
 
   教育学部・教育学研究科・教育総合研究所  

自己点検・評価報告書（総括）  
 
  １ 今回の点検・評価作業について 
 
 2000 年 7 月より大学点検・評価の作業を始め、同年 12 月までの約半年間に報告書完

成にこぎ着けるというスケジュールであったために、本来必要とされた、充分な点検・

評価にはいたらなかった。今後に委ねなければならない。 

 点検・評価作業の問題点は、以下の通りである。 

 ａ 点検項目に比して、点検に必要な時間が不十分であったこと。授業と各種会議

に追いまくられる状況での点検・評価作業は好ましいものとはいえまい。授業期間で

はない時期を選び、作業に専念できる態勢が必要である。 

 ｂ 点検のためのデータの蓄積が断片的であったので、今後は、総合的に点検用の

データを蓄積していく必要がある。このためには重点的に項目を選定し、継続的な点

検・評価作業を行えるよう、データの収集を行う必要がある。 

 ｃ データは存在するが、それぞれを点検・評価用に処理する過程の中で、必要な

処理を行えないものがでてきた。このため処理可能なデータのうち集められる範囲内

で報告書を執筆せざるを得なかったことである。このため、処理されたデータの吟味

も十分に行えなかったものもある。 

  こうした状況の中での点検・評価作業であるので、個々人に関わるデータは取り上

げず、組織についてのデータに限定した。しかし、個人名の表示は行わないこととし

たものの、組織の構成に関わるものなどについては最小限にとどめた形で表示した。 

  今後は、自己点検・評価が定期的に行われることになろうが、そのためには、学部・

研究科・研究所の３カ所合同委員会を常設し、各箇所の各種委員会委員長などを中心

に資料の収集・整理、各箇所の各種委員会作成資料等のデータベース化等を行い、常

時、点検・評価作業が行える態勢を作りあげることが肝要である。 

 

  2 理念 
  
 教育学部は、新制大学として発足するに際し、高等師範時代からの中等教育におけ

る教員の養成を大きな柱の一つとして掲げ、同時に「教育」を専門的な職業とする人

材の育成に努めることを掲げ今日に至った。このことはかつての国語国文学専攻科、

英語英文学専攻科に引き継がれ、今日の教育学研究科にも引き継がれてきている。そ

れ故、教員養成、特に後期中等教育のそれを掲げるだけではなく、教育に関する各方

面で活躍できる人材を多数世に送り出すことに努めてきた。カリキュラム的には、時

代遅れの感もしないではないが、教員養成を念頭に置いたものであって、学生個人の

専門分野を広く総合的に学ばせ、同時に専門分野の中で各人が深化させることも可能

なように組まれてきた。しかしこの点ではその趣旨が時代の流れとともにぼやけてき

ていると見ることができる。 
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 こうした趣旨にもとづき設置されている関係上、各学部、各研究科との教育内容の

重複が指摘されるが、このこと自体、他学部・他研究科との違いを示すことにもつな

がる。単に教員免許状を授与するための学部・研究科なのではなく、教育ということ

についてはっきりとした意識を持つ多数の人材、教育の現場において即戦力となりう

る多くの人材を世に供給してきたのである。ここに他学部、他研究科との相違がある。

また、特に後期中等教育の教員を養成するという点で、教員養成系の国立大学・学部

等とも異なっている。 

 文系の人材育成は、スクラップ・アンド・ビルドでは達成できない。10 年、15 年の

歳月を必要とすることが少なくないからである。先端技術や企業の世界で取り上げら

れている考え方は、その世界では欠かすことの出来ない考え方であろうが、人材の育

成という点になるとこうした考え方を適用することは困難である。将来を見据えなが

ら、落ち着いた教育環境のもとに人材育成に時間をかけて行っていくことが教員養成

を主たる目標に掲げる教育学部、教育学研究科のつとめでもあろう。 

   

 3 教育学部改革の前提 
 
 設立以来守り続けてきた理念・趣旨も時代の流れとともに影が薄くなりつつある。

「教員養成」ということが、一方で教員養成系の国立大学・学部との混同を招くこと

にもなった。このため学部内には、学部の名称変更という一部の動きがなかったわけ

ではない。こうしたなかで、社会的には、中等教育教員の需要の低迷、教員免許状取

得者の激減現象もみられた。いうまでもなく、国立大学教員養成系大学・学部では、

ゼロ免課程の問題、改組問題など多くの変動が見られた。こうした社会の状況の中で

は教員養成学部であることについてのさまざまな意見、学部名称変更の動き、学部改

組の動きという流れの中での到達点として、学際コースの新設が実現した。 

 教育学部の方向を検討するためには、学際コース新設後、3 年の経過期間を見ること

が必要であろう。広い意味での「教育」を掲げて人材育成を続けてきた教育学部の在

り方についての批判的意見もあるのであるから、仮に、今後、新しい学部としての方

向性を求めていくのであるならば、この学際コースの卒業生がでるのを待って、この

コースそのものについての再検討を加えるべきであろう。その上で、はじめて今後の

学部の方向も確定できるものと思われる。 

  大学の中で、その主体性、独自性を維持していくためには、いろいろな意見がある

にしても、本学部・本研究科においては、その存在意義を主張するためにも「教員養

成」は欠かすことのできない大きな柱の一つであり、設置趣旨に盛り込まれている、

中学校・高等学校の教員になること以外にも、「教育」に関わる専門的職業に従事す

る人材育成も欠かすことのできないものである。このためにも教育方針として「教育」

という観点からの専門性の総合化と深化とを主張していくべきであろう。このことは

専門性を薄めてしまった教養型の総合性だけではなく、専門性を併せ持った総合性で

なければなるまい。学部改革の基本方針はこうした点をいかに包括し実現していくか

にかかっているのではないだろうか。 

 大学院においては、学部の上記方針に基づき、それを継承するだけでなく、総合的
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な教育科学としての一層の専門性を持たせ、研究者の育成、高度な専門的能力を持っ

た職業人の養成という設置趣旨を念頭に置いて、その実現のための改善・改革に努力

していかねばならない。 

 

 4 大学院の教育体制と問題点 
 
  大学院でのレベル低下は、学部のそれ、あるいは中学校・高等学校におけるそれが

大きく影響してきていることは否めない事実である。そうした中で、これからの大学

院が従来型のままであることはあり得ないことであろう。教育学研究科は、教員養成・

研究者養成・現職者の再研修（いわゆる１４条特例適用者、専修免許状取得のための

大学院入学２カ年休業制度適用者を含む）、さらには教育関連の専門職としての高度

な職業人育成を掲げ今日に至っていることからも多種多様な学生の入学・在学が想定

できる。このこと自体様々なレベルの持ち主の混合体であることをも示している。教

育学研究科における教育体制の問題点は、ここに存在するのである。 
 研究者養成においては、総合的な教育科学の確立・発展のために、レベル低下を解

消するための方策と、従来以上に研究能力を持った人材育成のための指導体制を強化

していくことが必要であろう。研究指導・論文指導の強化をはじめ、修士課程・博士

後期課程一貫の体制作りの強化などが当面の問題となろうが、同時に担当教員の意識

の高揚が必要である。このほか、研究の発展のためには、教育総合研究所における大

学院学生との共同研究体制の確立・拡充が望まれるとともに、諸外国における教育科

学研究の成果の摂取吸収、また諸外国への教育科学の研究成果の発信の為の方策も欠

かすことができない大きな問題である。外国学生（国費留学生、交換学生、私費留学

生と各国政府による国費留学生等）の受入れも、研究者養成の一翼を担うものである

が、学校教育専攻・教育基礎学専攻においてはともかくも、他専攻においては、いわ

ゆる教職科目を必修としている現行カリキュラムのままでは受け入れることに問題を

生じかねない。 
 教員養成については、学部からの推薦入学制度の確立とともに、学部・大学院一貫

教育体制を確立しレベル低下のてこ入れをすることが必要である。このことは充分な

能力を持った学生の受入を目指すものであり、能力のないものについての安易な入学

を奨励するものではない。学部において充分な学力を有するものであり、研究科にお

いては主体性を持った研究能力を身につけることのできるものが対象であることはい

うまでもない。 
 また、教員養成や教育分野での研究者養成においては、各種の実験を行うのための

学校が不可欠である。当面は附属・系属の四校と連携した方法を、早急に検討し実現

していくことが課題である。 
 教育関連の専門職としての高度な職業人育成においては、文部科学・厚生・労働・

法務など各分野に広がっているだけに、単純に考えることは困難であるが、社会的に

はいずれも「教育」ということに関わった重要な問題だということができる。特に関

連することの多い、学校教育専攻における現行カリキュラムでは不十分なことが予測

されるため、教育総合研究所との連携による教育体制を至急確立しなければならない。
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このことは研究所の研究体制とも関わる問題であるので、研究科・研究所相互の緊急

な検討課題の一つである。 
 現職者の再研修においては、改正された「大学院設置基準」をはじめ「学則」を充

分に活用し、実務家教育のためのカリキュラム（１年以上の在学を条件とした）を早

急に編成するとともに、受入れについての方法を検討すべきである。現職社会人の再

研修は、研究者養成や新卒者を主たる対象とする教員養成とは、必ずしも相容れない

ものがあり、これらを混在させた状態での教育体制には問題点が多すぎるが、本研究

科の置かれている立場からすれば、その解消とともに今後の体制を改革することが不

可欠であろう。     
 
５ 学部・大学院での教員養成 
 
  教員養成を大きな柱として掲げる、教育学部・教育学研究科においては、他学部・

他研究科のそれとは相違のあるものでなければならないことはいうまでもない。しか

し、昨今の教員需要は、学生の意識の中に教職離れを生み、教員免許状取得者の減少

につながる。最近は多少上向きになってきたとはいえ、教員養成を掲げる学部・研究

科としては学生の関心を教職につくことに目を向けさせることを考えねばならない。

このことはカリキュラムと連動するものであって、後期中等教育における教員養成と

いう目的を視野に入れるならば、最近の教養型カリキュラムとは相容れない専門型で

なければならないという面を持っている。学生の志向と相反する面をどのようにカリ

キュラムの上で実現するかが大きな課題となっているといってよいであろう。 
 学習指導要領の改訂に伴う学力低下が指摘されている現状をにらみ合わせたとき、

教員養成カリキュラムの開発、教授法・教材の開発が、今後の日本の教育界に大きく

影響していくのではないだろうか。教育総合研究所を含め、附属・系属校との共同開

発の基盤作りが、教育学部・教育学研究科に求められているのである。 
 制度的には、学部・大学院一貫教育、実験（協力）学校の実現などが今後早急に検

討されねばならない。 
  
６ 教育総合研究所の研究体制と問題点 

 

 教育総合研究所は、「教育がかかえる緊急の課題に立ち向かい、社会的責任を果す」

ことを理念として掲げ、1998 年に教育総合研究室を改組する形で開設された。 

 企画研究、公募研究、特別研究の３つの研究枠を設けて研究事業を展開している。

とりわけ、特別研究は、研究所開設後に新設された研究枠であり、研究事業の柱の一

つとして位置付けられるものである。現在、「教育の情報化」と「高等教育の行政と

組織運営」を研究テーマとして設定し、研究活動を進めている。 

 成果の公表は、紀要・所報・叢書の公刊、研究発表会を通して定期的に行っている。

紀要への投稿を広く開放し、厳格な査読システムを導入することにより、公開性を一

層推し進めるとともに成果の質的向上をはかっている。特別研究「教育の情報化」に

おいては、教育現場の教員を主たる対象として、コンピュータ「夏期講座」を実施し、
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成果の社会的還元を進めている。特別研究「教育の情報化」に対する外部からの資金

助成は、成果に対する外部の評価と期待の大きさを示すものである。 

 学外者との交流、学外者のプロジェクト参加は、教育総合研究所が学内のみならず、

学外にも開かれていることをしめすものであり、大学と社会との結節点の役割を果た

していることを示している。 

 他方、設立の趣旨に掲げた 4 つの研究分野、高等教育基礎研究部門、初等・中等教

育研究部門、生涯教育部門、教育の実践活動に関し、事業展開のそれぞれを検討した

時、一層の積極的展開が求められるのも事実である。とりわけ、高等教育分野の取り

組みについては、早稲田大学がかかえる多くの課題に対して、具体的発言を可能にす

るに十分なものとはいえない。さらには、高齢化社会の進展にみられるような社会構

造の変化と生活の質の重視という意識の変化のなかで、生涯教育の議論も今後積極的

に取り組むべき課題である。 

 広く教育分野において問題が山積みするなか、具体的課題に対する取り組みを、一

層進展させなくてはならない。しかし、こうした将来への展開を考えたとき、資金面、

事務組織面、あるいはスペース面での制約が、あまりにも大きい。事務所と所長室が

同居せざるを得ない状況、資料公開のスペースも無く収集資料・文献が地下に眠って

いる状況、プロジェクトチームが分析・議論・報告するスペースもないこと等、その

制約はあまりにも大きい。 

 将来の事業展開について内容の具体化と明確化を一層進めること、空間的、人員的、

資金的制約を緩和させること、以上は、研究所が取り組むべき課題のうち、とりわけ

緊急性の高い課題である。 

 

７ 研究体制と研究活動 
 
 教育学部・教育学研究科専任教員の平均持ち時間数からみるならば、多くの専任教

員は、会議のその他の校務に費やされる時間が増大化し、研究に割ける時間が大幅に

減少していると見るべきであろう。国立大学をはじめ他大学の教員並みの研究活動を

行っていくためには、個々人の担当時間数とともに、何らかの改善策を講じることが、

教育学部・教育学研究科のもっとも緊急を要する課題であるといわねばならない。し

かしその一方、研究活動の活発化のためには、文系諸科学においてあまりなじまない

共同研究も促進していく必要があろう。これからの研究態勢のあり方を考えると、個

人研究の時代ではなくなっていくことが予測される。このため、プロジェクト研究所

の活用、教育総合研究所における共同研究の活用が必要であるだけでなく、研究科、

研究所間での共同研究も今後の課題であろう。特に博士後期課程在籍者が多数いるこ

とを考慮すると、大学院学生、特に現職者以外の大学院学生も含めた共同研究を実現

することが急務ではなかろうか。理系諸科学においては日常的な研究体制といえるで

あろうが、文系については教員間の意識もまだ充分ではないようである。 
  教育総合科学を目指す大学院、研究所においては、教科教育、特に中等教育を中心

としたそれだけではなく、高等教育、生涯学習教育を含め、社会的な問題となってき

ている各種の教育問題についての発言・提言のための研究が今後ますます必要となっ
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てくるであろう。このことこそが教育学部・教育学研究科・教育総合研究所が三位一

体となって大学内に存在意義を主張することのできる重要な課題であろう。 
  個人研究にしろ共同研究にしろ、コンピュータの活用は大量のデータを扱い、処理

することが必然的に求められる。このことは一方において研究調査のための人的資源

の必要性を示唆している。労力の単なる提供者としての人的資源ではなく、共同研究

者としてである。共同研究は、研究費の個人的負担だけではなしえなくなる場合が少

なくない。ここに教育学部としての科学研究費と採択についての積極的な計画と努力

が求められよう。教育学部では、文系の科学研究費の申請件数、採択件数が少ないと

いう現実がある。今後の研究活動のためには、こうした資金の導入計画を立て、同時

に採択数を増やす為の努力が急務となってこよう。 
 
８ 教育活動と教員 
 
 大学教員の資質として、研究者であるとともに教育者であることが求められるよう

になって久しい。しかし、社会一般を見ると、研究のためにのみ大学に在職している

という意識を持つ教員は決して少なくない。研究者であるとともに教育者でもある。

こうした意識が欠如している者の方が多いと考えるべきかもしれない。大学の大衆化

が進み、一般的には、おそらくかつての高等学校程度、もしくはそれ以下のレベルに

まで下がってしまったということができよう。レベル低下は本学においても見られる

現象であろうから、仮に、高等学校程度にまで下がってしまっているととするならば、

大学教員はその一方で高等学校教員であることも求められているということになるで

あろう。そうなれば、研究者であるととものに教育者であることが社会的に求められ

るのは当然といえる。 
 大学院もレベル低下の波は押し寄せてきていると見るべきであろうから、少なくと

も修士課程までは教育者であることの比重が大変に大きくなってきているのではない

だろうか。大学教員の意識改革が社会的に求められていることは否めない事実である。 
 教育学部における学生のレベルも年々低下してきていると感ずることも少なくない

が、このことが教育学部教員すべての実感であるとするならば、教育学部においても

教員一般に対して研究者であり、同時に教育者であることの必要度が高くなってきて

いるといわねばなるまい。 
 こうしたことを前提とするならば、カリキュラムはいうに及ばず、教授法、クラス・

サイズの問題、非常勤講師への依存度、教室の設備等改めて検討すべき点が少なくな

い。また専門性の総合化と深化の問題、専門性を希薄にした一般化の問題、就職に際

しての就職先の学生個人についての専門性の要求度の問題なども検討課題である。企

業等では、必ずしも一般性を求めず、業務内容には必ずしも一致するわけではなくと

も、学生自らの専門性を求めていることも少なくない。これらを総合してみるとき、

教育学部内でのカリキュラム改革の方向は、ときに社会の需要に逆行してしまうとい

う危惧もある。いずれにしても教育学部の主体性、独自性に基づく基本理念の再確認

が必要である。それが今後の教育活動にも大きく影響してこよう。 
 文部科学省が押し進めてきた、ニーズ、ゆとり、あるいは政府の規制緩和と聞こえ
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はよいが、これらは教育の現場の問題としては再考すべきことがらであり、現在を見

ることも重要であるが、将来を見据えることこそが、これからの高等教育における重

要な課題であるのではないだろうか。 
 
９ 入試制度 

 

 いわゆる偏差値による輪切り入試は、少子化の時代においては再考すべき問題であ

ろう。このことが、社会的にも多様な入試制度を求められる要因となっているものと

いってよい。教育学部においては、一般入試の他に、自己推薦入試、附属・系属校か

らの推薦入学制度、外国学生入試、学士入学制度を行っており、教育学研究科におい

ても一般入試のほか特別選考制度（修士課程）、数学教育専攻における学内推薦入試

（修士課程）、専門職業人入試（博士後期課程）、国費留学生入試（博士後期課程）

を行っている。しかし、今後の入試のあり方からすれば、入試の多様性というよりも、

学力試験偏重のペーパーテストに頼るのではなく、面接に充分な時間（アメリカなど

のように一人の受験生に対して半日以上の面接時間をかけることが検討されるべきで

ある）をかけた入試を検討していくべきであろう。このためには、スカウト的な専従

面接員――アメリカ型の AO 入試――による、学力、人物等についての総合的な観察と

判断によることが考えられる。こうした形の入試が成功すれば、現行のような学力試

験は比重を軽くするか、廃止するということになろう。いずれにしても能力のある学

生をどのようにすれば入学させられるかを模索していかなければならない。 

 

10 施設・設備の整備 

 

 教室の慢性的不足は、科目数・クラス数の減少を検討する以外に効果的な方法はな

いようである。しかし、教育学部や教育学研究科の基本理念に照らし合わせたカリキ

ュラムを維持することも不可欠であり、単に授業科目数を減らすというのでは、教育

的環境の悪化につながる。現状は、大学院において特に劣悪である。すなわち専任教

員の担当授業のほとんどを教員の研究室で行っているが、研究室そのものが必ずしも

余裕を持った広さではなく、教育を行う場としては不適格といわねばならない。また、

学部の授業においても、教室の面積に比して多人数の学生を収容（収容学生数と教室

面積とのアンバランス―教育学部特有の事情。このため机・椅子は他の校舎に比して

いずれも小振りであり、本来なら二人掛けにすべき所である。）しているという現状

もあり、改善は緊急を要する。 

  教育学研究科では、大学院学生用のゼミ室の不足だけではなく、自習室、博士後期

課程在学生用の研究室、学生ロビー等が欠如もしくは大幅に不足している。一方で IT

化のための施設等の整備は進んでいるようであるが、もっとも日常的な施設等が大幅

に不足している現状は、教育環境のバランスが大きく崩れてしまっているということ

になろう。こうした点での改善は急務である。 

 同時に大学院学生用の施設は貧弱であり、学部学生用を便宜流用しているのが現状

である。たとえば、大学院学生用コンピュータ等は不足しており、コンピュータ教室
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での長時間使用はなかなか困難であることもあって、学生の研究・調査に支障を来す

ことが懸念される。研究科における教育設備・研究設備としての貧弱さは今後計画的

に整備していかねばならないことを物語っていよう。 

 一般教室における、視聴覚機材の設置状況は良好であり、またコンピュータ関連の

AV 関連機材の設置状況も良好といえるが、多くの教員の利用するところには至らない

のもまた現状である。特に IT 化は、教員のみでなく他のスタッフを多く必要とするだ

けにスタッフの不足は致命的な結果にもなりかねない。ここにも一つのアンバランス

現象がある。 

 

11 おわりに 

 

 さきの「教育学部・教育学研究科・教育総合研究所 自己点検・評価報告書」にお

いては、もっぱら点検に重点を置いていたため、本総括では、そこから取り出される

問題点の紹介に終始した。今後、具体的な改善・解決策についての検討が必要である

ことはいうまでもない。さきの報告書とともに、本総括も今後の点検・評価作業のた

めのたたき台としての役割を担うにすぎない。次回以降の自己点検・評価のお役に立

てば幸いである。 
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