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●「早稲田大学芸術学校のめざすもの」 
 早稲田大学芸術学校は、早稲田大学が１００年余りにわたって蓄積してきた芸術的マグ

マを集約し、２１世紀の地球社会へ平和－愛と美－のメッセージを発信する拠点です。 

 現在、日本はいうに及ばず、世界中、新しい産業革命－情報など広範囲な技術革新が複

合して引き起こす革命－に直面しています。 

 これは近代を立ち上げたエネルギー革命を基軸とした旧産業革命をはるかに上回る規模

とスピードで、あらゆるレベルの産業や社会の様相に大きな変革をもたらしつつあるもの

と実感されます。 

 1911 年創立の大学附属の早稲田工手学校に源流をもつ早稲田大学芸術学校は、専門学校

を母胎として生まれたものです。この１０年来の専門学校は画一的・規格的大量生産を強

く志向した日本の旧産業型社会に対応するものではなく、多様性や個別性を求める情報型

社会の要請に、柔軟に応える教育をめざしてきました。 

 これを受け継ぐ芸術学校の教育は技術を総体として捉え、現在進行しつつある産業革命

が一時的・断片的に提供する技術を注意深く受け止め、これに芸術－人間に普遍的な美へ

の志向－を合体させるというイメージをもちます。 

 新しい社会を支える心豊かな芸術の職人“マイスター”を世に送り出したい。 

 現在、芸術学校は建築科・建築設計科・都市デザイン科及び空間映像科の４学科、そし

て多彩な専修コースをもっています。 

 これに加えて、2007 年(早稲田大学創立１２５周年)までに生活デザイン、造形、音楽、

舞台などのコースを創ることを考えています。 
 早稲田大学は創立以来、知的情報空間としての役割と同時に大学界隈と一体になり、情

的(芸術的)情報空間としての機能を果たしてきました。２１世紀初頭には、この情的情報

空間をくっきりと早稲田の一角に顕在化させること、周辺と一体となった新しい美のカル

チェラタン、早稲田界隈を創り出すことと私どもの芸術学校づくりは重なっています。 
 芸術学校への新入生は、それぞれの自己実現のための手段・方法を学ぶと同等に、この

新しい芸術学校づくりそのものへの参加が期待されています。 
 私たちの芸術学校は早稲田大学の前衛として、地の利、人の力、早稲田の伝統・資源に

支えられながら新世紀を開示するために力強く歩もうとしています。 
 志を抱き、共に２１世紀の世界を活々と築こうとする諸君の入学を心から期待していま

す。 
            (戸沼校長「早稲田大学芸術学校２００１年度学校案内」より) 
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●早稲田大学グランドデザインとの関わり(近未来の芸術学校像) 
 早稲田大学が全学的に新しい学校形態の構築を目指し進めている「グランドデザイン構

想」の中で、早稲田大学専門学校も大きく変化しようとしている。以下、「旬刊 ＣＡＭＰ

ＵＳ ＮＯＷ 臨時号」(第 2734 号)に掲載された「専門学校・エクステンション分科会答

申」から専門学校が目指す「グランドデザイン構想」を以下に示す。 

 

■ 専門学校の教育内容・制度に特色を持たせる 
①学内他機関等との連携により、芸術系科目を特色とした実践的な教育を進める。 
②多様な生涯学習ニーズへの対応と２１世紀に通用する個性的な人材養成のため、学内

他機関と単位互換制度を進めると共に、海外の芸術文化機関等との人材交流、学術交

流協定等を積極的に進める。 
③若年から高齢者までを含めた、多様な生涯学習のニーズに対応できる「芸術学校」を

構想する。 
④川口に設置予定の芸術学校川口校との連携を進める。 
 

■ 国際的な芸術文化の発信基地を築く 
①早稲田大学の芸術文化の発信基地として、大隈講堂、會津八一記念博物館および演劇

博物館とをリンクした位置に「芸術学校」を置き、周辺地域と一体化した新しい芸術

文化の場を創造する。 
②早稲田大学の芸術文化の資源および人脈ネットワークを西早稲田に集約するととも

に、国際的な芸術文化拠点である各地の大学や施設と積極的に交流・連携を図り、 
２１世紀芸術の重要な発信基地を築く。 
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１．早稲田大学芸術学校教育における現状と課題 
 
（１） 専任教員の位置付け 
 現在、早稲田大学芸術学校に所属する専任教授は 5 人いるが、言うまでもなくこの 5 人

は「早稲田大学教授」として総長より任命を受けている。しかし、実際にはこれまでの研

究業績や作品の制作において、まったく遜色がないにもかかわらず、各学部所属の教授と

芸術学校所属の教授には大きな差がある。 
 例えば、対外的には文部省科研費の申請代表者および共同研究者となる事ができない等

は研究費確保という点からも大学として大きな損失であり、すぐにでも改善すべきである。

また、学内的にも、芸術学校教員は理工学部、第二文学部をはじめ、学内において多くの

授業を担当しているが、他学部では兼担教授扱いではなく非常勤講師扱いという待遇は、

支払いの実態と異なっている。また、学部において非常勤講師にカウントすることに対し

て不満がある。もちろん、個人研究費等に関する格差も是正すべきである。 
 このような状況のままでは、今後新科の立ち上げにおいて、優秀な人材の確保に大きな

影響を及ぼすと考えられるので、早急な改善が必要である。 
 
（２） 学部との単位互換制 
 言うまでもなく現在の芸術学校にはダブルスクールの学生が多い。とりわけ早稲田大学

の学生が多い。近年の傾向をみると、昼間に学部に通い、夜間に芸術学校に通学している

学生は意識も高く、就職に際しても有利に働いているようである。 
 今後、このニーズはもっと増大してくると思われるため、昼間の「理論的な学習」と芸

術学校での「実践的な学習」を積極的に連携するような体制整備が必要である。具体的に

は、理工学部や第二文学部等、内容が非常に近い講義・演習があるものについては、積極

的にお互いに単位認定を進めていくべきであり、これは早稲田大学内の既存資源の活用と

いう意味から大学全体にとっても、大きなメリットといえる。 
 
（３） スタジオ空間の確保 
 芸術学校の授業で も重要なのは演習、実習である。専任教員および社会の第一線で活

躍する非常勤講師とマンツーマンに近い形で模型の制作、図面の作成、映像の制作等を行

えるのは学生にとって、 大の魅力である。しかし、その作品を完成させるために継続的

に使用できる「スタジオ」が芸術学校にはない。 
 唯一確保されているのは、STEP21 ビルの 5F(建築設計科 3 年)、6F(空間映像科 1 年)
であるが、そのメリットを受けているのは、全学生の 1 割程度であり、その他の学生には、

スタジオ空間はない。※2001 年秋からは STEP21 ビルの２F と３F も使用。 
 早急にスタジオを確保することは難しいかもしれないが、例えば共同ゼミ室の一部に模

型や図面が保管できるような収納、倉庫スペースが確保されれば、夜間および休日にゼミ

室を開放することによってスタジオとしての利用は暫定的に可能であり、そのような利用

方法を是非工夫すべきである。 
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 以上、緊急の課題のみ 3 点を記述したが、これらはすべて早稲田大学全体の中で芸術学

校をどのように位置付けるかという判断にかかっている。従来のように学部より 1 ランク

下の位置付けなのか、それとも学部・大学院と同等の位置付けとした上で、芸術学校の中

で新しい 21 世紀の職業人を育てようとしているのか、が問われている。 
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２．各科の教育における現状と課題 
 
（１） 建築科・建築設計科(意匠・計画系) 
問題点 

・各学年とも各カリキュラムを相互に把握するシステムが欠如しているため、全体の授業の進 

行が分かりにくい。学部や大学院の助手システムのような相互を把握できる体制の確立が急 

がれる。 

・助手のシステムが無理である現状では、早急に建築科・建築設計科専属のインストラクター 

 が必要である。TA(ティーチングアシスタント)、STA(特別ティーチングアシスタント)だけ 

ではまるで不十分である。 

・上記のこととも関連するが、非常勤の先生方に対応するシステム・環境が他の学校に比べて 

貧弱であり、これについては苦情が幾つか出てきている。スライドやテキストや出席簿の記 

入など、講師にすべて負担させることには問題がある。 

・事務所の対応も人数的に難しいので、非常勤講師の授業には必ず TA、STA、あるいはインス 

トラクターの支援が必要である。この問題は学校の評判に即つながるので要注意である。 

・ 近、雑誌などの学生に必要な文献が揃いつつあるが、これを閲覧できる場所と貸し出しの 

システムがないために有効利用できていない。学生が集い、これらの資料を利用できる専用 

の場所が必要である。 

・１年生と３年生は製図室が利用できるが、２年生は普通教室でしか授業が出来ない。２年生 

が利用できる製図室を確立する必要がある。 

・学生の設計ツールとして CAD が大きな比重を持ってきていることに伴い、その周辺機器の整 

備が望まれる。具体的には共同で使用可能なプリンターなどの拡充である。 

・特に建築設計科を卒業した学生に対して、卒業後直ぐに適切な就職が見つからなかったり、 

しばらく様子を見るようなケースが多くなってきており、その間に所属できる機関が必要で 

あり、また学生からの強い要望でもある。「芸術大学院」や「芸術研究センター」、「芸術学 

校卒業生支援センター」といった機関を設けて、自分の帰属できる場所を確保出来るように 

したい。 

・建築設計科の「STEP21」５階製図室がプラン上極めて使いにくい現状である。衝立やパネル 

などで幾つかのコーナーに分け、図面を張って置いたり、模型を置いておけることができ、 

常時学生が快適に溜まることができるような環境作りが急務である。また、この製図室は徹 

夜での使用可能を前提とするような体制を作る必要がある。 

 
（２） 建築科・建築設計科(構造系) 
現状と課題 
・ 芸術学校への展開に伴って芸術系の学科の充実が期待されるが、建築科・建築設計科は、

建築界が必要とする社会のニーズにあった中堅技術者を育成し、世に送り出さなければ

ならない使命がある。芸術系学問だけが重視されるのでなく、構造、環境、設備、材料、

施工、工法、積算、法規等多くの建築の基礎知識を習得する技術系の科目も重要である。

一級建築士・二級建築士の資格の取得を入学の目的の一つとしているので、建築全般の

知識を広く習得し、将来の建築士試験の受験に役立てる教育を行わなければならない。
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また、意匠・計画系とのバランスのとれた建築教育の為には、技術系の専任教員の増員

が、是非必要である。 
・ 新入生については、以前は高校卒業者が過半数を占めていたが、ここ数年は大学卒業者、

及びダブルスクール在学者等が過半数を占め高学歴になってきている。このような文科

系をはじめとする学生の増加に伴って、数学や技術系の学問が苦手な学生が増えている。

それらの学生も含めて、いかにして授業に興味をもたせ、また理解させ、身につけさせ

るかが大きな問題である。オーソドックスで古典的な必須の内容と 近の動向を踏まえ

た先端の技術や研究の両面を教える必要がある。 
・ 建築の卒業生、新卒者、雇用者のネットワークをより強固なものにし、卒業生の就職に

関する実績を増やし、在校生が就職し易い環境を整える事が大切である。 
・ 今後の教育の方向については、ますます変化するであろう情報教育及びコンピュータ教

育がある。現在学生がインターネットを駆使し、レポートや連絡にメールを学内、学外

からアクセスしているが、より使い易いコンピュータのハード・ソフトの環境を整えな

ければならない。またコンピュータによる情報表現もより使い易くなり、映像、音楽が

駆使されるようになることに伴ない、建築の基礎教育の重要性は、益々増大するであろ

う。 
・ 教員の教育についてのそれぞれの考えがあるが、社会、学生、卒業生のニーズを、迎合

する事なく取り入れた教育内容を考え、少子化が増大し、学生数の減少が進む中で、受

験生が増えるような教育をしなければならない。 
 
（３） 都市デザイン科 
 都市デザイン科(3 年制)は、1997 年に日本で初めての学科として開設された。そして第

1 期の学生が 2000 年 3 月に卒業した。 
 初年度の入学者数は 35 人と定員 30 人を超えていたが、その後は 13 人(1998 年度)、18
人(1999 年度)、14 人(2000 年度)、14 人(2001 年度)と定員を満たしていないことが大きな

課題である。 
 都市デザインという領域が基礎的な学問をふまえた上での応用的な側面が強いため、な

かなか若年層が取り組みにくいと共に、実際に関心の高い層はすでに社会人として多忙で

あり、3 年生まで通学するという事の困難さがあると考えられる。 
 そこで 2001 年度からは、すでに建築に関する基礎的知識を有する人に限って 2 年編入

を認めることとした。さらに都市デザイン科本科の演習系科目のコース制度をより拡大、

PR していくことが必要である。 
 カリキュラムおよび講師陣については現在のところ十分であると考えられるが、都市デ

ザイン科 1 年生に対する都市デザインに関する導入教育が不十分であるため、建築科、建

築設計科、都市デザイン科共通の 1 年生の授業に選択科目を設置することも考えるべきで

ある。 
 さらに都市デザイン科 2 年生、3 年生が演習を進めるにあたっては、限られている夜間

の授業時間帯以外の土曜日、日曜日を含めて、模型制作や図面作業が継続的に行えるよう

な専用のスタジオの確保が強く望まれる。 
 

 7



（４） 空間映像科 
 改めて本校空間映像科の教育上の独自性を考えると、以下のようなものであろう。 

・ 映像表現の基礎としてフィルム/銀塩系によるメディアを用いることを中心に据えてい

る。 

具体的には「写真」と「映画」が制作上の主なジャンルであるが、多くの既存の専門学

校と異なり、本科ではこの両方のジャンルを修得することが大きな特色であり、本科の

基本的な姿勢となっている。 

・「空間映像」という名の通り、実際に存在する空間をどのように捉え、表現するかという 

 ことを、カリキュラム全体に通底させようとしている。 

・狭義の「映像」領域におけるテクニックの習得を目指すものではなく、むしろ「空間」 

に関わることによって、多様な分野との横断が可能な、知見と考えを内在させるきっか 

けを与えることに重点をおく。 

 すなわち空間映像科は、「映像」という枠組みの内部をにらみながらも、映像のあり方自

体を、空間との関わりにおいて相対的に捉え直そうとする契機を含んでいる。こうした点

を踏まえて、空間映像科に関わる問題を以下に示す。 

 １）カリキュラム編成上の問題 

  学科開設後約１年を経てもっとも重要なのは、カリキュラム編成の見直しである。カ 

リキュラム編成にあたって、これまでの建築科・建築設計科における編成を一つのベー 

スとして構想されていたわけであるが、いくつかの点で問題が生じた。以下の問題認識 

から、カリキュラムに手を入れ、かなりの部分を2001年度から改善し、徐々にその効果 

が表われはじめている。 

  Ａ）授業テキストの作成 

   カリキュラム構成全体においては、ある種の原則やルーチン（建築科/建築設計科で 

  はすでに確立されている）をつくり、教育の独自性を保つことが必要になる。そのた 

めには、空間映像科の独自性を具体化し、自律的なプログラムを確立するための原則 

/考え方を定める必要がある。授業内容は今後、社会状況の変化によって変わること 

もあり得るが、内容的な独自性を授業テキストをつくることにより、形式化しておく。 

このあり方の検討を2001年度における 重要課題とする。 

  Ｂ）実習系科目と講義系科目との連動 

   実習系・講義系がそれぞれバラバラに動いていることは、昼間の大学ならともかく、 

  時間が限られ、全てが必修科目である実技系の芸術学校の授業時間では、マイナス点 

が大きい。実習系・講義系がオーバーラップすることが重要である。同一の講師が実 

習・講義双方に関わり得る形へ徐々に変えていく必要がある。 

  Ｃ）複数の実習系科目の連動 

   現在、実習系科目として扱っている写真・映画・平面制作・立体制作などは、有機 

的に連動してこそ、本科の独自性を発揮しうる。また同時に複数の実習科目が動くと 

き、学生側からすると、課題の提出などのピークが重なってしまい、集中して制作に 

取り組めない状況がある。こうした点の改善策として、①現在曜日ごとに「縦割り」 

で行われている実習科目を、たとえば３週間毎日連続して映画制作に取り組むといっ 

たエポック式の授業に組替えること、②複数の実習系科目を統合し、授業の進め方な 

どにフレキシビリティをもたせ、同時に各教員が担当メディアの枠を越えて、相互に 

授業に関わり合えるような枠組みに組み替えること、などが必要である。 

  Ｄ）作品制作→発表→講評（評価）のルーティンの確立 

   作品制作→発表→講評（評価）のルーティンを確立する。学園祭やオール早稲田文 

化週間などの学内行事を積極的に利用することもさることながら、より社会的に認め 

られた評価の場に出品することなども念頭において、演習授業のプログラムを検討す 

る。 

  Ｅ）講師間・科目間の連絡・意見交換の機会をつくる 
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   現在授業が行われているSTEP21には、講師の控え室がなく、同じ日に講義に来られ 

た先生方がお互いにコミュニケーションを取れる場所が確保されていない。こうした 

空間的な問題はすぐに解決する必要がある。また、その他にも演習系の有機的な関連 

を保つための一環として、４月の早い時期にオリエンテーション合宿（１泊２日）を 

行い、学生・講師双方のコミュニケーションを充実させると共に、本科の教育理念な 

どを教える機会をつくりたい（例：本庄セミナーハウス）。レクチュアでは、複数の 

講師が相互に関わり合い、座談及び実演形式で活発に授業を行う。 

  Ｆ）実習系科目の内容に関する具体的課題 

   実習系科目の内容的な課題としては、以下があげられる。 

①映画制作に関する課題（ねらい）を明確化すること。 

本校では、どのような作品を制作するのか、という独自性を理念的レベルだけで 

はなく、具体的な方法論レベルで考えていく。 

②造形的実習（デッサン・立体制作）の位置付けと意義を明確化すること。 

 少なからぬ学生が、映像制作の場で、なぜ造形をするのか、という疑問をもって 

 いる。その意義を積極的に位置付け、他の演習科目との連動をより深く図ってい 

 く。造形実習は、実際に被写体をつくる、という意味があることや簡易セットと 

 しての意義、それに映像的効果を検証するための手立てであるということを理解 

 しておきたい。 

③複数の実習科目に共通するいくつかの基礎的な技術（照明・音響・編集・脚本な 

ど）を体系的に行える体制をつくること。 

照明に比して音響は、機材もまだ貧弱であり、その上専用に実習を行いうる場所 

がない。学内の他箇所の施設を利用することも含めて、条件を整える必要がある。 

  Ｇ）3 年次及び専門大学院の設置の検討 

   現在の夜間 2 年制カリキュラムでは、各学生がそれぞれの課題を考え、企画・プロ 

グラムを行って、独自の作品を制作するという段階に至るには、中途半端であり、絶 

対的な時間が足りない。今の形では、後進の人材育成が不可能である。そこで 2 年次 

修了後に、ある程度専門性の高いプログラムを用意し(3 年次、あるいは専修コース)、 

ゼミ形式で作品の制作に取り組めるような形を整えていくことが必要である。これか 

らますます重要となるであろう映像分野をリードする人材を育てることは、大学全体 

にとっても必要であるし、また本学の担うべき役割であろう。であるから、更にこう 

した課程を修了した後に、作品の制作に引き続いて取り組み、専門性の高い大学院の 

設置も検討の必要があり、そのニーズも高いものと思われる。 

 ２）教育環境に関する問題 

  空間映像科は、西早稲田キャンパスの STEP21 で授業が行われているが、以下は教育環 

 境に関する問題点である。これらは可及的速やかに対処しなければ、学生からの芸術学 

校への評価に関ってくるものと思われる。 

  Ａ）芸術学校本体（事務所・他学科）とのコミュニケーションの欠如 

   STEP 21 は、いわば「離れ小島」であり、事務室との連携や他学科との関連などが 

つけにくい状況にある。また非常勤の教員の控え室もなく、この点での問題もある。 

  Ｂ）専任教員と学生とのコミュニケーションの不足 

   空間映像科の授業はほとんど STEP21 で行われているが、専任の研究室は大久保キャ 

  ンパスにあることも学生とのコミュニケーション上問題があると思われる。STEP21 内 

  に講師控え室、事務室の分室を設けると共に、教員の研究室をできる限り近い場所に 

設置する必要がある。 

  Ｃ）編集室・暗室・学習補助施設の欠如 

   実習用の機材は徐々に揃いつつあるが、空間面は今後早急に整備すべき点が多い。編集 

  室・暗室といった特化された機能をもった部屋は、自前のものがなく、授業の進行にすら 

支障をきたす恐れがある。また学習をサポートするための小規模なライブラリー（図書・ 

 9



映像資料など教材となった資料の保管・貸出）が必要である。 

  Ｄ）機材管理の問題 

   少なからず、高価な機材が揃いつつあるが、その管理体制は、万全ではない。盗難等を 

防止する策が必要である。また機材の日常的なメンテナンスにおいても、十分なものとは 

いえず、今後さらに機材が増えるにつれ、メンテナンス専門のパートタイム職員などを雇 

用するといった対策をとる必要が生じることが予想される。 

 

（５） 専修科 
 本科とコースの補完関係は、芸術学校が目指す生涯学習機関としての役割からも重要で

ある。本科が時間をかけて専門を土台から組立てていく構築的な専門教育をするのに比し

て、コースは学びたいポイントに照準を合わせて、その専門を短い時間で磨き上げるため

にある。つまりこの２つは、多様な学習形態を求められる生涯教育には欠かせない役割を

担っている。ここでは主に、専修科の中の独立コースについて記す。 
 芸術系新科を含めた本科４科の他に、この学校を特徴づけるのは専修科のコースである。

本科と連携して、独立したコースを厳選して立てることにしたい。まず原則的にコースは、

土曜日の昼夜を利用した独立コースとしてセットする。それには次のような理由がある。 
 1)本科学生、学部学生、院生の受講を積極的に促す。 
 2)昼間の授業をセットすることで、実技教育に変化と厚みをもたす。 
 3)昼光が必要な表現や創作の時間が確保できる。 
 4)時宜を得たコースを設置できる。 
 5)教員の配置計画を立てやすい。 
等の利点がある。 
 現在、独立コースは、デザイン系では「空間映像コース」(1998 年 9 月開設、2001 年度

は休講)、「デジタルデザインコース」(1999 年 4 月に CAD コースから改編)、「ベーシッ

ク・デザインコース」(2000 年 4 月開設)がある。その他、2001 年 9 月には基礎デザイン

の「造形芸術コース」と「生活デザインコース」、および「空間構成コース」を開設する。

この独立数コースをアレンジして 2002 年以後の新科の準備コースとすることも考えられ

ている。このように本科とコースが補完しつつ、芸術系を含めた学習のニーズに応える体

制を確立する。 
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