・学科進学への適性が見極められていると言えよ

う。しかしそれは理工系学部・学科進学を諦めた生徒の他学部・学科進学への動機の希薄

化、社会科学系選択科目未習者が社会科学系学部・学科へ進学するという問題につながっ

ている。生徒も外部受験生のいわゆる「偏差値」に左右されて学部選択をする傾向も根強

く、成績に応じた「自主規制」による学部志望を行なう者も多い。加えて社会科学専攻の

教員が１名しか配置されていないこと、工学系学科の学科編成の急激な変化を把握し切れ

ていない教員が多いということもあり、社会科学系学部・学科、工学系学科への進学につ

いては適切な進路指導が行なわれているかどうかは疑問である。学部教員による本学院授

業の担当等によって、日常的に学部教育とまたその最新の動向と接触できる体制を作るこ

とは大きな課題である。 

  学部決定は、生徒を学業成績順に序列化し、序列第１位の生徒の志望第１位から決定し

てしていく。この方法は各科目を総合した学業成績に基づく決定方法であり、各生徒の適

性が配慮されていないという批判もある。一方、学部進学には全教科修得が必要であり、

それなりの公平性もあるという考え方もある。しかしそもそも学部間に序列があるわけで

はないのであるから、生徒を序列化して学部を決定すること自体が間違っているとも言え

る。進学学部の決定には何が必要なのかを学部教員と共に考えなければならないであろう。 

 他大学進学者は毎年１～２名に限られ、ほとんど例外的存在に止まっている。早稲田大

学の附属学校に入学したのであるから当然であるという見方もできるが、進路の変更に常

に悩むはずの年代の生徒たちであり、他大学受験がもう少し増える方が健康的であろう。 

 

【管理運営】 

 専任教諭によって組織される教諭会が最高意志決定機関となっており、また日常的な職

務の執行は教務担当と生徒担当の各教務主任・副主任が執り行なっている。各教員は教科

に属し教科主任の下に教科の意志が決定され、各教科主任によって教科主任会が構成され、

各教科の意見が調整される。しかし１名あるいは２名で構成される教科もあり、非効率的

な面もある。いくつかの教科の合併も必要かもしれない。教諭会の下には各種委員会が設

置されているが、専任教員 37 名の箇所に 15 の委員会があり、各教科・各学年の意思を反

映させるという立前のもとに委員が選出されるため、各教員は３ないし４の委員を兼任せ

ざるを得ず、具体的作業の遅滞と、教員の事務作業の過重を引き起こしがちである。委員

会の整理統合が緊要である。 
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 本学院は評議員会、全学審議会、21 世紀の教育研究グランドデザイン策定委員会、図書

館評議会、演劇博物館評議会等、大学の各種委員会に委員を送り大学の１組織としての役

割を担っている。ただ全学的委員会等の委員等に選出される教員が特定の者に偏りがちで

あり、当該教員のオーバーワークと全学的情報の一部教員への集中を引き起こすことが懸

念される。 

  事務組織は事務長の下に学務・庶務の２つの担当に分かれて本学院の事務を扱い、また

職員は教諭会の構成する委員会にも参加し、クラブのコーチをしている職員もいる。しか

し近年アルバイト職員が増加し、生徒との関係の継続性に多少不安が感じられる。 

 

【おわりに】 

 大学点検・評価を実施する中で、早稲田大学の一箇所として本庄高等学院の点検・評価

を行なった。初めての試みであり、各教員に対する追加調査の方法、資料の整理の方針等

試行錯誤の連続であったが、教務、事務所の協力によって作業は比較的円滑に進められた

といえよう。本学院開校以来、20 年が経過しようとしている。本庄校地の利用の一環とし

て設置された本学院であるが、研究所や大学院設置によって本庄校地利用が本格化すると

ともに、校地移転等の本質的問題が降りかかってきている。今後どのような展開が見られ

るか必ずしも明確でない状況の下で今回の点検・評価を実施したわけであるが、この点検・

評価が、予定されている第三者評価とともに、本学院の今後の教育、研究に有効に利用さ

れることを切望している。 
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