
体育局 自己点検・評価報告書（総括） 

 
１．理念・目的・組織 

  体育局は1952（昭和27）年に創設されたが，その所管事項は体育各部活動の助成・監督

と保健体育科目の実施とである。 

  体育各部は本来的には学生の自主的課外活動としての競技スポーツ活動を行うことが目

的であり，既に100余年にわたる活動で日本のスポーツ界に輝かしい業績を残しているが，

体育局の創設以後の体育各部の活動は，保健体育科目を履修したものとして評価すること

を認めているなど，正課の一面を含んだ活動としても位置づけられている。 

  一方保健体育科目は，1949年以来大学の全学生を対象とする正課の必修科目として，体

力の増進と人間形成を目標に実施されてきたが，1991（平成 3）年 7 月の大学設置基準等

の改正ならびにその後の早稲田大学学則の改正に伴い，1993（平成 5）年 4 月からはカリ

キュラムの自由化が認められている。 

  早稲田大学体育局における保健体育科目の授業の特徴は，他の多くの大学と異なり，発

足時から現在に至るまで，スポーツ理論，スポーツ実習の両系列ともに，教養的科目とし

ては相当に専門的な内容の講義を行っている点にある。 

  スポーツ理論は，各分野別に分かれたスポーツ医・科学の学習により，スポーツと健康，

スポーツ文化などについての理解を深め，その知識を得ることを目的としている。スポー

ツ実習は，さまざまなスポーツ種目を１年間専門的に学習することにより，それぞれの種

目のスポーツ技能を向上させ，スポーツ活動を習慣的に日常生活の中に取り入れ，体力の

向上，健康の維持・増進，スポーツ全般への意識向上をはかることなどを目的としている。 

  体育各部部活動と保健体育科目の両方を，体育局という同一組織で所管している大学は，

全国でも早稲田大学のみである。両者が共存しながら発展してきたことを鑑みると，今後

においても体育局は両方の活動の共存共栄をはかることが可能な優れた組織であろう。 

  体育局の今後の課題は，体育各部の強化および保健体育科目の充実，改善である。 

  体育各部の強化については，強い早稲田スポーツ復活実現のため，競技者確保，指導ス

タッフの充実とその処遇改善，施設の拡充，財政支援等について具体的な改善策を立案，

実行すべきである。早稲田スポーツの目標は，学業と両立させながら学生スポーツ界の王

者となることである。 

 保健体育科目は，大多数の学部，学科で選択科目となっている現状の中で，履修学生を

増やし，多くの学生に体育・スポーツの意義を理解し，実践してもらう必要があるため，

カリキュラム改革，スポーツ施設の拡充などにより，魅力ある保健体育科目の実現をはか

っていく。 

 

 
２．教育課程 

 カリキュラムの編成の方針と現状 

 体育局では、保健体育科目としてスポーツ理論、スポーツ実習、スポーツ演習、体育各

部の活動と、全国でも類のない独自の科目編成を行っている。スポーツ理論は、健康スポ
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ーツ、生涯スポーツを奨励する観点からも多くのアトラクティブな科目を設置している。

スポーツ実習科目では従前の中学・高校までの保健体育の授業内容ではおそらく体験した

ことがないであろうと思われる種目が豊富に設定されている。特殊な科目においては施設

と教員の確保、あるいは長年にわたり蓄積された実務上のノウハウから独自の特徴あるカ

リキュラムを設定している。 

 こうしたカリキュラム編成を支える基本的な方針は、大きな充実感が得られるようなカ

リキュラムを展開し、以て、生涯を通じて、スポーツを楽しむためのきっかけをまず作り、

学生生活及び社会生活の基盤としての健全な体力づくり、健康づくり、心つくりの基礎を

養成することである。 

 1） スポーツ理論 

 スポーツ理論は、一般的なテーマで広く浅くというよりは、学生の知的水準やスポーツ

の学問的興味に合わせて、生涯を通じて関心があるであろう日常的な領域について内容を

掘り下げて専門的な講義を行い、より深い知識が得られるように編成されている。各分野

別となっているスポーツ医科学の学習により、学生はスポーツと健康、スポーツ文化など、

それぞれについて理解を深めた学習ができるようになっている。 

 2） スポーツ実習  

 スポーツ実習１は基礎的コースである。スポーツ実習２は原則として同一種目の実習・

の基礎的コースを取得した学生が履修できるようにした科目で、継続性をもたせた発展的

コースであるが、高度な技術レベルに達している学生はスポーツ実習・を履修していなく

とも受講できるようになっている。枠組みとしては、年間授業、集中授業（併合実技やシ

ーズン実技）及び体育各部部活動とがある。 

 スポーツ実習は、原則としてスポーツ種目を基礎に設置しており、学生は授業期間を通

して特定のスポーツ種目を履修できる。スポーツ実習の種目は豊富に設定されており、学

生は多種目のスポーツ実習科目を履修することができる。新入生など受講生はまずスポー

ツ種目の豊かさに驚き、早稲田大学の懐の深さを知ることとなっているようである。また、

体育各部部員は、部長・監督の指導下で行う部活動によって２単位が与えられる。これは

1949年の新制大学制度設置以来、本学が先駆けて行ってきたシステムである。 

 3）スポーツ演習 

 スポーツ演習は、本来的に、身体が虚弱である学生、慢性的な疾病または身体の一部に

障害をもつ学生およびスポーツ実習を行う際に慎重な注意を要する学生等を対象として開

設した科目である。対象学生に対して、健康に対する基本的理解とその維持を図る上で必

要な知識等を修得し、あわせて軽スポーツを並行して行うことにより、生涯を通して健康

的な生活を送ることが出来る基盤を作り上げることが出来るようにとの配慮がなされてい

る。各テーマにおいて造詣の深い教員が複数で担当しており、履修学生に応じたきめの細

かい講義と実技が行われている。その一方で、この科目は一般学生にも登録履修ができる

ように開放されている。 

 なお、教員免許状取得希望者に対しては、４単位中２単位をスポーツ体育実技に振り替

えられる措置を取っている。スポーツ演習は、年間を通じて週１回90分間行う授業で４単

位が与えられる。授業内容は、スポーツ文化論、軽スポーツ、スポーツと栄養、生涯スポ

ーツ論の4つの領域から構成されており、学生は年間を通して理論と実技をバランスよく
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履修することができる。 

 

 
３．保健体育科目---その改善・改革の方向 

 スポーツ理論は、こころとからだの健康とスポーツ、生涯スポーツ及びスポーツ文化に

関する種目が配当されている。今後は、スポーツ技術の知見や、スポーツを巡る時代のト

レンドに対する知見を求める学生のニーズに応えた新設科目の検討が必要であろう。 

 スポーツ実習は、学生及び時代のニーズを勘案して，履修希望者の多い科目については

コマ数を増大させたい。ニュースポーツ科目の導入も含め、健康スポーツ及び生涯スポー

ツに関連した科目については今後も継続して配当を考えたい。ただし、履修希望者の少な

い科目についてはその整理統合の問題を避けることが出来ず、これらのコマ数を漸減する

方向で考える。しかしながら、時代の波により学生のニーズが変動することも当然の現象

として表徴する。一旦廃止した科目が後年になって学生のニーズとして出てきた場合に新

たに科目をおこすことは非常に困難である。科目の全廃には十分な配慮が必要と思われる。

体育局は、特定の専門的スポーツに高度の技能と理論を有し，かつ教育者としても見識の

ある者が兼担あるいは非常勤教員としてスポーツ方法実習の授業を担当している。多くの

大学では、体育学の専門コースを修めた教員が、多種目の科目を担当しており、一概には

言えないが、スポーツの魅力を感じ取れない学生を生じさせる要因となっている。その意

味においては、専門スポーツの競技実績、研究業績、指導実績を有する担当者が教授する

早稲田大学の制度はおおいに評価されるべきものだろう。 

 また、スポーツ実習の補助員についても担当教員の補助として、一般学生に対してスポ

ーツ技術の奥の深さを知らしめ、深みのある授業の展開やその素晴らしさを学生に啓蒙す

る上で欠かすことのできないシステムとなっている。 

 スポーツ演習は、身体虚弱あるいは慢性的な疾患または身体に障害を持つ学生のみなら

ず、一般学生も受講が可能である。今後の生涯学習の発展とその充実が希求される高齢社

会の到来を考えた時、これらの学生が障害を持つ人々を積極的にサポートする担い手とな

るはずで、この演習の経験は学生にとって誠に有益である。その意味で、軽スポーツ実習

等で障害者をサポートするＴＡの増員も今後の経緯によっては検討する必要が出てこよう。 

 シーズン実技および夏季実技は履修希望者数も多く、コマ数増大を考慮すべきであるが、

2001年度からの大学歴変更による教員間の日程調整、合宿授業の実施にかかわる施設や本

部経費増大の問題等もあり、種々の検討を行う必要がある。 

 

 
 
４．教育内容・方法・成績評価 

 1）その方針と現状 

 体育局の個々の教員の保健体育科目に関する授業内容・方法・成績評価等は、数年前か

らシラバスに掲載している（詳細な内容については後掲するシラバスを参照のこと）。 

 様々な特色と魅力に溢れた多数のスポーツ関連科目の開講、卓越した指導実績と優れた

理論を駆使して優れた内容の講義と実技指導を行う教授陣、学内スポーツ施設及び自然環
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境に恵まれた場所での野外活動が展開可能な合宿施設、授業をフォローアップする実技補

助員体制の充実等はまさに学生のニーズを先取りした体育政策を具現したものといえる。 

 2）改善・改革の方向 

 授業の内容や方法について常に創意工夫を凝らし、さらに授業の効果を高めることに腐

心することは教育に携わる者の当然の責務といえる。そのためには、授業を客観的に吟味

した上で再修正し、より良い方向へと進ませるために研鑚と努力を惜しまぬことが大切で

ある。 

 シラバスについては、担当教員の授業に対する考え方や目標及びその内容等をシステマ

ティックに理解できるように、中心的なテーマとそれに付随する内容等に対する細かいコ

メントを入れたりするなどまとめ方に工夫を加えた上で、体裁・形式を整えていく必要が

ある。 

 保健体育科目が全学部（人間科学部スポーツ科学科を除く）で選択科目となっているた

め、身体をより積極的に動かしたい学生、また健康やスポーツのことに大きな関心を持っ

ている学生、教員免許状取得希望の学生等が履修対象学生であるので、授業に対しては積

極的に参加している学生がほとんどであると考えられる。体育局ではそのような学生の意

欲に応えて、さらなる授業改善への取り組みとして、別添資料1のように、「スポーツ実習

授業学生による授業の評価」（アンケート調査）をすでに行った。また、第三者の客観的評

価を導入する等の諸策も積極的な姿勢で取り入れることを視野に入れている。なお、現在、

2000年度履修の一部学生に対し、試行的に授業評価を実施している。 

 また施設については、近年高田馬場周辺のスポーツ施設が移転等によって縮小されてい

るので、保健体育科目の授業充実のため、早稲田実業学校の現スポーツ施設の活用が必要

である。 

 

 

５．研究・教育活動---その方針と現状 

 1）研究活動 

 体育局には現在専任教員は存在せず全て兼担教員である。したがって個々の専任教員の

研究活動は本属箇所において点検・評価がなされるべきであろう。体育局の発行している

体育学研究紀要は、保健体育に関わる研究論文発表の場として刊行されており、本学で唯

一の体育・スポーツに関する紀要である。この他に体育局関連組織として、早稲田スポー

ツトレーニング研究会を兼担教員有志が創設し、現に活動している。 

 2）教育活動 

 体育局はその組織の実体からいっても体育・スポーツの教育に特化した機関といえる。

その観点からの活動は以下のように多彩である。 

 ・早稲田大学スポーツ年鑑の発行 

 ・入部式・体育表彰式・記念講演会の開催 

 ・代表委員研修会における講演会の開催 

 ・体育各部部員の体力測定及び体力評価の実施 

 ・一般学生に対する体力トレーニング指導 
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６．研究・教育活動の研究成果---その成果の評価・公表・学外との連携・成果の普及 

 1）研究活動 

 ○早稲田大学体育学研究紀要の発行 

 早稲田大学体育学研究紀要は、毎年1号発行され、2000年度で33号を数える。200に及

ぶ全国の主要な大学・研究機関及び学内箇所（巻末資料１）に送付している。 

 ○早稲田スポーツトレーニング研究会の開催 

 早稲田大学の体育各部は、各部は全国大会において優勝を成し遂げんものと懸命で地道

な努力を積んでいる。その活動に対して兼任教員有志が科学的・合理的な支援体制を敷き

強力な後押しをしようとの意図から1998年に発足したのが、「早稲田スポーツトレーニン

グ研究会」である。現場で活躍する体育各部の監督の声を聞く機会を提供している他、ス

ポーツ科学の 前線に立つ研究者やスポーツトレーナー等による講演、あるいはシンポジ

ウムを開催し、自由な立場での討論を交わし、現場の指導者や選手にとって有意義な研究

会となっている。 

 2）教育活動 

 ○早稲田大学スポーツ年鑑の発行 

 早稲田大学スポーツ年鑑は、体育局に所属する体育各部の年間を通した活動、特に団体

と個人の公式競技活動及び競技歴の詳細な記録と当該年度の各部部長・同監督・コーチ・

部員の名簿を記載し、各部の広報と保存に務めている。 

 ○入部式・体育表彰式・記念講演会の開催 

 体育各部の新入部員に対して在学中のスポーツ活動に対する激励と早稲田スポーツに対

するモチベーションの高まりを期待し、毎年入部式を開催している。また、同日に年度を

通じて活躍した体育各部および部員を顕彰するため、体育表彰式を行うとともに、スポー

ツに顕著な業績を残したアスリートや競技力の向上に貢献した科学者をお招きして、記念

講演会を開催している。 

 ○代表委員研修会における講演会の開催 

 体育各部の代表委員（主将と主務）は、現役部員をリードする立場の部員である。この

研修会は、彼らが責任者としての役割と責務を認識し、各部の活動が堅実になされるため

の研修の場として毎年3月に開催されている。 

 ○体育・スポーツ100周年記念事業の一環としての「早稲田スポーツ100周年記念誌」の

刊行と記念展の開催 

 早稲田大学における体育・スポーツの100周年を期して、体育局では3つの行事を行っ

てきた。 

 ａ．記念式典及び記念講演会の挙行（1997年12月13日大隈講堂） 

 記念講演は野球部OBの広岡達郎氏に「私の野球人生」のテーマでお願いした。 

 内容については、各部で競技生活を継続する意義と、そのことが社会で自らの人生にお

おいに貢献を成すだろうことの提議を教示して頂き、感銘を与えた。 

 ｂ．『早稲田スポーツ百周年記念誌』（体育各部42部の歴史を収載・2000年10月） 

 100周年記念誌では統一方針に基づいて、体育局管轄下の体育各部42部がそれぞれ創部
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以来、今日に至る歴史を執筆して編纂したものである。各部はＯＢ会と一丸となって優れ

た原稿を作成したため、早稲田スポーツ百年の歩みを概観できる画期的な著作となった。 

 ｃ．早稲田スポーツ100周年記念展（2000年10月12日～22日） 

100 周年記念展では、明治期から現代にいたるまでの各部及び部員の目覚ましい活躍を伝

える記念品を展示した。特にオリンピック関係では、織田幹雄（三段跳び）、高石勝男（水

泳）、南部忠平（走り幅跳び）、西田修平（棒高跳び）、山中毅（水泳）、加藤武司（体操）、

太田章（レスリング）、荻原健司、河野孝典（スキー）等各氏の入賞メダルが、またその他

の選手の国際大会などにおける活躍を伝える品々が出品された。展示室隣のホールでは、

球史を飾る早慶6連戦（1960）における安藤元博投手の力投を伝える写真パネルをはじめ、

各部から寄せられた多くの懐かしいパネルの展示が行われた。 

 ○体育各部部員の体力測定及び体力評価の実施 

 体育各部の体力測定は十数年にわたり継続的に実施されている。そして、その測定デー

タを部員の体力強化の一助として各部に還元している。体力測定結果は、早稲田大学体育

学研究紀要あるいはスポーツ年鑑に毎年報告されており、これを参考にして各部の指導者

は体力トレーニングの運動処方を考えることが出来よう。近年は、コンピューターに測定

値を入力し短時間内に体力評価が出力することができるようになったことにより、測定直

後に本人への的確なトレーニング関連のアドバイスを与え、フィードバックし、体力相談

を行っている。しかも、在学中の4年間の測定データが、コンピューターに記録されてい

る。その結果、毎年 1 回定期的に体力測定を実施すれば、4 年間のトレーニングの経過が

把握できる。2000年は約600名の部員が参加している。 

 ○一般学生に対する体力トレーニング指導 

 早稲田大学体育館のトレーニングルームにおいては、週2回、1回につき3時間、一般

学生のために体力トレーニングの指導を行っている。担当者は、早稲田大学人間科学部ス

ポーツ科学科の大学院修士課程で体力トレーニングの専門課程を修了し、3 年間の指導経

験を積み、現在公認トレーナーの資格を持っている者があたっている。現在、一般学生が

トレーニングルームを使用する頻度は、トレーニングルーム自体のスペースと混雑の状況

から使用頻度が高いと思われる。 

 
 
７．研究活動（紀要）---その改善・改革の方向 

 早稲田大学体育学研究紀要は、2000 年で第 33 号の歴史を持ち、学術論文誌として一定

の評価を得ている。その上で、なお質の充実を求めるとすると次の諸点が考えられる。 

 まず本誌への寄稿を、待つ態勢から一歩駒を進め、時代のニーズによる特集を組み、その

方面の専門家・領域の教育者に原稿を依頼することである。特に、本誌が、保健体育科目

以外に体育各部を管轄する紀要であることを考えると、現場の指導者の実践的な指導理論

や戦術、また、普段行っている体力トレーニングの内容と方法などが示されるなら、他競

技の指導者にとっては大いに参考となる。スポーツ実践の情報を公開する場として紀要の

果たす役割は非常に大きく、各部指導者のスポーツ医科学の情報に対する啓蒙及び部員諸

君の技能や競技力の向上に及ぼす影響は多大なものと考えられる。 

 スポーツ医科学に関する詳細な情報を記載したＣＤ－ＲＯＭ等を作成し、学内の体育各
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部員のみならず、スポーツサークルに所属する学生や一般学生、さらに広がりを持って、

一般に公開していく作業も検討する必要があろう。 

 
 
８．教育施設・整備---その改善・改革の方向 

 早稲田大学体育局体育各部に所属する部員諸君が質の高い体力トレーニングあるいは技

能の向上をはかるための場として、及第点をつけることができる施設はそれほど多くはな

い。前述したように、正式な競技会を開催できる練習場を優先的に使用出来る部がないわ

けではないものの、現実に大多数の部が施設に対する要望や不満は尽きないのが現状であ

る。練習環境を万全にすることこそ、部員諸君の可能性を無限に引き出し，パフォーマン

スの向上をより早め、より高い技能を獲得する上で重要な施策である。以上の観点から以

下の4点を改善・改革の方向性として考えている。 

 1）早稲田実業高等学校の現有スポーツ施設跡地の有効利用 

 保健体育科目の施設活用については前述したが、体育各部の活動にとっても早実の施設

活用は重要である。 

 高レベルの大学や実業団に太刀打ちしようにもそれを打開できない現実の問題点として、

必要 低限の練習時間を主練習場で確保できないことが挙げられる。記念会堂は保健体育

科目の授業で100%有効に活用されており、さらに体育各部の活動で空き時間は全くない状

況である。男女2つの部があり、しかも大きな競技スペースが要求される部では、練習時

間を男女で分割している状態であり、満足できる練習時間は取れていない現状にある。少

ない練習時間で高い競技力を発揮しさらに向上をはかることは至難の技であり、当局の善

処を期待する。 

 2）トレーニングルーム、またシャワー室やバスルームの設置・改善 

 これらの施設は特に部員諸君の要望の強いものであるが、運動選手にとってはトップパ

フォーマンスを維持する上で、また事故や障害を未然に防ぎ疲労回復を図る上で必要不可

欠なものである。 

 3）女子用のトイレ、またシャワー室やバスルームの設置 

 昨今の女子部の活躍を鑑みると、これらの施設が不足している事態は見過ごすことの出

来ない問題である。潜在的な能力を秘めた選手が多数おり、その活躍度が今後大いに期待

される各女子部にとって、競技力を向上させる上で、さらにまた優秀な高校選手を勧誘す

る上でも大きなマイナスとなっている。 

 4）「スポーツ博物館」の建設 

 この博物館には、オリンピック大会や世界選手権大会などで輝かしい戦績を修めたOB・

OG の活躍を物語るメダル、優勝カップ、賞状、盾などを陳列することが考えられている。

また、スポーツ関連の書籍、CD、ビデオ等スポーツ医科学の 先端情報の蓄積もなすべき

であろう。すなわち、日本スポーツ界を常にリードし続けてきた早稲田スポーツの足跡を

顕彰すると同時に、後に続く体育各部部員諸君が早稲田スポーツの黄金時代を築くために

必要な情報獲得及びその発信基地とすることが可能となるであろう。 
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９．教員組織---その改善・改革の方向 

 体育局では、従前から保健体育科目の大半を非常勤講師にお願いしている状況が続いて

いる。本属の専任教員が皆無のため、新任を含め兼担教員のさらなるご協力を期待するも

のであるが、一般学生のニーズが生涯スポーツを志向する方向を向いていることを認識し、

学生の要望を重視してもいる。その立場から基礎体力の向上をはかり、体調や身体バラン

スを整え、健康を主眼とする内容のスポーツ実習科目については、専任のインストラクタ

ーを採用することも当然視野に入れている。 

 さて、今後の約10年間でかなり大規模なスポーツ系専任教員の世代交代がなされようと

している。特色ある早稲田大学のスポーツ実習科目を担当できる実績のある教員を確保で

きるかどうかは大きな課題である。スポーツ競技の指導実績が高く、しかも理論を担当で

きる教員の採用を含め、体育各部に所属する部員及び一般学生に対する大学側の積極的な

様々な面での投資が必要不可欠である。 

 

 
10．体育各部の活動---部長及び監督の役割・各部の現状 

  〇体育局規則による体育各部の部長・監督の責任、役割、権限（別紙資料参照） 

  〇部長（部名・部長名・本属学部・再任／新任：別紙資料参照） 

 〇監督（部名・監督名・卒年・卒学部・就任年月：別紙資料参照） 

 〇試合成績（別紙資料参照） 

 〇ホームページ（別紙資料参照）による広報活動   

  各部は、公式試合の試合名、試合予定日、試合会場およびその試合結果等を報告して

いるが、その内容は逐次体育局のホームページに掲載されている。また、体育局のホーム

ページでは、シラバス・年間行事その他の内容も掲載している。さらに、各部が独自に作

成したホームページ、早稲田スポーツ新聞会が作成したホームページ等とリンクを貼り、

広報活動を積極的に展開している。 

    

 

11．体育各部の活動---その改善と改革の方向 

 体育各部の部長は、現在早稲田大学が進めているスポーツ振興策を具体的に実行する上

で重要な責務を担っている。本来、部の運営を統括し所属部員を監督指導する職務にあり、

対外的には部の代表責任者として部の権利と利益を守る立場にある。各学部において展開

される入試制度で入学した学生とともに、体育各部のそれぞれの関係者で組織されるスポ

ーツ推薦委員会の委員長として、勉学と競技活動に４年間打ち込むという前提の上に立っ

て人間科学部スポーツ科学科に入学してきた当該学生を同学科所属教員と手を携えて、責

任をもって監督指導するという役割を担う。 

 一方、監督に対する処遇は、社会的、経済的に手厚い支援策を講ずる必要がある。現在、

監督の立場にある方々は全員が早稲田大学の卒業生である。従来、監督が行ってきた実務

は、早稲田を代表する部として部員を教育し、有意な人材として社会に送り出すという前

提に立った一連の教育活動である。そして、その立場の役割と責任は重いものとなってい

る。ボランティア活動を前提として成り立つ現在の監督職を将来にわたって継続すること
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は非常に困難な面が多い。  

 監督が、チームを強化・指導するあまり、何事にも部の事情を 優先することになれば、

本来の勤務先の業務に専念できなくなるという懸念も生じる。すなわち、監督が社会的・

経済的な面で明らかな不利益を被ることのないよう、社会通念で相対的に高い待遇で遇す

るように改善を図ることが必要ではないか。すなわち、具体的には監督を非常勤講師とし

て遇し、その職務に応じた手当て支給を考えることなどが考えられる。 

 また、体育各部への具体的な支援策の一つとして、人間科学部スポーツ科学科がグラン

ドデザインで提唱している「スポーツ医科学研究センター」と緊密な連携体制を整え、そ

の上で実際のスポーツトレーニングあるいは競技場面において医科学データを活用するこ

とがあげられる。 

 体育各部の部員が普段培ったトレーニングの成果を一般学生に披露し、彼らの技能向上

を促し、スポーツの醍醐味や素晴らしさを教えてあげることも大切である。保健体育の実

習科目ではTAとして一般学生と交流する場があるものの、その他に基礎体力作りやコンデ

ィショニング作りなどの指導を行うことも可能であろう。 

 早稲田大学の人的資源をフルに活用した場合，将来的には、小学生・中学生・高校生・

大学生・社会人を対象としたスポーツ教室の開催が全国規模で展開できる可能性がある。 

 また、体育各部がリクルートを兼ね、年1回程度全国を行脚しスポーツ教室や講習会等

を開催することも将来的には可能であろう。 

 

 
12．管理運営 

 1）意思決定機構（協議員会）---その改善・改革の方向 

 現状では、協議員会の重要な案件を審議する場合においては、成立の定足数を満たすこ

とが容易ならざる状況にある。協議員会は体育局長・教務主任・教務副主任・学部長・教

務部長・学生部長・体育各部部長・保健体育科目担当教授等から組織されるが、本属箇所

は全学部にまたがっており、出席率は当然低くなることが予想される。欠席が予め予想さ

れる場合には、委任状を事前に提出する方法など、体育局の特殊事情を考慮した方式を検

討すべき必要があるのではなかろうか。また、現在は、体育各部部長が一同に会する組織

（体育各部委員会）はあるものの、各部の監督が一同に会し、指導や運営管理に関する意

見交換等を行う場はないので、この会の設定も考える必要があろう。 

 2）支援体制---その現状（大学・体育局・稲門会）  

 〇大学---交付金の決定・支給。創部年次および前年度の配分実績をもとにして、大学は

交付金総額の配分を決定する。平均すると約80万円程度となる。これらの交付金は、体育

各部が指定する金融機関口座へ振り込まれる。スポーツ施設の光熱水道費、清掃費、管理

費、定期整備費、各種修繕費等の経常経費については、大学が負担している現状である。 

 〇体育局---教育・監督・指導。体育局は、競技力向上を目的として体育各部を教育・監

督・指導する立場にある。代表委員（主将・主務）研修会、代表委員懇親会、体育各部へ

の指導、体力測定等の諸行事を行っているが、各部の自主性を 大限に尊重している。 

 〇稲門体育会---稲門体育会は、部の指導、財政支援、財政管理等の面でそれぞれの部に

対して支援機能を果たしている。今後も良き協調関係を継続したい。 
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13．支援体制---その改善・改革の方向 

 スポーツ振興協議会の発足後、大学当局の早稲田スポーツに対する強力な支援体制を肌

で感じとることが出来る。これは、体育各部のＯＢ・ＯＧのみならず、各部の現役選手諸

君が感じていることでもある。それだけに、スポーツ振興協議会という組織そのものの立

ち上げが強烈なインパクトを持って部員諸君に刺激を与え続けているということは強調さ

れねばならない事実である。単に、「スポーツを振興する」との文言を何百回も口に出され

るよりも、実際に各学部に何人のスポーツ選手枠を作り、何人の優秀なスポーツ選手が入

学したかという現実を見せつけた方が説得力を増すことになる。体育局としては、これま

でと同じように体育各部の総ての部を同等の立場として扱い、強化をはかる路線を貫くこ

とになろう。 

 早稲田大学の卒業生の組織には今後も一致団結して体育各部の発展に貢献していただき

たいと考えている。そのためには、早稲田大学体育各部のＯＢ・ＯＧが参加できる会議体、

すなわちスポーツ振興協議会、監督・コーチ・選手会代表等が含まれるオープンな形態の

会議体の設置が望まれる。 

 

 

14．学部・他学部・他研究科・他大学との連携---連携体制の現状（全学部） 

 保健体育科目は全学部の共通科目として設置されている。保健体育科目の年間取得単位

数及び卒業算入単位数は、各学部により取り扱いに差異がみられ、そのことが保健体育科

目の履修希望者数の変動に大きな影響を及ぼしている。しかるに，2000年度現在，履修希

望者数は１万人を越え，登録人数は8,500人以上に上っている。この数字は決して少なく

はない人数といえる。保健体育科目は全学共通科目としての位置づけにあることから，各

学部の学生が履修できるように学科配当をしている。 

 他私大との協定が締結され、全学共通科目としての保健体育科目が他大生も履修できる

ようにするかについても検討が必要である。 

 

 

15．学部・他学部・他研究科・他大学との連携---その改善・改革の方向 

 保健体育科目そのものが、生涯にわたり健康の保持増進を目的とする全人的な内容を持

っている。すなわち、万人にとって重要な位置付けをなす必修とすべき科目である。 

 そこで、身体を動かすことの効用を全学生に周知する、好感度が高く手軽にできるスポ

ーツ実習科目を増やす、いつでもスポーツが出来る環境を徐々に整える、結果が全てでは

なく過程を重視する問題解決型授業を展開する、他学部生と連帯しチームワークを重視す

る等の姿勢を打ち出すべきである。 

 単位互換制度を利用する他大学学生は、体育局が行っているスポーツ種目を基礎とした

保健体育科目の展開に恐らく強い関心をもつものと推測される。他大学学生への選択可能

科目とした場合に、履修希望者数はかなりの数に達するものと思われる。早稲田大学の学

生の希望を受け入れられないでいる科目が多くあることから，他大学学生の受け入れをど
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のように組み込むことができるのか，前向きに検討する必要があろう。 

 

 

16．授業評価---スポーツ実習受講学生によるアンケート調査結果 

 体育局は、2000 年度の12 月上旬から1月上旬にかけて、試行的に、スポーツ実習受講

学生による授業評価を行った。調査にあたっては、本学の無作為に抽出した兼担教員担当

クラス、13種目35クラス、819名について無記名のアンケート調査を行った。（授業アン

ケート総計参照） 

 設問の2と18は学生自身の積極性と単位取得に関する質問で、授業評価と直接に結びつ

くものでもないが、他の設問に関しては、直接授業の評価に結びついた項目となっている。

保健体育科目履修の選択化が各学部で採択されてから7年になるが、選択科目ゆえに積極

的に履修してくる学生がほとんどで、授業に臨む意識が相当に高いものとなっている。そ

のような背景を推察しながらも、全体にわたって「そう思う」「ややそう思う」の肯定的な

回答が非常に多く、63％から96％の高率を示している。反対に、「そう思わない」「ややそ

う思わない」の否定的な回答は、8％以下であり、ほとんど無いと言って良い。また、スポ

ーツ実習の形態については、現在の方針が99％とほぼ全員に支持される結果となり、今後

の体育局のスポーツ実習科目のあり方が示されたものとなった。 

 
 
 

以 上 
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