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総括－改革への方向 
 
 自己点検・評価に対する基本姿勢 
 
 1991 年の大学設置基準の改訂以後、わが国の高等教育をめぐる環境は激変した。日本の

大学が欧米の大学から大きく水をあけられ、思い切った改革をしない限り、日本の高等教

育に未来はないという考えが、わが国の高等教育の変革を促したのである。大学の自己点

検・評価が求められたのもそうした流れの中においてであって、多くの大学が数年前から

外部評価も含めて自己点検・評価を実施するようになった。 

 早稲田大学でも数年前から、自己点検・実施について議論を重ねてきたが、結局、実施

するに到らなかったため、自己評価・点検は今回が最初であり、しかも第三者評価も同時

に実施することになった。最初から自己点検・評価と第三者評価を同時に実施しなければ

ならないことに戸惑いを感じないではない。しかし、自己点検・評価も第三者評価を伴わ

なければ実質的効果は期待できないのであるから、いくばくかの戸惑いはあるものの今回

の自己点検・評価、第三者評価に臨むことにした。 

 何よりも重要なことは、社会科学部・社会科学研究科の現状を正確に、ありのままに開

示することであり、それを自ら謙虚に受けとめ点検・評価することである。 

  

 
Ａ．学部 
 
1．概観－改革の歩み 
 社会科学部は 1966 年に当時の社会科学系夜間学部が一つに纏められる形で創設されて

以来、社会科学の総合化という困難なテーマに挑み続け、かつ、たゆまず学部改革が行わ

れてきた。ここで特に記すべきことは、教室の不足という教学上、決定的な制約条件を常

に有する中で、学部の改革が行われてきたことである。1999年度に現在の14号館が建設 さ

れたとはいえ、共通教室の利用という点では従前と同じく教室不足という問題を抱えてお

り、特に昼夜開講制の実施にあたっては極めて厳しい制約条件となることは明らかである。 

 学部創設以来、他学部とは違う特色ある個性豊かな学部を目指すことを大きな目的とし

て出発したわけであるから、入試制度、カリキュラム編成、カリキュラム内容、新規科目

の設置、教員採用、更に教員の研究活動にわたり、常に社会科学の総合化のあるべき姿が

模索され、教員による議論が積み重ねられ、今日の姿がある。学部創設以来、大学改革が

叫ばれる以前から、常に学部の自己点検評価に積極的に取り組んできたともいえる。また、

一貫してそれを実行してきた学部でもある。象徴的には 1970 年の社会科学総合研究科目の

設置、1997 年の履修モデル導入、更に 1998 年の昼夜開講制を挙げることができる。また、

勤労学生が減少する一方で、生涯教育を目指す社会人学士の増加に伴い 1988 年には社会人

学士入試制度を導入し、更には 1989 年に全国で初めての全国自己推薦入試制度を導入する

など、時代の教育環境の変化を常に視野に入れ、時代と共に歩み、あるいは時代を先取り

してきた。 
 しかしながら、社会が複雑化するにつれ現実の社会を総合的にとらえることができる能
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力を求める社会からの要請も日増しに強くなってきている。また、他大学、学内の既存学

部もこの要請に応えるべく社会科学の総合化を目指し、改革が進められている。いわゆる

他学部の「社学化」である。その様な共通認識は既に学部内にも定着してきており、これ

まで絶えず学部が行ってきた改革の延長線上で、更に長期的視野から新たな学部の地平を

切り開く必要がある。 

 大学にとって研究と教育は車の両輪である。研究面では、これ程多彩な研究者が一つの

学部に在籍しているのであるから、これを活かした研究・教育が、より推進されることが

必要であるといえる。その意味からは、これまでもユニークな科目として続いてきた社会

科学総合研究、2000 年度よりスタートした学際研究入門等を更に充実させ、新たな総合的

研究の内容をこれまで以上に求めてゆくことは避けては通れない課題といえる。また、社

会に開かれた学部として、国際的視野から国際学術研究交流をこれまで以上に推進するこ

とも求められている。また、これらの努力を継続的に推進するために、若年研究者を積極

的に育てる努力も等閑視するわけにはゆかない。教員の年齢構成の変化は、さほどの不確

定な要素はないのであるから、教員の採用に当たっては、長期的視野から学部の教員構成

を考えることも重要である。また、社会科学研究科が創設されて以来、教員の教育サービ

スに対する負担も担当講義科目の増加という結果を生み、更に昼夜開講制による講義時間

帯の拡大による教育サービスの拡充等による教員の負担増も解決してゆかねばならない今

後の課題である。また、教育サービスの拡大に伴う専任教員や教育補助人員が充足されて

いるとはいえない問題もある。 

 教育面では、多様な入試制度を設けたことで、かなり多様な問題意識を持った学生が在

籍している。この多様な個性を活かし、かつ、学生が自由で達成感を持てる充実した学生

生活を送ることを可能にする現代社会の実状に沿った教育体制を充実することは、容易で

はないどころか、大変、困難な課題である。社会的には即戦力となる学生が求められてい

るのも事実であるが、一方では卒業後、数年してから力を発揮できる基礎的応用能力を養

う場としての学部教育も依然として重要であることは、敢えていうまでもないことである。

この二つの要請に応えるため、社会科学部では学生の多様で自由な問題意識を基礎にし、

その上に専門的な勉学の機会を与えることを基本方針とするカリキュラムが組み立てられ

ている。具体的には 1997 年に導入された履修モデルにその考え方が反映されている。これ

は学生が多様な科目の中から自分の問題意識に適った履修プログラムを作りあげる際に、

勉学の指針を与えるものである。すなわち、図 1 に見られるように社会科学系を中心とし

た学問的アプローチと現代社会における新たな問題群が縦横に関連づけられ、それぞれの

設置科目がこの中に位置づけられ、関係づけられているものであり、これは学生にとって

は入学から卒業までの自分の学習プログラムを自分の目的に沿って体系化するための学部

における勉学地図でもある。更に学生が４年間の学習プログラムを組み立てる際に、教員

の側からも積極的にその相談に応じられるように入学時にきめ細かいガイダンスが行われ

ている。入学後は司法試験、公認会計士試験等資格試験のガイダンスが毎年、開催されて

いる。同時に、学生がどの教員とも積極的に科目履修や学生生活について、コミュニケー

ションを行い得る機会を設けるために、1997 年からオフィスアワー制度が設けられている。

また、オープン科目の卒業単位への組み入れ、海外留学者の単位認定等も積極的に推進さ

れ、学びたいことがらをオープンに学べる勉学環境が整備されてきている。今後は、実践
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的に現代社会を理解し、専門知識を学生にとって身に付いたものとする為にも、演習・実

習科目の拡大がこれまで以上に望まれる。 

 

      （図１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

2．教育 
 社会科学部が現在直面している教育面での問題は多々あるが、全学的なオープン科目拡

大の中で、社会科学部の独自性をどのように打ち出していくかが最大の問題であろう。社

会科学部は、設立以来、社会科学の総合的・学際的研究を理念として掲げ、カリキュラム

編成においても、その理念が反映されるよう努めてきた結果、多くの総合的・学際的科目

が設置されるに到った。また、1997 年度からは、履修モデルを導入し、学生が科目選択を

行い、在学中の勉学プログラムを自ら構成する上での参考に供してきた。このように、社

会科学部の総合的・学際的研究という社会科学部の理念は、教育の場でも着実に実現され

てきた。 

 しかしながら、学内では数年前から、いくつかの学部で総合化・学際化が進められ、社

会科学部にある科目と同様な総合的・学際的科目が他の学部でも設置されるようになって

きている。更に、全学部を対象としたオープン科目が全学的に導入され、しかもその数は

飛躍的に増加してきている。オープン科目のほとんどは教養科目的なものだが、しかしそ

れだけに、総合的・学際的科目と重なる領域も広い。極言すればオープン科目の大部分は、

社会科学部にあってもおかしくはない科目である。言い換えれば、現に社会科学部にある

ような科目ともいえる。しかも、他の学部学生と同様、社会科学部の学生も全学的オープ

ン科目のうち 40 単位を取得できるようになっている。このように、全学的な総合化・学際

化の中で、社会科学部はどのようにすれば、教育面で学部の独自性を打ち出していけるか

が問われている。既に、「社会科学部では、総合的・学際的勉強ができる、色々なことが学

べる」といったことでは、もはや多くの学生をひきつけることができなくなりつつある。

いま一度、外国語教育、演習を含むカリキュラム全体を見直し、総合化の内容を更に深化

し、これを基礎としたより専門性の高いカリキュラムの編成を行う等、学部の独自性を打

ち出せるように改革を推進する必要があろう。同時に、オープン化により勉学の機会が増

えたことは学生にとって歓迎すべきことではあるが、それだけ全体を見通すことが困難に

なっていることも一方の事実である。この点への配慮も欠くことはできない課題である。 

 
 
3．研究 
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 社会科学部・社会科学研究科・社会科学学会がこの期間に刊行した紀要は『早稲田社会

科学研究』、『早稲田人文自然科学研究』、『ソシオ サイエンス』である。『早稲田社会科学

研究』と『早稲田人文自然科学研究』は年２回の発行で、前者の１回の掲載論文数は平均

10 本前後、後者は６本前後であった。『ソシオ サイエンス』は年１回発行で教員だけで

なく院生も投稿できるが、教員が載せた論文数は１回平均５・６本であった。2000 年度か

ら、『早稲田社会科学研究』と『早稲田人文自然科学研究』を、『早稲田社会科学総合研究』

（年 2 回発行）に一本化した。 

 これまでも、大学評価の一つの指標として、科学研究費補助金の取得、採用率などが重

視されてきた。社会科学部教員の 1995 年度から 1999 年度までの科研費採択状況は、科目

別に見ると、奨励研究Ａは延べ 13 で７名、萌芽的には１件で１名、基盤Ｂは３件で３名、

基盤Ｃは 14 件で 12 名、一般Ｃは３件で 3 名、総合Ａは１件で１名、重点領域２は１件で

１名、国際学術は２件で１名、合計 38 件、21 名の教員が採択されていて、まあまあの結

果を示しているといえよう。 

 海外への派遣教員については、『学術年鑑』で公表されていたが、教員の海外派遣及び海

外出張がまとまった形で公表されるのは今回が初めてである。しかし、国内はもとより海

外の国際会議への出席、国際学会での発表等も、教員の研究業績評価の重要な指標の一つ

と考えられる。また、研究分野毎に研究活動の在り方もそれぞれ異なるのであるから、今

後、そうした点を研究面で研究意欲の向上との関連でどう評価していけばよいか慎重に検

討していく必要がある。 

 

 
4．学生 
 ８年ほど前から減少していた学部入学志願者数が、1998 年から、社会科学部が昼夜開講

制になったこともあって、増加に転じた。入学志願者数の増加はもちろん歓迎すべきこと

ではあるが、昼夜開講学部に相応しいカリキュラム、教育内容、教育環境をできるだけす

みやかに整備してゆかなければならない。 

 入学志願者数が増加に転じたことは好ましいことではあるが、合格者の入学手続率が反

対に低下してきていることの意味を慎重に受け止めておくことは重要である。受験者のレ

ベルが上がったため手続率が下ったのであればそう問題はないが、ともかく今後の動向を

見守りながら、必要に応じて、何らかの対応を考えてゆかねばならない。 

 また、就職者数の報告者数に占める割合が急激に落ち込んでいる一方、「その他」の占め

る割合が急上昇してきている。こうした傾向が本人の意志によるものか、就職先が決まら

なかったということなのか、原因はよくわからない。しかし、最近の経済的・社会的状況

に照らしてみると事態はかなり深刻と言えよう。ともかく、もしこのような傾向が今後も

続くようであれば、より綿密な調査を行うことも考えなければならないだろう。就職が受

験生にとって大学選択の重要な指標であるだけに、この問題を軽く見てはならないといえ

る。 

 10 年余の歴史を持つ全国自己推薦入学試験は、社会科学部の多様な学生獲得に大きく寄

与してきたが、見直しを求める声も一部にはある。ともかく 18 歳人口の減少が今後も続い

ていくことを考えると、社会科学部も多様な入試があってもよいといえる。しかしながら、
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一方で入試業務の負担が学部にとって、かなり重いものになっていることも事実であるこ

とは見逃してはならない。 
 学生が安心して学園生活を送り、意欲を持って積極的に勉学に励めるような教育環境を

整備してゆくには、情報機器を始めとする教育機器の充実、学生図書・資料の充実といっ

たハード面だけではなく、セクシュアルハラスメントの防止、特に夜間の安全性の確保等

ソフト面についても、まだまだ取り組まねばならない問題は数多いといえる。 
 
 
5．教員の研究業績 
 早稲田大学では、教員の研究業績についてはこれまで『学術年鑑』で公開されていたが、

しかしそれは自己申告によるものであったので、すべての教員をカバーするものではなか

った。社会科学部のすべての教員をカバーした研究業績が公開されるのは今回が初めてで

ある。従って、教員の研究業績についての評価も今回が最初である。 

 だが、教員の研究業績の評価を行うことは非常に難しい。というのは、量的な問題だけ

でなく、質の問題も関わってくるからである。例えば、理論的論文か実証的な論文かで、

当然、研究成果についても違いが出てくる。理論的論文は実証的論文に比べてそう簡単に

は書けないであろう。しかし、実証的論文も、文献や資料の入手が容易であるか難しいか

等で、成果に違いが出てくる。その上で成果の質を考慮に入れなければならないとなると

評価はいよいよ困難になる。更にどの様な主体がどの様に評価を行うのが妥当かというこ

とを考えると不可能に近いといわざるをえない。そもそも研究業績の評価は研究意欲の向

上と裏腹な関係にあり、研究業績のみを単独で取り上げることにどれほどの意味があるの

かは慎重に検討されねばならない。 

 このように、教員の研究業績の評価がいかに難しいかを十分認識しながらも、ともかく、

色々な角度から社会科学部教員の研究業績の評価を試みた。しかし何分にも、今回が最初

の試みであったので、十分な根拠をもって評価したとはいえないので、これをもって確定

的な評価とする訳にはいかない。だがそれでも、社会科学部教員の研究業績のある程度の

現況は明らかになったと思われる。それは、象徴的には、学術評価指数によって推測され

る。学術指標は、教員の研究成果の中で、著書、学術論文、共著、学会報告、評論等を対

象としたものである。それによると、学部教員の学術研究成果は学術論文に換算して、年

平均 3.3 本という結果が出た。一体この学術論文に換算しての年平均 3.3 本をどう評価し

たらよいのか。もちろんこれには、質の面が全く考慮に入れられていないし、また、早稲

田大学の他の学部、また他大学の同じ指標が手もとにないので確定的なことはいえない。

今後、質の面の検討、また早稲田大学の他の学部、他大学との比較も考慮し、評価を行っ

てゆかねばならない。ただし、現時点で指摘しておく必要があるのは、研究業績について、

教員間でかなりバラツキが見られることである。 

 今回は、最初ということもあり、また時間的にも十分とはいえない範囲の結果であり、

率直なところ不十分な評価しかできなかった。けれども、今後、教員の研究業績について

慎重かつ十分な議論を重ね、より適切な評価ができるようにしていく必要がある。例えば、

レフェリー付きの紀要・雑誌に載せた論文とそうでない論文を同じように評価してよいか、

外国のジャーナルに載せた論文をどう評価するか、国際学会で外国語で発表した学会報告
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をどう評価すればよいか等々今後十分な議論を重ねてゆく必要があろう。 
 何れにせよ今後、自己点検・評価にあたって、適切な研究業績を示すことを可能ならし

める基準を作成しておかねばならないであろう。 
 
 
 
 
Ｂ．大学院 
 
 
１．概観－改革の歩み 
 1994 年 4 月に、社会科学研究科は①社会科学の総合的・学際的研究を行う、②高度な専

門知識を持った人材を養成する、という二つの理念を掲げて創設された。以来、７年余を

経たが、今のところこれらの理念・目的について見直しを求める声は、研究科内には全く

聞かれない。これは、これらの理念や目的が今日の世界および日本における大きな流れと

して受けとめられ、寧ろこれらの理念・目的を更に高いレベルで達成できるようにカリキ

ュラムの充実が図られるべきだという認識が研究科の大勢を占めているからであろう。 

 社会科学研究科が抱えるカリキュラム充実の問題は、これまでは、専攻間のアンバラン

スの解消、研究分野間のアンバランスの解消といったことで解決を計ってきて、それなり

に成果があったけれども、今後は、専任教員（研究指導担当者）の増員ということが最も

大きな課題となろう。現在社会科学研究科の専任教員は 29 名（2000 年度、2001 年度は 33

名）であるが、これでは今日社会科学研究科に求められている社会のニーズに十分応える

ことはできないと思われる。今、我が国の大学院は国立大学を中心に大きな改革が行われ

ており、社会人を積極的に受け入れている研究科が多くなってきており、そうした傾向は、

私立大学である早稲田大学の他の研究科にも見られる。そういう意味で、社会人大学院で

ある社会科学研究科は、大学の内外に多くの強力な競争相手を持つことになったというこ

とで、この競争を乗り切っていくには、優秀な専任教員の増員が不可欠になる。 

 もっともどの分野の専任教員を増やすかという問題がある。そしてこれは、今後社会科

学研究科が掲げる社会科学の総合的・学際的研究も、やはりある程度の方向性が必要で、

あまり漠然としたものではいけないかもしれない。つまり、いくつかの分野を重点的に充

実させていく必要があるかどうかということである。しかし一方、早稲田大学全体として

も、大学院の充実をはかるために、法科大学院（ロー・スクール）をはじめ、MOT（マネジ

メント・オブ・テクノロジー）、環境研究科などの創設構想がある。何れも社会的ニーズの

高い時代の要請に応えると思われる大学院である。そうなると、社会科学研究科が今後重

点的に充実させたい分野がそれら創設が予想される大学院・研究科とバッティングする可

能性が大いにあり得ることになり、従って、社会科学研究科としては、この点を見据えな

がら、今後の専任教員の増員、カリキュラムの充実の問題を検討していかなければならな

いだろう。 

 専任教員が増えれば、院生の研究・教育環境はよくなるはずだが、しかしそれだけでは

勿論不充分である。院生の研究・教育環境を充実するためには、院生の研究成果の発表機
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会を増やす、学内の他研究科や他大学の大学院との交流を活発にする、学習室、図書など

の施設の充実、セクシュアルハラスメントなどの人権侵害の防止、など取り組むべきこと

は多い。 
  
 
２．教育 
 社会科学研究科の教育の面での最も大きな問題は、社会科学研究科が社会科学の総合化

を理念として掲げ、その実現にむけて努力してきたが、社会科学研究科には隣接科目が極

めて少なく、院生の研究環境として良好とはいえないということである。これまでも、専

門科目間の隙間を埋めるという形で、隣接科目を増やしてきたといえるが、しかし、これ

からは、政策的に隣接科目を増やしていかねばならない。そのためには、研究分野内に隣

接科目を増やすだけでなく、研究分野横断的に、つまり他の研究分野にも関連をもった科

目を新設するような形で隣接科目を増やしていく必要がある。同研究分野内に隣接科目を

増やすことが望ましいが、それには極めて大きな制約があろう。従って、同研究分野外の

研究分野にある面で、重なるところもあるような専門科目を新設するといった方法をとっ

ていく必要があろう。 

 しかしそれでも当然限界がある。ではその限界を克服するにはどうすればよいか。その

ためにはやはり、少なくとも早稲田大学内の他の研究科との連携・協力を進めていかねば

ならない。 

 また、社会科学研究科の教育を一層充実させるためには、研究指導における改善・工夫

が不可欠である。研究指導の方法等は各担当教員に任せられているが、学生の研究能力が

十分に開発されているかどうか、研究科全体として反省・検討してみる必要がある。その

場合、学生の研究能力を十分開発するためには、修士課程、博士課程の各段階でどういっ

た教育・指導をすればよいかといった視点からの検討が望まれよう。 

 更に、大学院の教育（早稲田大学大学院全体としても）の充実と活性化のためには、英

語による授業を設置していく必要がある。国際化の急速な進展に伴ってこれからの研究者

は勿論、実務家にも、英語で研究・調査結果を報告したり、論文を書かねばならなくなる

機会が多くなるからである。 

 学部と大学院の関係は次の通りである。1999 年に社会科学部から社会科学研究科に入学

した学生は 12 名であった。また現在、社会科学研究科は学士入学者で社会科学部の４年生

に限定して、社会科学研究科の講義科目の受講を認めている。 

 
 
３．研究 
 大学院の研究をより活発にするには、『紀要』、研究会、シンポジウム等の一層の充実を

図っていかねばならない。現在、社会科学研究科には、院生が投稿できる紀要は『ソシオ 

サイエンス』と『社会科学研究科紀要別冊』（通称『院生論文集』）の二つだけで、前者は

年 1 回発行、後者は年 2 回発行している。両紀要とも、院生の投稿原稿に関しては、レフ

ェリー制を採っていて、社会科学部教員にレフェリーをお願いしている。院生が毎回両紀

要に載せている論文（研究ノートを含める）の数は十数本でだいたい妥当なところであろ
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う。今のところ院生の研究成果発表の機会が著しく少ないとはいえない。しかし他方、今

後の問題としてより重要なことは、院生論文の質あるいは水準の向上をいかにして図って

いくかということである。もちろんそのためには、研究指導担当者が日頃からきめ細かな

論文執筆指導を行わなければならないが、この問題については、研究科全体としても検討

していく必要がある。 

 院生と教員との合同研究会は現在年 4～5 回行っているが、問題なのは、研究会の数が少

ないことよりも教員の参加が少ないということにある。今後、多くの教員が出席し、院生

との間に活発な議論が行われるような工夫をしていく必要があろう。また、学内の他の研

究科の院生にも呼びかけ、他の研究科の院生も参加できるようにしてもよいのではないだ

ろうか。また、研究科内に院生達の自主的な研究会があってよく、社会科学研究科として

そうした自主的な研究会を色々な形で支援していく必要があろう。そしてそれら院生達の

自主的研究会を通して他研究科の院生との交流を計ることも大切だと考えられる。更には

研究科の演習を通して学内外の大学院の研究室との交流を活発にしていく必要があろう。

現在、社会科学研究科の演習に学内外の研究科の院生が参加しているが、まだそうした演

習の数は少なく、今後多くの演習がオープン化の方向に行くことが望まれる。 

 社会科学研究科では現在、２年に１回シンポジウムを開催していて、その内容は『早稲

田社会科学総合研究』に載せることになっている。現在のシンポジウムが一層充実し、今

以上に自由闊達な議論が行われる場となることが望まれる。また、国内外からの訪問教授

や研究者がこられた場合に、院生・教員が気軽に参加できるようなシンポジウムもやって

もよいのではないだろうか。さらに今後、社会科学研究科の研究水準を上げていくために

研究所の設置を検討していくことも必要であろう。 

 

 
４．学生 
 これまで社会科学研究科の入学志願者数は、修士・博士両課程とも定員の３～４倍とか

なりの高水準を維持してきたが、この傾向が続くかどうかは不確定である。一つには、社

会科学研究科と競合する大学院・研究科が多くなったからである。例えば、早稲田近辺で

も、一橋大学、中央大学、政策研究大学院大学などが、ビジネス・スクールや社会科学研

究科と重なるような専攻科を開設し、また早稲田大学内でも、複数の研究科が社会人を受

け入れ、しかも夜間も授業を行うようになったし、またこれから、ロー・スクール、ＭＯ

Ｔ、環境研究科、行政研究科などの専門大学院の設立が予定されている。そうなると、当

然学生の奪い合いが激しくなって、社会科学研究科がそのあおりを受け、入学志願者数が

減少することも考えられる。そうならないために、今から、カリキュラムや教育方法など

もっと魅力あるものにするにはどうしたらよいかということを検討していかねばならない。 

 今回初めて実施した「学生による授業評価」は、全体的には「まあまあ」という結果が

出ているけれども、しかし、上のように社会科学研究科が置かれている厳しい現状を考え

ると、この結果に満足することはできない。例えば、カリキュラムについて、「取りたい科

目は十分ありますか」の質問に、40％の学生が「いいえ」と答えているし、65％の学生が

二単位（半期）科目の増設を求めているなど、カリキュラムの充実に一層努めなければい

けないことを改めて痛感せしめられる。また、「社会科学研究科の教育・研究施設について
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満足していますか」の質問に、修士課程の学生の 23％、博士課程の 46％が、「いいえ」と

答えているが、これも重く受けとめ、今後、教育・研究施設の改善に大いに努めていく必

要がある。 

 社会科学研究科が設立されて日が浅いということもあるが、大学教員や研究者を希望す

る学生が多いにもかかわらず、まだ、大学教員・研究者になったものは少ない。今後社会

科学研究科が、社会的により高い評価を得るようになるには、その面でも実績を挙げてい

かねばならない。そのためには、研究指導等において一層の改善・工夫が必要であろう。 

 海外からの留学生が少ないことも、社会科学研究科が抱える問題として重く受けとめる

必要があろう。それは、社会科学研究科が夜間大学院であるため留学ビザの取得が難しい

ということに起因している。しかし、留学ビザの取得が容易な昼間大学院が夜間授業を行

うようになってきている現在、この問題は、社会科学研究科が鋭意取り組むべき問題であ

る。文部科学省や大学当局とも話し合い、夜間大学院に入りたい留学生の留学ビザ取得が

緩和されるよう努力していく必要がある。 

 学生が安心して学園生活を送り、勉学に励めるような環境を作るには、読書室、図書、

教育機器など施設・設備の充実だけでなく、セクシュアルハラスメントをはじめさまざま

な人権侵害の防止に取り組んでいかなければならない。 

 
 

おわりに 

 
 社会科学部も社会科学研究科も様々な難しい問題を抱えており、その中には解決を急が

なければならない問題も多い。もしそれらの解決に躓くならば、社会科学部・社会科学研

究科の将来の発展に重大な支障となるであろう。それ故、われわれは、現在社会科学部・

社会科学研究科が抱えている諸問題に果敢に取り組み、そして一つ一つ着実に解決してい

かねばならない。幸い、社会科学部は 35 年余の、社会科学研究科も７年余の歴史を有して

いて、その間、幾多の困難な問題に直面し、そしてそれらを解決してきた実績があるので、

われわれは、将来に対しそう悲観的になる必要はない。 

 しかし、早稲田大学をめぐる環境が大きく変ってきたことを十分認識しなければならな

い。これまで早稲田大学に対する評価は、日本の他大学との比較でなされてきた。従って、

早稲田大学の改革も日本の他大学の動向だけを視野に入れることで事足りた。だが今や早

稲田大学に対する評価は、日本の他大学だけでなく、アジアの大学、世界の大学との比較

でなされるようになってきた。それ故、早稲田大学も様々な改革をするに当って、アジア

の大学、世界の大学の動きも見据えることが必要になってきている。同様なことが、社会

科学部・社会科学研究科にもいえるのではないか。これまで社会科学部も社会科学研究科

も、早稲田大学内の他学部・他研究科との比較で自らを評価し、また他からも評価されて

きた。しかし、今や社会科学部・社会科学研究科と競合するのは早稲田大学内の学部・研

究科だけではない。今後も、社会科学部・社会科学研究科が力強く発展していくためには、

日本の大学、アジアの大学、そして世界の大学の動きを見ながら、様々な改革をしていか

ねばならないであろう。 

 しかしそのためにはまず社会科学部・社会科学研究科の現状を正確に把握し、問題点が
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どこにあるかを認識することが必要である。本自己点検・評価報告書は何よりもそのこと

を議論するための資料を提供すべく作成されたものである。なお、詳細な内容については

本文を参照されたい。 
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