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はじめに 

文学部創設百周年（1990 年）から現在に至る 10 年間の改編・改革の動きは、多面的か

つ複合的である。大学全体の状況変化に連動しつつ、 終的にどのような形に収斂してい

くのか、今日まだ予想がつかない。第一・第二文学部および大学院文学研究科という総体

としての文学部が、より総合的、統合的に組織化されていくのか、あるいは分散していく

のか。他箇所や他機関とどのような有機的関係を構築してくのか、逆に孤立化していくの

か。大学を取り巻く社会情勢が激変し、大学そして学部の存在理由､存在基盤が厳しく問

われる中で、もはや百年の伝統と歴史に安住する時代ではなくなっている。大学設置基準

の大綱化（1991 年）とそれに伴う学則改正によって、学部の独自性と特色を発揮できる

自由環境は提供された。しかし、競争原理が導入されたことも事実である。 

そうしたとき、我々は改めて文学部の教育理念を確認する必要がある。文学部はい

くたびの変遷・変革を経て今日に至っているが、いつの時代にもつねに学問の自由と

清新な気風を求めて、個性豊かな在野の学風を求めてきた。その理念と精神は、今日

改めて以下の一節に集約できるであろう。 

 

  この世界のさまざまな地域にあって、また、それぞれに異なる時代において、人間

はこれまで何を考え、何をつくってきたのか、さらに付け加えれば、今日の世界にお

いて、何を考え、またどのように生きようとしているのか。集団的な事象としてであ

れ、個人的な営為としてであれ、このことを対象化して人間的な側面から捉えながら、

明らかにしてゆくこと。文学部の諸専修の多様な領域にわたる研究・教育に共通する

特徴を概括的に、簡潔に示そうとするならば、およそこのようなものとして考えられ

るであろう。そこにはまた、先行する世代からわれわれが継承した人間的な諸価値に

たいして、批判的に検討を加えつつ、さらにつぎの世代へメッセージとして送り渡す

という重要な側面がある。おそらく、この点が他の諸学部とは明確に異なる文学部の

研究・教育の独自性でもあろう。価値の受け渡しというこの作業はともすればなおざ

りにされがちであるが、それだからといってこのことの重要性が人間の社会において

いささかも軽減するとは考えられない（むしろ、あまりに効率本位の考え方にもとづ

く社会的趨勢が将来の人間全体の運命を危うくすることがないかとわれわれは危惧

する）。 

  当然のことながら、われわれを取り巻く社会的諸条件、時代の要請といったものを

十分に考慮しつつも、われわれの学部改革はすでに冒頭に述べたような学部としての

独自性をいっそう発展的に実現するためのものでなければならない。そして、この実

現は一方において、各専門領域に固有の研究方法を十分に習得した上で、これをさら

に深化させることのできる人材を養成するとともに、他方で、人間的諸価値を今日の

社会の中に生かし得るすぐれた社会人を育てることの可能性に緊密に結びつくもの

と考えられる(1996 年５月教授会承認「人文専修改編基本計画」より)。 

 

ここに述べられた理念には、日頃あまり意識することのない水と空気に似た文学部

の良き伝統が凝縮されている。時代とともに生きるために、変革を避けて通ることは

できない。しかし、文学部の文学部たる所以を放棄しては意味がない。今回の点検・
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評価作業の根本は、現時点での文学部の姿を可能な限り客観的資料に基づいて明らか

にし、短期的には何が解決されなければならないのか、長期的には何が基本課題なの

かを整理し、論点を共有することにある。勿論、ただ一回の点検・評価作業でそれが

可能になるわけではない。しかし、この作業は文学部の教職員と学生が文学部の有す

る無形の価値を自覚し、それを理解し次の世代に引き継いでいく上で重要である。本

報告書は公表を前提としているが、従来の常識からすると記載をためらう資料が多数

含まれている。敢えてそれらを公表したのは、たとえ多くの批判や疑問が提起されて

も、我々には現実に向き合い変革を乗り切る力があると自負するからである。 

２００１年３月 
 

  

文学部・文学研究科小委員会委員 
西本 武彦（文学部）（幹事） 

森  元孝（文学部）（副幹事）  

菊池 徹夫（大学院文学研究科） 

寺島 信義（アジア太平洋研究センター） 

三崎 良章（本庄高等学院） 

 

文学部・文学研究科小委員会 作業部会委員 

海老沢 衷  大薮   泰 沖   清豪 長田 攻一 

小田島 恒志 貝澤   哉  北村 陽子  日下   力  

小松   弘  内藤 正子   （文学部専任教員：50 音順） 
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１ 点検・評価の基本方針と実施方法 

１．１ 基本方針 

文学部・文学研究科小委員会（以下、小委員会）は、第一文学部、第二文学部およ

び大学院文学研究科の３箇所の大学点検・評価を担当する。文学研究科委員会の構成

員はほぼ全員が文学部教授会の構成員であり、かつ第一文学部と第二文学部は系統学

部として連合教授会を構成している。このことから、小委員会は大学点検・評価を行

うに当たっての基本方針、実施方法等について学部連合教授会を中心に説明し了解を

求めた。小委員会が提示し了承を得た基本事項は次の４点である。 

（a）今回の大学点検・評価は教員の個人評価ではないこと 

（b）文学部カリキュラム改革に益するものであり、教員、学生が文学部にポジティブ 

な考えをもつような評価にしたいこと 

（c）学術年鑑に基づき各教員（助手を含む）の研究活動データを収集するが、研究活

動データを提出しない教員の理念は尊重すること 

（d）点検・評価結果は内部評価、外部評価ともに公表を前提としていること 

(a)は本部に設置された大学点検・評価委員会（以下、本部委員会）の基本認識でも

ある。大学点検・評価において教員個人の研究活動は必要不可欠な評価項目の一つで

はあるが、全てではない。大学の点検・評価は後述するような多面性をもち、しかも

確立した方法はなく現状は試行錯誤的である。点検・評価を今後も継続的かつ健全な

形で進めるためには、大学点検・評価が単純に教員の個人評価に直結することは避け

る、これが本部委員会の意見でもあり小委員会の基本方針でもある。 

点検・評価に当たって箇所の伝統と特色が十分に配慮されるべきことは本部委員会

議事録にも明記された事柄であり、小委員会としては上記(b)にあるように、点検・評

価が文学部・文学研究科の改革に益するものであり、教員、学生が文学部にポジティ

ブな考えをもつようなものにすることを確認した。このことは文学部の現状を歪曲し、

弱点を隠した長所のみの報告書を作成すること意味しているわけではない。事実は事

実として資料に基づく客観的な分析評価を行い、その上で過度に楽天的にならず過渡

に悲観的にもならない、前向きの点検・評価でありたいという意味である。 

(c)の研究活動データの収集に関しては、学術年鑑に公表されたものを基礎データとし、

今回補足・補充調査によって追加されたものを含めて点検・評価の資料とした。集計

は第一文学部の専修単位で数量化することについて教授会の了承を得た。 

上記(d)の点検・評価結果の公表は本部委員会の決定事項であり、小委員会としてそ

の趣旨を教授会に報告し了承を得た。 

１．２ 実施方法 

１．２．１ 実施体制 

 小委員会の下に 10 名の文学部専任教員から構成される作業部会を設けた。小委員会

は基本方針の策定と全体調整の任にあたり、実作業は小委員会委員も加わった作業部

会でおこなった。作業は本部委員会で合意を見た点検・評価項目（大・中項目）をい

くつかの関連項目群（テーマ）に分け、それぞれに２～３名の担当者を決めて、うち

１人をテーマの取りまとめ責任者とした。 

 教務・事務所と小委員会との間で適宜合同打ち合わせ会議を開催し、支援体制の維
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持に努めた。報告書作成までに小委員会を 28 回、作業部会回を８回、教務・事務所と

の合同会議を５回開催した。 

１．２．２ 点検・評価項目の設定 

 小委員会として決定した点検・評価項目は 220（小項目レベル）にのぼった。大項目

および中項目に関しては本部委員会において、各小委員会がほぼ同一の構成を採用す

ることで合意されており、教学会議においてもそのように説明され了承を得ている。

したがって、各箇所の点検・評価の特色は小項目の抽出・選択、すなわち具体的にど

のような視点を設定するかにかかっている。小委員会および作業部会としてはこの作

業に相当の時間を割いた。この作業は一見すると準備作業のように思われるが、実際

は点検・評価そのものと言って過言ではない。小項目は分析の具体的視点であり、客

観的資料の裏付けを必要とする。小項目の抽出・選択作業は現在の文学部・文学研究

科の概況を把握し、点検・評価のイメージを具体化する上で極めて有益であった。さ

らに教務・事務所との合同会議で議論を重ねる中で、自ずと文学部・文学研究科の点

検・評価に臨む体制が整備され、小委員会と教務・事務所の連携を深めることができ

た。基礎データの整理と作成は全て教務・事務所が担当し、分類番号が付された資料

を、①既存の印刷媒体から引用複写が可能なもの、②現在、業務で使用中の教学関連

資料をもとに若干の加工を必要とするもの、③整理加工に相当の時間を必要とするも

のに分類し、7 月中旬には当面の作業に十分な資料ファイルが用意された。 

なお、小項目すべてに対応する基礎データがリストアップされているわけではない。

小項目はあくまでも分析の視点であって、実際には複数の資料を組み合わせてはじめ

て分析可能なもの、また資料作成に複雑な手順を要するものなどが含まれている。点

検評価項目は今後、２次、３次の作業過程で完備されるべき性質のものであり、今回

の報告書はそのその嚆矢である。 

１．２．３ 研究活動データの分類 

研究活動データの収集に関しては学術年鑑に公表された過去５年分（対象年度：1995

年度～1999 年度）のデータを基礎とし、今回補足・補充調査によって追加されたもの

を含めて点検・評価の資料とした。補足・補充調査は本年６月 22 日～７月 11 日に文

学部専任教員（助手を含む）を対象に行われ、上記対象年度における活動記録の追加

補充を主な目的とし、これに付加する形で公的活動および今後５年間の活動予定の回

答を求めた。 

過去５年分の学術年鑑データを調査してみると、①研究活動の分類カテゴリーの不

統一、②理工学系と文学系の分類カテゴリーの落差、に改めて気づかされた。教員個

人の研究活動は必要不可欠な評価項目の一つであり、小委員会としてはこうした状態

を放置したまま点検・評価をすすめることはできないと判断し、新たな分類基準を作

成した。小委員会としては、今回の新基準は学術年鑑等において、今後文学部分野の

研究成果の分類に使用されるべき新たな尺度であると考えている。 

集計は第一文学部の専修単位で行われ、個人名を含む個別データは報告書に記載さ

れていない。理由は量的に膨大な数にのぼること、必要な情報は学術年鑑を参照する

ことができるからである。 

なお、電子化された保存ファイルの形式が年度間で不統一であったため、全データ
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を同一ソフト（MS-Excel）で扱えるようにするための前処理に多大な時間と労力を費

やした。学術年鑑は点検・評価において重要な基礎資料であり、電子化ファイルの形

式は年度間で統一されることが望ましい。 

１．２．４ アンケート調査 

 点検・評価におけるアンケート調査の位置づけは、本部委員会において各小委員会

の判断に委ねられた。当小委員会としては近年の改革・改編の動向についての学生の

反応を知ることを主眼に、対象年度を絞った調査を小委員会主体で実施することに決

定した。集計の便を考えれば構造化され、定式化された調査票を用いることが時間的

にも無駄がないが、それでは学生の率直な意見が聴けない。回収データの処理に相当

な労力を投入せざるをえないことを覚悟で、今回はあえて自由記述主体の調査票を用

いることにした。 

第一文学部では対象を１年次生および４年次生（合計約 2500 名）、第二文学部では

４次生（約 600 名）、文学研究科ではＭ２およびＤ２在籍の大学院生（合計約 250 名）

を対象とした。このうち第一文学部の１年次生に関しては、1995 年度から学部業務の

一環として継続的に調査が実施されている。また、第二文学部においても 1998 年度と

1999 年度に４年次生を対象としたアンケート調査が教務主体で実施されており、その

データも点検・評価の資料に含めた。この２つのアンケート内容を事前に分析して得

た結論として、定式化された質問項目を配列するより自由記述方式を採用する方が情

報量は多いと判断した。実施時期の関係で、分析結果は本報告書に掲載されていない。

現在､追加資料の形で 2001 年５月末に公表し、外部評価資料に加えるための作業を進

めている。 

 

２ 雁行方式の改革   

 制度的な改編・改革という意味では、この 10 年間に進行している改革は戦後３番目

の大きな改革と位置づけることができる。前２回は、いずれも専修進級制度および入

試制度改革を中心としたものであった。現在進行中のものは専修制度そのもの、すな

わち専修規模（学生収容定員）の見直し、専門教育カリキュラムの改革、それに伴う

教員配置の適正化など、戦後 50 年以上が経過し制度疲労が目立つ教学組織の中核部分

に迫るものである。特に第二文学部については、1966 年の 13 専修から２類７専修（当

時は専攻と称した）への改組に似た大幅な変更が実施された。 

改革の進め方には諸論があり、文学部将来構想・計画委員会（改組されて、現文学

部基本構想委員会）において激しく議論されたが、文学部は雁行方式を採った。1995

年度にスタートした教養課程の改革、1996 年度スタートの第二文学部の新専修制度、

1997 年度スタートの第一文学部人文専修の改編、1999 年度に至って専修規模の改編お

よび専門教育カリキュラムの大幅な改編が実施された。 

 改編・改革を行う も大きい理由は、学生の進級希望者数の構造的変化に現行の専

修制度が対応できなくなっているところにある。これが学生の専修進級制度への不満

となり、専門教育課程に深刻な影響を及ぼしている。雁行方式で進んできた改革は 1999

年度に至り、客観的データをもとに教員－学生比率の専修間格差の是正、専修の学生

定員と希望者数とのギャップ是正、すなわち専修の学生定員の再調整、それに応じた
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専任教員数（および非常勤教員数）の再配分を実行に移す段階に入った。教育と研究

を支える専修組織を現実に即したものに改造し、かつ専門教育の充実と多様化傾向に

対応する。学部を取り巻く情勢が大きく変化する中、この難しい課題に取り組む時間

的余裕はそう多くは残されていないように思われる。 

 

３ 第一文学部の改革 

 第一文学部では 1995 年度スタートの教養課程中心の改編で、カリキュラムの基本構

造を大幅に変更した（基礎科目、広域科目、専門科目を柱とする履修基準）。その後の

改編に際しても全体の構造は変えていない。ただし、1999 年度の専門課程の改編に際

して改めて全科目を見直し、専修が主体的に管理運営する第 1 類科目群と、学部全体

として管理運営する第２類科目群に分け、科目単位で管理運営の体制を明確にした。

専門科目に関しては、本格的な改編が 2000 年度（1999 年度新入生が専修進級する年度）

からスタートしたので未だ評価する段階にはない。各専修の改編には専門教育の必要

性上、従来の学部一律の科目設置基準を部分的に緩和しながら運営していた部分が多

く含まれており、専修の自由度を 大限に許容した今回の改編の成果が期待されてい

る。 

広域科目には第２類科目群に分類される学横断的、領域横断的科目が属すると同時

に、一部は専修専門科目に指定されるものが含まれる。旧一般教育科目や国語科目、

共通専門科目の他に 1998 年度からは英語が加わり構成が複雑化した。広域科目は 1995

年度スタートの教養課程改編の中心であり、新入生から４年次生に至るまで、さまざ

まな目的や必要に応じて受講することのできる専修横断的科目群である。学生の多様

な知的関心に応えるために設置されており、専門性と総合性のバランスを重視する文

学部教育を維持、発展させる上で極めて重要な科目枠である。直接には、第一文学部

カリキュラム運営委員会が諸条件を勘案しつつ常時見直し作業を進める。学内におけ

る語学教育および教養教育再編の動きの中で、文学部におけるこの委員会の重要性は

より高まっていくであろう。 

なお、カリキュラムに密接に関係することとして、国際交流や他大学との連携の問

題がある。近年、連携の動きは深まりつつあり、その意義は大きい。しかし、留学制

度については全学的な問題として、システム上の改良や学費軽減のあり方、語学研修

目的の留学の扱い等、課題が多い。セメスター制への移行は留学制度との関連の中で、

今後考えられるべきものであろう。 

 

４ 第二文学部の改革 

1996 年度にスタートした新たな専修体制は、第二文学部を活性化させた点で評価さ

れよう。ここに至るまでには長い道のりがあり、多くの教員が関わった。 

スタートして４年が過ぎ、今春（2000 年３月） 初の卒業生を送り出したが、演劇

や映像の分野を扱う表現・芸術系専修と社会福祉士や認定心理士の資格が取得できる

社会・人間系専修の希望者が多いのが特徴的である。科目選択も演習を中心に大幅に

自由化し、各専修には必ず総合講座を置き、学生一人ひとりが自分の計画にしたがっ

たカリキュラムを作れるようにした。 
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科目選択における学生の自由度を大幅に高め、専修間の移動を基本的に自由にした

結果、現実には専修間で教員数と学生数の極端なアンバランスが生じ、その傾向は増

大している。勿論､制度的には専修間の教員の移動は自由であるが、各専修の教員数は

固定化傾向にある。教務はそのときどきの専修学生数の変化に応じて教員の移動を促

進し、さらに客員教員と非常勤枠を活用して、従来の専任教員ではカバーできない分

野を充実させるように努めてきた。しかし、当然のことながら財政面からも系統学部

としての第一・第二文学部全体の教員配置からも無制限な補充はありえない。アンバ

ランスの解消問題は財政と教員人事に直結する問題だけに、基本構想委員会あるいは

長期人事委員会を中心に、今後とも総合的な見地から審議されるべき重要課題である。 

 

５ 大学院の教育体制と課題 

大の課題は、いわゆる大学院重点化の問題であろう。「21 世紀の教育研究グランド

デザイン答申書」（2000 年９月）に提言されているところであるが、早稲田大学でも大

学院を部局化し、たとえば「研究院」などとして教員の身分を大学院本属に移し、大

学院独自の人事権を持つ方向に向かうのか否か、その中で文学研究科はどうするか、

の選択である。いまや、文学研究科の改革は、必然的に第一・第二文学部をもトータ

ルに見る広い視野に立った大胆な改革と連動せざるを得ないであろう。 

もう一つの重要課題は、学位授与機関たる文学研究科の機能強化である。1998 年度

から博士学位、ことにいわゆる課程博士の授与に向けてシステム・制度が簡素化され

改善された。今後は、積極的に学生を学位取得に向けて動機づけ、教育し、励ますこ

とが大切であろう。これは、とりわけ外国人留学生に必要である。加えて、社会人を

どう受け入れるか、科学研究費など外部資金をどう導入するかといったことも、大学

院をより広く社会に向けて開いていく、といった意味で重要な課題である。 

 

６ 研究体制および情報化 

 文学部および文学研究科の研究の特色は、第一にその多様性にある。哲学、文学、

史学の極めて幅広い分野をカバーしており、特定課題研究助成の研究題目、プロジェ

クト研究所、情報化作業部会、学会・研究会の多種多様性にそれがよく表れている。

ちなみに、多様性を生かした相互刺激的な連携の例として、専門性の異なる教員の協

力によって行われる「総合講座」、双方向遠隔講義やＤＶＤとＢＢＳの組み合わせによ

る双方向デジタル技術を取り入れた授業、さらにプロジェクト研究所などがあげられ

る。 

 ここで情報化について触れておきたい。文学部がこの３年ほどの間に研究教育の情

報化を促進、強化したことは事実であり、現在もさまざまな実験的試みが進行中であ

る。文学部で誕生し、その後全学レベルで展開されているプログラムも多い。大学全

体としては情報化促進プログラムの第２期に入り、研究と教育に情報インフラをどの

ように活用するかに焦点が移っている。文学部の場合、文学部情報化検討委員会の作

業部会で作成された多数のデータベースを授業に活用し、さらに遠隔講義やネットワ

ーク授業を展開することが期待されている。しかし、学部全体としては情報化につい

て教員それぞれの考え方に違いがあることを十分意識しなければならない。 
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情報化の過程では、本部の情報担当部門のみならず多くの外部企業の支援を得てき

た。情報化のためには研究の維持のみならず、成果の公開、教育への還元にいたるま

で巨額の費用が必要であり、外部資金の獲得については学部として今後とも 大限の

努力をする必要があろう。理工系と異なり教員の研究内容が企業の利益と直接結びつ

くことは、とくに文学部ではこれまで稀であった。したがって、企業との共同研究の

経験は乏しいと言ってよい。その意味で 1997 年後期から現在に至る文学部の情報化作

業は、文学部にとって未知の領域の開拓であると同時に、外部からはある種の新鮮さ

を以って受け取られた。 

情報化を一つの契機として研究を活性化し、その成果を教育場面に活用するために

は、情報インフラの多面的な利用形態やオープン化の手法の開発、教員相互の情報交

換が必要であり、それを促進するような仕組みや研究体制を作る必要があろう。情報

化への関心が一部の教員に限定され、企業との協力によってしか学部教員の研究が進

められないというような雰囲気が醸成されてはならない。財政的には自律的研究環境

を確保しつつ、情報化の裾野を広げる努力が必要とされる。 

 

７ 研究活動および教育活動 

研究活動に関しては大学発行の学術年鑑に公表された過去５年分（1995 年度～1999

年度）のデータを基礎データとし、今回補足・補充調査によって追加されたものを含

めて点検・評価の資料とした。補足・補充調査は活動記録の追加補充を主な目的とし、

これに付加する形で公的活動および今後５年間の活動予定の回答を求めた。 

教員個人の研究活動は必要不可欠な評価項目の一つであるにもかかわらず、過去５

年分の学術年鑑データを見ると、研究活動の分類カテゴリーの不統一、理工学系と文

学系の分類カテゴリーの落差が目立った。小委員会としてはこうした状態を放置した

まま点検・評価をすすめることはできないと判断し、新たな分類基準の作成を試みた。

具体的内容については第９章に述べられている。なお、電子化された保存ファイルの

形式が年度間で不統一であったため、全データを同一ソフトで扱えるようにするため

の前処理に多大な時間と労力を費やした。 

集計は第一文学部の専修単位で行われ、個人名を含む個別データは報告書に記載さ

れていない。理由は量的に膨大な数にのぼること、必要な情報は学術年鑑を参照する

ことができるからである。上述の分類カテゴリーの作成作業をとおして実感されたの

は、文学部・文学研究科の多様な特色である。それは単なる数量化、標準化では表現

できない広がりをもち、こうした多様性を許容しつづける余裕こそ、総体としての文

学部の存在基盤であることが改めて認識された。研究活動の評価に関しては､各大学、

各研究機関でそれぞれ独自の方法を採用しており、公表された多数の報告書を見る限

りにおいて標準化されたものはない。今回の分析で使用した基礎データは学術年鑑で

あるが、文学部教員の提出率は５割（過去５年間平均）にとどまっている。結果とし

て全数調査が貫徹できていないことに関しては、それ自体が文学部教員のスタンスを

示していると考え、小委員会としては、研究活動データを提出しない教員の理念は尊

重するとして、教授会の了解を得た。今回公表された結果に対して、種々様々な意見

と批判が向けられることにより、さらに次の点検・評価作業の課題とすることができ
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る。点検・評価作業は、それ自体が点検・評価されるという再帰的性格を備えたもの

であり、この再帰性を確保していくことこそ、文学部・文学研究科の今後の発展を保

証するものである。 

教員の教育活動に関しては、学部は第一文学部、第二文学部ともにカリキュラム改

革を進めてきたところであり、その成果は今後明らかになっていくであろう。全体的

にみれば、週に４日以上出講し、週に５ないし６コマ程度授業を行い、卒業論文の指

導を行う学生を７名以上抱えているという状況の中で、多くの教員は授業全般につい

て積極的に改善を図ろうと試みている。教授法に関しては、教員間でメディア活用状

況の乖離がみられる。一部の教員は新たに導入されたメディア機材を積極的に活用し

た授業実践を進めている一方、従来どおりの教育実践を続けている授業も少なくない。

当然教育内容に応じた適切な実践が行われている場合が多く、メディアの利用も一概

に適切とは言いがたいのであるが、学生の学力が多様化しつつあり、かつカリキュラ

ム改革が一定の進展をみせている現在、今後は教育方法への関心を学部・大学院全体

で高めていくことが期待される。上述したように、メディア環境の充実に応じた教育

法の開発・実践を探っていくことも、今後検討されてよいと思われる。 

大学院については、基本的に現状維持の状態が続いてきたといえるであろう。ただ

し一部の専攻については研究指導の設置数を増加させることで、大学院生の研究ニー

ズの多様化に対応しようと試みている点は評価されてよい。 

 

８ 入試制度 
多様な個性の人材を集めるという視点から見て、第一文学部の一般入試の現況は楽

観できる状況にはない。志願者数は 1980 年のピークを境として減少しつづけ、その傾

向は 1987 年に一旦下げ止まり、一時上向いたかに見られたが、1995 年以降再び低落し

て今日にいたっている。それでも、1985 年以降 92 年頃までは、各予備校調査の偏差値

において高い値が続き、いわば受験生の中の上澄みを入学させることに成功していた

といえよう。しかし、数の点では 2000 年度は９学部中の７番目であり、著しい地盤沈

下をきたしていることを厳しい事実として受け止めねばならない。 近の受験界の動

向からすれば、志願者数の長期低落傾向が続く第一文学部の一般入試の見直しは緊急

課題であり、入試委員会を中心に、変動する入試情勢に適応できる改善案の作成が望

まれる。 

また、伝統となった第一文学部の指定校推薦については、現在まで一定の高い評価

を得ているが、対象高校の数、選定基準など入試情勢の変化に応じて見直す必要も指

摘されており、一般入試や付属・系属高校枠、さらに帰国子女枠その他の制度と合わ

せ、入試委員会を中心とする入試改革論議の中で総合的に検討されるべき課題である。 

第二文学部の社会人入試制度は、大幅なカリキュラム改革とともに開始され、現在

の第二文学部活況の一要因をなしている。志願者数は初年度（1996 年度）の 159 名か

ら 2000 年度の 297 名と一貫して増えつづけ、合格数も当初の 37 名から 103 名と増え

ている。この制度が、一つの入試制度として定着したことは事実である。 
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９ 学生の福利厚生 

文学部生の物質的な生活環境は、この 10 年間ほどの間にかなり改善が進んだと考え

られるが、精神的な生活環境に関しては課題が多い。学生生活に関わる資料を見ると、

第一文学部生の学生相談センター（現総合健康教育センター）への相談者が増加し、

1998 年度では第二文学部とならんで全学部中 も多い。第一文学部の場合､新入生にと

ってクラス担任がつく基礎演習クラスの持つ意味は大きい。このクラスは専門教育へ

の導入の役割を果たすと同時に、大学生活への導入の役割も担っているからである。

多くの新入生にとって、担任のいるクラスは自分の居場所を確保しようとする 初の

空間である。基礎演習クラスのもつ意味を改めて教員が認識し、学生が文学部へ適応

するための積極的なクラス運営が求められる。 

 第二文学部の場合、1996 年度スタートの新専修制度は学生の科目選択の自由度を増

した反面、クラスの仲間や教員とのコミュニケーションを希薄なものにする側面を持

っていた。また、あまりに多様な選択肢のなかで、学生が自己の目標を見失う危険性

も孕んでおり、こうした学生をケアする体制を整える必要があろう。さらに、社会人

入試枠を拡大している現在、第二文学部には、勤労学生や社会人が多く入学している。

年齢も経験も一様でないこれらの学生からは、学部に対して従来見られなかったきび

しい注文や要求が出されることが多く、それらにきめ細かく対応できなければならな

い。 

 学部として長年要求してきた救護室（保健室）については、現在設置のための具体

的計画が進んでおり、学生の福利厚生面での大きな前進である。 

 

１０ 施設整備と正常化 

以上のような制度的な改編・改革の周辺では、同時進行的に施設環境の整備が行わ

れた。創設百周年記念募金を核として建設された戸山図書館と新しい研究棟（1992 年）

は、戦後ほとんど改善が進まず悪化する一方であった教学環境の整備に役立った。さ

らに新学生会館建設に伴い解体、除却された教室棟の代替施設（現 36 号館新教室棟）

が加わり（1999 年）、狭隘であった環境はやや改善された。しかし、施設面での 大の

課題は戦後間もなく建てられ、老朽化が激しい 32 号館校舎の建替えである。32 号館に

含まれる教室数は全教室の２割を占め、ほぼフル稼働の状況にある（全教室の週平均

稼働率は第一文学部で 89％、第二文学部で 100％）。補強と補修を繰り返しながら使用

しているものの耐用限界に近づいており、早急な増改築が望まれる。文学部・文学研

究科の改革を具体化する上で 32 号館校舎の建替えは基本的要件であり、「21 世紀の教

育研究グランドデザイン」提案書において 重要課題に掲げた。 

施設整備の中には施設利用の正常化問題が含まれる。第 12 章「管理運営」において、

特に１節を割いてこの問題に対する文学部の取組みを述べた。本来、一般学生が自由

に利用できるはずの共用施設が、学生自治に名を借りた特定の政治集団によって長年

にわたり不法占拠され、あるいは既得権を主張する複数のサークルによって占有され

るという異常事態に対して、教授会の総意が正常化に向けて集約され、それが実行に

移されたことは文学部が新しい時代に入ったことを示す象徴的な出来事であった。文

学部教職員、大学本部、そして何より多くの学生の支持と協力なくしてはなしえなか
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ったことである。 

 施設整備のもう一つの特徴として、学内の情報化推進プログラムによる情報関連施

設の整備を挙げることができる。上記プログラムの第１期（1997 年～1999 年）は情報

化の基盤整備が中心であり、各学部ＰＣ100 台導入計画に、文学部は一般教室の改造と

36 号館新教室棟を使って対応した。プログラムは第２期に入り、整備されたインフラ

を研究と教育に活用することが求められている。現在、文学部は 1996 年後期にスター

トさせた情報化検討委員会の活動成果をもとに、特に人文・社会科学系において学内

の先導的役割を果たしている。 

 

おわりに 

2000年２月25日開催の第１回小委員会以来、ほぼ10ヶ月で本報告書を完成すること

ができた（提出：2001年１月）。この間、学部教授会および文学研究科委員会の協力の

下、小委員会は10名の委員からなるワーキンググループと共に、教務および事務所の

全面的な支援を得て作業を進めた。点検・評価項目は極めて多岐にわたっている。そ

れら各項目について客観的資料を収集し分析することにより、文学部および文学研究

科の現状を明らかにすることが、今回小委員会に課せられた使命であった。現状分析

と問題点の整理、さらに提言（展望）という一連の作業のうち、力点は前半部分にお

かれている。点検と評価は予定されている第三者評価を待たなければ完結しない。 

冒頭にも述べたとおり、本報告書には、従来の常識からすると記載をためらう資料

が多数含まれている。敢えてそれらを公表したのは、たとえ多くの批判や疑問が提起

されても、文学部の現状をありのままに示すことが､ 終的には総体としての文学部の

より良い評価につながると考えたからであり、我々には変革を乗り切る力があると自

負するからである。 

 

以上 

 

付記 

本要旨は2000年12月付「文学部・文学研究科 自己点検・評価報告書」の第13章「総

括」を中心に、点検・評価に臨む基本方針と実施方法の説明を加えて作成した。 

作業部会の構成委員は報告書作成時点から若干の変更があり、現在の構成委員は以

下のとおりである。 

 

文学部・文学研究科小委員会 作業部会委員 

浦野 正樹  大薮   泰 沖   清豪 小田島 恒志  

貝澤   哉  北村 陽子  小松   弘  十重田 裕一  
松永 美穂       （文学部専任教員：50 音順） 
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