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Ⅰ エクステンションセンターによるオープンカレッジ講座とは何か？ 

 

エクステンションセンターは、創立 100 周年記念事業の一環として検討され、発足

した。 

 1979 年エクステンション事業準備室が設置され、1 年の調査活動の後、1980 年度に

試験的な短期の公開講座を開催し、ついで 1981 年度、早稲田大学エクステンションセ

ンターとして正式発足し、当初は 38 講座、延べ受講者数 1､646 名で常設講座をスター

トさせた。 

 その後、講座数・受講者数ともに順調に推移し、5 年後の 1986 年度には専用棟（現

在の別館）が竣工。106 講座、会員数 4､611 名にまで発展した。 

 これらの実績・経験を踏まえ、早稲田大学は、エクステンションセンター事業の新

たな展開のため総長の諮問機関を設置し、広範な検討を加えた。その答申をもとに 1988

年度より、学ぶ意欲のあるすべての人々を対象とし、一般的教養および高度な専門科

目など多様なニーズに応える「早稲田大学オープンカレッジ」を発足させた。 

 オープンカレッジは、以下の内容をもって発足した。 

① 講座内容を、三つの要素および五つのコースで構成する。 

（三つの構成要素） 

  ★リカレントスクール的な構成：新しい知識の習得や能力のアップを目指す。 

 ★ダブルスクール的な構成：大学で学びながら、他の専門能力の習得を目指す。 

 ★カルチャースクール的な構成：教養・文化を中心としたより高度な教育の提供。 

（五つのコース） 

1) 総合(人文・社会・自然科学)；2）外国語；3）ビジネス；4）スポーツ；5）健康 

② 講座ごとにエクステンションセンター独自の単位を認定し、76 単位になった時点

で「オープンカレッジ修了証」を授与するとした。 

なおこの時期に、海外短期プログラムの本格的実施も開始された。 

 

 その後順調に発展して今日にいたったエクステンションセンターであり、オープン

カレッジであるが、現在の状況を見つめ、かつ今後の展望を行うにあたっては、その

理念が奈辺に在るものであるかを、過去の議論を踏まえて、確認しておかなくてはな

らない。 

大学が、その知的資産を社会に開放していくことの必要と、その意義について、早

稲田大学は建学の当初からこれを意識し、先駆的に取り組んできた。しかし、かつて

「早稲田講義録」の社会的に果たした役割と、今日エクステンションセンターの果た

しうる役割とは、重なり合いつつも、なお相異なる働きをもつことに留意する必要が

あるであろう。 

エクステンションセンターの提供する、オープンキャンパス講座受講生の最大の動

機が、1998 年度に実施した大規模なアンケート調査によっても、生活の安定を基盤と
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した中高年齢層ないしは後期人生における、新たな知識の地平の獲得、すでに獲得し

た知識の一層の充実、かつて若年において学び得なかった領域の再発見、これらにあ

るということであり、そのために自らに課す努力を果たす喜びにあるということは明

らかである。 

 かつての「講義録」が、主に青年層における苦学力行の一側面を象徴していたとす

るならば、今日のエクステンション事業は、生きる喜びの提供にあたっているという

ことである。生涯学習は、人生の喜びのために学ばんとするすべての者に対して、そ

の年齢、その履歴等に関わりなく提供されるものであることが求められている。 

そのことこそが、生涯学習の場に人生の厚みを保証するものとなる。経験と強い動

機が受講者にはあるからである。そして、このような受講者に対して生涯学習が提供

されるものであることが、生涯学習の理念を規定する。 

知的関心を持って、大学の提供しうる知的資源の活用に参加することを求めるすべ

ての者に、それぞれの動機に応じて、品位の高い学習機会を提供すること、これこそ

が大学における生涯学習の理念であるはずである。このとき、その機会はもっとも制

限の少ないものであることが望ましいことはいうまでもない。 

上記理念に立つ生涯学習機関のもつべき具体的目標とはいかなるものであろうか。 

○ 人生のいかなる時期においてであっても、また空間的にいかなる場であろうとも、 

 学習の機会を与えるべき用意が必要であろう。 

 ○その学習の水準が、大学の提供しうる最も高度なレベルをまで含むべきであろう。 

○ その学習の成果は、これが大学において単位化されうる性質のものであるならば、 

 同等の単位として認定されるべきであろう。 

○ その学習の総合的成果が、大学において一定の資格等の到達したと認定されうる 

 ものと同等の内容を有するなら、まさにそのようなものとして認定されるべきで 

 あろう。 

我々は、このような理念と目標の意識をもつべきなのであろう。しかし、現実には、

現下のエクステンションセンターの活動は、必ずしも全的にこの目標を実現している

わけではない。とはいえ、それは生涯学習の実践を通じて獲得されてきた認識と理解

であり、このような目標に対して、現在のエクステンションセンターの実情と、その

発展の可能性を見据えての準備のありかたを確認することによってはじめて、自己の

点検が行われうるはずである。 

  

Ⅱ エクステンションセンター20 年の成果 

 

初期の試行錯誤に続く、オープンカレッジの確立以降、講座数、会員数、延べ受講

者数とも飛躍的に増大した。 

 1999 年春の本館取得はエクステンションセンターにとって、さらに飛躍への契機と

なった。専有教室が６教室増となり、さらに「ステップ 21」の２教室を確保し、別館

３教室とあわせ専有教室は11となったことにより、講座数の増をはかる基盤ができた。 

 これにより、1999 年には講座数を大幅に増大し、並行して新たな講座の枠組みも検

討しうることとなった。 
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正式発足より満 20 年目の 2000 年度には、講座総数は 930 を超え、会員数は２万３

千人に達した。2000 年度中の講座に対する実登録者数は２万人に及んでいる。 

さらに 2001 年度より、初めて早稲田キャンパスを離れた八丁堀に教室を開くことに

もなっている。加えて、1996 年より実験的に開始した遠隔講座も、2000 年 4 月の早稲

田大学ラーニングスクエア発足により、同年度の実験放送を踏まえて、2001 年度以降

本格的な展開が準備されている。 

 むろん、講座数はいたずらに多いことを良しとするものではないが、この 20 年の間

に充分な協力を得られるようになった本学教員の参加によって、幅広い科目群の提供

が可能になっているのである。また遠隔講座は、これらの講座のうちから、担当教員

の協力と、充分な準備を待って初めて可能となったものであることも付言しておかな

くてはならない。 

 受講者の意識を知るために、1998 年 8 月、大規模なアンケート調査を実施した。全

講座から無作為に抽出した 3,000 人の受講生を対象に行ったが、回答は 50％を上回っ

た。それによって見ても、 

 ○受講理由を「知りたいこと学びたいことがあった」とするもの８割、「趣味や余暇

を充実させるため」が７割であり、資格・仕事目的の２割強と対照を示している。 

 ○受講講座については、肯定的な回答が、圧倒的である。 

  ・授業のレベル：とてもよい 52％、やや良い 42％、計 94％ 

  ・授業のわかりやすさ：とてもよい 53％、やや良い 41％、計 94％ 

  ・授業の進め方：とてもよい 42％、やや良い 47％、計 89％ 

  ・テキストのわかりやすさ：とてもよい 38％、やや良い 48％、計 86％ 

  ・クラスの雰囲気：とてもよい 40％、やや良い 51％、計 91％ 

 

 オープンカレッジ修了の制度も、これに励まされて自らの学習に方向を与え、論文

などを作成して終了にいたり、さらに次の段階へと進んでいく受講者は確実に増えつ

づけている。 

 海外への短期留学による学習も、すべての年齢層にわたって支持されている。しか

も、大学教員の同行という安心感がこれを支えていることも明らかである。 

すなわち、オープンカレッジは、初めに述べた理念を、少なくとも一定程度におい

て実現しえていることが、うかがわれるのである。 

  

Ⅲ 現状における課題 

 

 前段に述べたような、肯定的な現状を認めるとしても、そこに改善ないし検討の余

地がないものとして、独善的満足に浸るものではない。以下において、現状での課題

を、教育活動、管理運営、および財務の面において、展望しておく。 

 

１〕教育活動の面から 

講座について 

 受講者とのきめ細かな対話を通じて用意されることから、大学学部等におけるよう
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な、教育的カリキュラムを構成するものではなかったオープンカレッジ講座プログラ

ムに、相互に関連のある講座設定が僅かずつではあるといえ、生み出されてきている

ように観察される。修了の制度が、受講生に自発的かつ私的なカリキュラムの意識を

もたせることが原因であるかもしれない。このような認識に立って、現在時における

講座内容充実と改善にむけて行われている工夫の各項について概観を示しておく。 

① 講座は、受講生との綿密な対話によって常に見直しを行い、講座の点検・拡充し 

ていくことが必要である。なおこの時に、厳密なカリキュラム体制にはいたらずとし

ても、講座間の意識的構築をより深化せる必要がある。 

② 大学の知的資産を講座として公開すること、そこにオープンカッレッジの意味が

あるであろう。すでに文学部、演劇博物館、政経学部、専門学校などの機関と連携し、

学内の教育・研究の一層の反映に取り組んでいるが、この拡充も進めるべきであろう。 

③ 学外機関（在日外国公館、地方自治体など）との連携による講座および、海外短

期プログラムなど海外機関との連携講座の拡大を求める声は大きくなっている。 

④ 受講生の支持がえられない限り、いかなる工夫も実効をもたない。このことが、

オープンカレッジ講座の設置上に一切の安易な姿勢の排除が求められる理由である。

受講生の選択登録の行方は、最も重要な評価として受けとめなくてはならないからで

ある。強制的カリキュラム体制ともっとも縁遠いオープンカレッジ講座は、常に、最

も厳しい評価者である受講生によって、第三者評価を受けているのである。 

 現実には、受講登録完了時に最低の採算点に達しない講座については、開講を中止

することが原則である。また講座の重要性に鑑みて開講を決定した場合でも、常に、

継続の必要性と採算上の可能性とを見極めて、その後の対応を決定している。受講者

との対話を通じて成立しているオープンカレッジ講座の質を維持するための、基本的

な姿勢がここにあるのである。 

 

 施設・設備について 

① 講座の充実をはかろうとする際、常に制約条件となるのが教室である。1986 年度

における初めて専有棟（現在の別館）の取得および、1999 年 4 月の本館開設は、教室

問題の大幅な改善をもたらした。しかしなお、学内各所の教室に散在する形で講座を

配置せざるを得ない現状は、受講生の便においても、運営上の無駄の排除の視点から

も、可及的速やかに改善が望ましいものであることはいうまでもない。 

② 教室の設備については、その授業用設備は改善されてきているが、高度にディジ

タル化されたコンテンツの利用および、遠隔講座対応（発信および受信）の点で、な

お一層の高品位化が、早急に求められるものである。 

 

 登録会員の受講状況改善の検討 

 受講生に対する調査によっては、その充分な満足度が知られるが、なお一層の改善

を目指さなくてはならないのは、登録者の継続および更新率である。 

 受講生は会員登録のうえで講座を履修するのであるが、４年間有効な登録期間のう

ち、第２年度における継続受講率が 30％台に留まっており、また二度目の登録更新（９

年目）は８％とむしろ高率であるのに対して、初めての更新（5 年目）は 15％程度と、
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決して高いものではない。極めて長期にわたる持続的受講者が一定の層をなしている

一方で、１年間の受講で継続を望まない受講者が６割に及ぶことは、受講者との一層

の対話によって、その真因をさぐり、改善を図るべき課題である。すでに 1999 年度よ

り、コミュニケーション誌「早稲田の杜」を定期刊行し、共同の視点の確立を試みて

いる。 

 

２〕管理運営の面から 

労働集約型組織から知識集約型組織へ 

極めて大きな運営規模を急速にもつにいたったオープンカレッジの管理運営には、

在来の確立された手法、組織では限界にあると考えられた。このため、《専任職員組織

の労働集約型組織から知識集約型組織への転換》を骨子とし、《派遣社員の位置づけ・

役割の明確化》、《新規事業を担う新たな組織関係の構築》などを、1999 年より実施す

ることとした。 

 この結果、作業の分担、責任の明確化などに成果が上がったと考えられるが、現状

ではなお移行段階にあり、一層の構築化が必要と考えられる。 

 

講座運営システムの刷新 

講座受付・管理・運営、受講生の入会・入金・情報管理など講座運営のためのシス

テムは、情報量の大幅な増大にも関わらず、発足当時のままであった。このシステム

の再構築と適合したハードの導入は緊急の課題であった。1999/2000 の両年をかけてシ

ステムおよび機器の刷新にあたった。新システム完成により、多くの懸案が改善され

ることになったが、2001 年度八丁堀校開校および、今後に展開されるであろう新たな

エクステンション事業に進捗を踏まえて、常時改善を重ねていくことが必要となるで

あろう。少なくとも今回の刷新以前の、旧態依然たる手作業の部分をふたたび現出さ

せるようなことはあってはならない。 

  

３〕財務の面から 

 エクステンションセンターは、独立採算による財政運営を目指しているが、完全な

独立採算にはいたっていない。完全に独立採算とするためには、すでに行なっている

専任職員の人件費相当分の繰入れは当然のこととして、学内教室使用相当分の繰入れ

などの必要がある。今後、西早稲田キャンパス整備にともない教室使用に多くの制約

が予想され、教室を含む施設構想の具体化が求められており、同時にそれを支える財

政構造への変化が求められている。 

 こうした問題を前提に財政の現状をみる時、最大の問題は収益の改善をいかにはか

るかにある。収入の規模は増大しているが、必ずしも収入増にみあった収益増にいた

っていないのが実情である。この原因となっている構造的要因の分析の結果明らかに

なったことは、皮肉なことに、結果としては講座増によって、収益率が悪化している

ことである。《収入増から収益増に》を目標としての、方針の転換が必要であると考え

られる。 
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このために、およそ以下の方策を決定し、実施にあたっている。 

各講座の充足率の改善をはかる。 

  講座数全体の合理的な抑制をはかる。 

慎重な収入予想にもとづく予算の思想を持つ。 

 また、2001 年度において八丁堀校の発足以降においては、 

ともに特別勘定である早稲田校・八丁堀校を区別し、それぞれの収支状況が明瞭 

に把握可能な構造とする。なお八丁堀校については、３年目となる 2003 年度に、 

事業の点検を行い、必要であれば事業計画そのものも抜本的に見直すものとする 

ことが確認されている。 

 以上に総括した財務の現況であるが、当面収益改善をはかりつつ、抜本的な財政構

造の変化に対応していく用意が必要である。 

 

Ⅳ オープンカレッジの今後の展開について 

 早稲田大学エクステンションセンターの構築するオープンカレッジは、これまでに

培われてきた態勢をもって活動を継続することに変わりはない。継承しつつ発展する

ことこそが、その道である。 

しかし、オープンカレッジの理念として冒頭におこなった展望のうちで、生涯学習

機関のもつべき具体的目標としては、今日までに一応の確立を見たものは、その半ば

にすぎないといわざるを得ないかのようである。そのことを認識しつつ、今後展開さ

れるであろう活動は、すでに開始されているものも含めて、以下の 3 点である。 

① 大学キャンパス外の新たな施設におけるカレッジの展開（八丁堀校の例）； 

② 遠距離学習の実現（ＷＬＳを通じての講座の提供）； 

③ さらに、全学があげて、いわゆるオンキャンパス・オフキャンパスの区別なく全

生涯学習型の学園構築に取り組む日の到来は間近に迫っていると考えられるが、セン

ターはこれまでの成果を踏まえて、早稲田における生涯学習実践の中核を担う準備を

している。なお、この時に、オープンカレッジ講座が、学部によって単位認定されう

る基準を確保することが不可欠とされるであろう。そのために、時間数、評価システ

ム、担当者の資格認定を含む嘱任決定システムなどの再構築が必要となるであろう。 

 また、すでに行われてきている、芸術学校、演劇博物館、体育局との協力体制をさ

らに強化するとともに、学内他箇所等とのより緊密な連携が求められるであろう。 

 このような、将来を見とおす展望の着実な実現のためには、上記の、学内箇所など

との共同による生涯学習発信拠点の構築が必須であろう。 

 すなわち、エクステンションセンター、専門学校、出版部が有機的に結ばれた活動

を行いやすい形で、また空間的にも整備された環境を備えて、さらにまた、開かれた

大学の社会に対するインターフェイスとしての役割を明瞭に示す仕方で、キャンパス

周辺が再構築されることが必要であろう。以上の構想が実現されてはじめて、オープ

ンカレッジはその本来の役割を、早稲田大学において発揮できるものとなるはずであ

る。 

以 上 
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