
第３章

教員・教員組織
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１．現状の説明

（１）大学として求める教員像および教員組織の編制方針を明確に定めているか。

〈１〉大学全体

教員採用の要件については、「早稲田大学教員任免規則」にて以下のとおり定めており、

大学設置基準より高い要件を求めている。

第11条 教授には、次の各号の一に該当する者を嘱任する。
一 研究上、教授上顕著な業績を挙げ、かつ、満５年以上、大学准教授の経歴を有する者
二 前号と同等以上の学識経験を有すると認められる者

第13条 准教授には、次の各号の一に該当する者を嘱任する。
一 研究上、教授上の成績優秀にして、かつ、満２年以上、大学講師または助教の経歴を有

する者
二 研究上の成績優秀にして、かつ、満５年以上、助手の経歴を有する者
三 研究上の成績優秀にして、かつ、助手と助教を合わせて満５年以上の経歴を有する者
四 前各号の該当者と同等以上の学識経験を有すると認められる者

第14条 講師には、次の各号の一に該当する者を嘱任する。
一 研究上の成績優秀にして、かつ、満３年以上、助手の経歴を有する者
二 研究上の成績優秀にして、かつ、満５年以上、大学院に在学し、博士候補者の検定に合

格している者または博士課程における所要の研究指導を受けた者
三 前各号の該当者と同等以上の学識経験を有すると認められる者

そのうえで、本学では近年の教育研究の多様化に対応し、「Waseda Next 125」でもうた

われている教育研究の一層の充実を図るため、2009 年度に客員教員制度の見直しを軸に教

員種別を整理し、任期付教員および常勤・非常勤研究員の資格を新たに設けた。2011 年度

から、研究員の給与規程を整備し、常勤研究員については業務内容に応じて給与号俸に基

づく給与を定めることとし、非常勤研究員については勤務時間に応じた給与を支給するこ

ととした。

さらに、2012 年 11 月に策定した「Waseda Vision 150」にもとづき、本学は旧来の雇用

慣習や現行制度にとらわれない柔軟かつっ国際通用性をも意識した教員人事制度全般の整

備に着手し、現在、特に以下の 3 点について取り組んでいる。

① 有期雇用者への年俸制導入

② ジョイントアポイントメント制度の導入

③ 無期雇用者への年俸制導入の検討着手

また、本学は、2007 年度科学技術振興調整費「若手研究者の自立的研究環境整備促進」

事業の採択を私立大学として初めて受け、高等研究所を中心にテニュアトラック制度を実

施してきた。続いて、2013 年度科学技術人材育成費補助金「テニュアトラック普及・定着

事業」に理工学術院および高等研究所が採択されている。

現在では、優秀な若手教員の育成・採用の方策の 1つとして、必要に応じて外部資金の

活用も視野に入れつつ、各学部・研究科で同制度を検討・導入し、優秀な専任教員の獲得

につなげている。
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〈２〉政治経済学部

本学部は、多様化、高度化する教育研究の一層の充実と活性化のため、また優秀な人材

を確保するために、幅広い経歴や学歴の教員が研究教育に携わることが重要であるとの認

識のもと、2016 年 10 月現在、120 名の専任・常勤教員（専任教員、任期付教員、助教。

大学院政治学研究科公共経営専攻およびジャーナリズムコース枠で嘱任した教員並びに助

手を除く）を擁する。教員の新規採用にあたっては、大学として求める教員像にも照らし

て、教員人事を司る学術院のレベルにおいて、次のとおり 2015 年度までの中期人事計画の

基本方針を定め、本学術院として求める教員像および教員組織の当面の編制方針を明確化

している。

＜中期人事計画（2015 年度まで）の基本方針＞

（１）学部・政治学研究科・経済学研究科が重視してきたこれまでの研究・教育プログラ

ムをさらに確固としたものとすることを基本目標とした人事計画とする。

（２）EDESSA（グローバル 30）プログラム実施にあたり、学部・政治学研究科・経済学

研究科の研究・教育が必然的にグローバルな基準で実施されなければならないことに

鑑み、真に競争力のある優れた研究者の獲得を目指す。その際、英語での研究・教育

に加えて、日本や東アジアからの発信という視点を重視する。

（３）学部および大学院において、政治学および経済学の双方の分野で方法論科目および

基礎科目の充実が図られてきており、そのような科目が担当可能な研究者の採用を優

先する。

（４）学部副専攻などの交流により法学学術院および商学学術院との連携を強めてきてお

り、相互に特色ある研究・教育が実現できるようさらに協力関係を深める。

（５）年齢・性別・国籍等の点で専任教員の多様化を目指す。

（６）具体的には、今回は、発足して期間の短い国際政治経済（国際関係を含む）および

ジャーナリズムに関する研究・教育プログラムの充実に努める。

中期人事計画実施以降は、「Waseda Vision 150」にもとづき、国際公募の原則化、テニ

ュアトラック制度の導入、客観的な業績評価基準を用いた審査等の改革を行っている。

〈３〉法学部

学生を啓発し、その能力を高める教育は、高度な知識の提供の基になる優れた研究能力

と、学生の学習意欲を高める人格的魅力とによって支えられる。本学部では、このような

観点から、研究実績と人格識見において最高度のレベルにある人材であることを、採用の

条件としている。現在、女性教員の数が極めて少なく、また年齢構成もバランスがよいと

はいえない状況であることから、候補者の選定にあたっては、女性教員の採用や、年齢バ

ランスの考慮などを要請してきている。しかし、性別や年齢はそれだけで優先されるもの

ではなく、あくまでも研究教育能力と人格識見の高さが採用の中核基準である。

教員の採用は、3 年程度ごとを目安として中期的人事計画を立てて行ってきている。人事

計画は教員の退職などによって生じた枠について立てるが、退職者の担当科目を自動的に
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埋めるという形はとられておらず、学部ならびに大学院の教育科目として必要と考えられ

る科目について教員枠を再配分するという方法で行われている。とくに法律科目の担当教

員のほとんどは、大学院法学研究科や法務研究科での指導にもあたることから、常に法学

系箇所（法学学術院）全体の法学教育がどうあるべきかに照らして採用をしてきている。

また、語学教養科目については、政治経済学部や商学部との教育連携も企図されており、

今後はその視点も人事の重要な要素となりうる。

採用の手続は厳格であり、人事調整委員会が人事計画を立て、その上に、法律科目につ

いては法律科目人事委員会、語学教養科目については語学教養科目人事委員会が候補者を

選び、それを学部運営委員会（教授会）で決定してきている。

2015 年 3 月に、2018 年度‐2020 年度の人事計画を作成した。必要に応じて、この計画

を前倒しして人事の補充を行っている。法学は伝統的な学問であり基幹科目については補

充人事が不可欠であるが、この人事計画では、社会の変動に応じて生じてきている新たな

法学分野における人事展開を行うため、一部の人事枠を学部戦略枠として機動的に行使で

きるようにした。

2014 年 12 月に設置した「法学部将来構想委員会」において、法学部の教育の理念を再

確認し、法学部教育の担い手たる教員像について議論を行い、法学部構成員によってこの

理念、教員像を共有することの必要性を確認した。

〈４〉文化構想学部

本学部が求める教員像は、本学部の学際的・広領域的教育課程を担えるとともに、文学

部および文学研究科の専門教育にも寄与しうる人材を理想とする。

本学部は６つの論系からなり、本学部の教員は必ずいずれかの論系に所属する。各論系

は 15 名を目安とする教員により構成され、論系運営主任のもとに教育会議体として責任を

担う。学部の運営の方針については、文学部および文学研究科との有機的な連携や人材活

用の面を考慮し、文学学術院運営主任会で討議され、文学学術院教授会において決定され

る。教員の所属については、上記の文学学術院運営主任会、文学学術院教授会にて決定さ

れる。

本学部では発足後２年目（2008 年度）から、助教の制度が導入された。「文学学術院

助教内規」に基づき、各論系に１名ずつ、計６名を配置している。配置にあたっては、文

学学術院運営主任会にて協議のうえ決定している。以上のような取組によって、教員組織

の編成方針を明確に定めている。

〈５〉文学部

本学部が求める教員像は、本学部の伝統的学問の発展と継承を担えるとともに、文学研究

科の専門教育にも寄与し、かつ文化構想学部の教育プログラムにも一定の貢献をなしうる

人材を理想とする。

本学部は 17 のコースからなり、本学部の教員は必ずいずれかのコースに所属する。各コ

ースは、コース定員数に基づき３名～９名を目安とする教員により構成され、コース運営

主任のもとに教育会議体として責任を担う。学部の運営の方針については、文化構想学部
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および文学研究科との有機的な連携や人材活用の面を考慮し、文学学術院運営主任会で討

議され、文学学術院教授会において決定される。教員の所属については、文学学術院運営主

任会、文学学術院教授会にて決定される。

また本学部では、６名の助教配置が認められており、文学学術院運営主任会により認めら

れた６のコースに１人ずつ助教が配置されている。以上のような取組によって、教員組織

の編成方針を明確に定めている。

〈６〉教育学部

本学部が教員に求める能力と資質等は「早稲田大学教員任免規則」等により明確に定め

られている。本学部の教員組織は、学則に定める学科等をもとに組織されている。

また、学科ごとの人事枠配分、新規嘱任人事および昇任人事については「教育学部教員

人事に関する細則」に定めている。

〈７〉商学部

「学識ある実業家」を育成するためには、十分な研究業績および教育経験を有する優秀

な教員が多数必要である。本学部には、教員の採用、昇格にかかわる規程等として、「専

任教員採用規程」「専任教員昇任審査委員会規程」「専任教員昇任基準」「専任教員昇任細則」

「専任教員採用・昇任投票細則」「助教制度規程」「助教制度細則」「非常勤講師委嘱基準」

を制定しており、これにより教員に求める能力・資質等を明確化するとともに、適正かつ

公正な採用・昇格を実施している。「専任教員採用規程」は、基準第 14 条から第 16 条の

二までに定められている教授、准教授、講師および助教の資格と同等あるいはより高い基

準を設定している。特に、商学部の専任教員は商学研究科商学専攻（後述 19）における修

士・博士課程の学生の研究指導も担当するため、商学部の専任教員の採用・昇任に関連す

る規程では、そのための十分な研究上の能力・資質を備えていることを求めている。

本学部では、専任教員の募集・採用については、専任教員採用規程に則り、募集から採

用に至るプロセスおよび基準が明確化されている。また、専任教員の昇格についても、専

任教員昇任審査委員会規程、専任教員昇任基準、専任教員昇任細則に則った審査過程を経

て決定がなされる。

本学部では、カリキュラム委員会において、科目内容、科目体系等を検討するとともに、

科目担当者（非常勤講師を含む）の科目適合性を確認することで、教員の組織的な連携体

制と教育研究に係る責任の所在の明確化を図っている。また、研究推進委員会では、図書

予算の管理、購入図書資料の適切性、特別研究期間制度適用者の選定等を審議することで、

学部における組織的な研究体制整備を図っている。

〈８〉基幹理工学部

本学部が教員に求める能力と資質等は、「早稲田大学教員任免規則」等において明確に定

められている。教員組織の編成は専門教育科目の担当および研究分野の観点から、各学科

の教室会議、人事委員会、将来計画委員会等で個別に検討されている。また、外国人教育
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に代表される学部国際化に対応して外国人教員の採用も積極的に実施している。

〈９〉創造理工学部

担当教員の配置については、各学科で工夫を行っている。限られた教員数の中で、広い

専門領域をカバーするために、分野別あるいはコース別に教員を配置している。また、助

教制度、テニュアトラック制度（公募）、グローバル COE や博士課程教育リ―ディングプ

ログラム等の拠点を活用し、優秀な若手教員を確保する取り組みを行っている。

〈10〉先進理工学部

本学部が教員に求める能力と資質等は、本学部の教育理念である「自然科学（物理学・

化学・生命科学）を基礎とし、先端科学技術の向上および学際的新領域の創成を目指した

広範な理工学分野への展開を目的とし、新たな学問領域を開拓する進取の精神のもと、常

に世界最高水準の教育研究拠点として理工系教育研究を先導すること」を実現するもので

ある。各学科の教員組織の編成方針は、各学科の教室会議において協議され、研究業績や

教育実績等 を重んじて決定している。

〈11〉社会科学部

第１章で説明した基本理念と人材育成方針を教育において効果的に実現すべく、学際性

と専門性を兼ね備えた優れた研究者を教員として国内外から迎え入れている。

教員は、自らの専門領域に基づき科目を担当すると同時に、「社会科学総合研究」など、

特定の Issue に関し専門領域の異なる教員が分担・協力して講義を行う機会等を通じ、「社

会科学の総合」を実現していく。

なお、本学部において授業科目および研究指導を担当する教員の資格要件については、

第３章現状の説明（３）を参照されたい。

〈12〉人間科学部

人間科学学術院は学際性が特長であるため、専任教員としては高い専門性を備えている

ことは大前提ではあるが、同時に学問領域の多様性を理解し、狭い意味での専門領域を越

えて教員同士が協調し合える資質を備えていることも重要な点である。人間科学学術院と

しては、この点を踏まえて、さらに教員組織としては年齢構成や性別さらに国籍にも配慮

した編成に配慮している。

〈13〉スポーツ科学部

「早稲田大学教員任免規則」において、教員に求める能力・資質等の明確化が図られて

いるが、スポーツ科学部ではスポーツ科学という学問の特殊性（学際的であり、基礎から

応用まで広汎に扱う）を鑑み、幅広い領域における研究・教育能力に優れた教員をバラン

スよく配置するようにしている。2014 年 4 月現在、58 名の専任および専任扱いの教員を擁

する。専任教員の新規嘱任に際しても、上の点を考慮しつつ、教育課程編成・実施の観点

ならびに教員組織の年齢・性別・専門分野等の構成の観点も含めて、時宜に応じて求めら
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れる教員像を明確にしたうえで学術院内の内規等に基づいて公募ならびに採用選考を行っ

ている。以上のような取り組みによって、教員組織の編成方針を明確に定めている。

〈14〉国際教養学部

多言語主義と多文化主義を基本理念と位置づけることにより、教員に求められるべき資

質を明示的にしている。教員採用の際には、募集要項に１）博士後期課程修了程程度の学

歴、２）大学での教育歴、３）英語の高度な運用能力等を明記している。また科目の編成

方針を、７つのクラスター（①「生命・環境・物質・情報科学」、②「哲学・思想・歴史」、

③「経済・ビジネス」、④「政治・平和・人権・国際関係」、⑤「コミュニケーション」、⑥

「表現」、⑦「文化・心身・コミュニティ」）とすることにより、学部として重要視してい

る専門領域を明確にしている。

〈15〉大学院政治学研究科

多様化・高度化する教育研究の一層の充実と活性化のため、また優秀な人材を確保する

ために、幅広い経歴や学歴の教員を獲得することが、各人事選考のプロセスにおいて常に

再確認されている。また、グローバルな視野と発信力を備えた教員を確保すべく、英語に

よる教育能力および研究実績を重視する方針が打ち立てられている。加えて、多角的な研

究教育能力を持った者を望むべき教員像として設定しており、そのような人材を確保する

ために、本研究科の教員人事は、政治経済学部をはじめとして本研究科、経済学研究科、

公共経営研究科（2012 年度からは公共経営専攻）、現代政治経済研究所が属する政治経済

学術院において、中期人事構想を策定し、体系的で実質的な教員人事を行っている。

〈16〉大学院経済学研究科

政治経済学術院は、2016 年度においては、113 名の専任教員（教授、准教授）、14 名の

助手を擁している。専任教員の内訳は男性 98 名、女性 15 名である。このうち、本研究科

の専任教員は 43 名、その内訳は男性 38 名、女性 5 名である。

本学術院は、2010 年 7 月の学術院教授会において、以下のとおり 2015 年度までの中期

人事計画の基本方針を定め、新規教員採用において求める教員像および本学術院における

教員組織の当面の編制方針を明確にしている。本研究科の人事計画もこの中期人事計画に

則して実行されており、2011 年 11 月には集中的に経済系の人事採用を進めるべく、「中期

人事構想に基づく経済系人事選考特別委員会」を発足させ、教員の年齢そのほか各種の構

成に配慮した人事を行った。

＜中期人事計画（2015 年度まで）の基本方針＞

（１）学部・政治学研究科・経済学研究科が重視してきたこれまでの研究・教育プログラ

ムをさらに確固としたものとすることを基本目標とした人事計画とする。

（２）グローバル 30 プログラム実施にあたり、学部・政治学研究科・経済学研究科の研究・

教育が必然的にグローバルな基準で実施されなければならないことに鑑み、真に競争

力のある優れた研究者の獲得を目指す。その際、英語での研究・教育に加えて、日本
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や東アジアからの発信という視点を重視する。

（３）学部および大学院において、政治学および経済学の双方の分野で方法論科目および

基礎科目の充実が図られてきており、そのような科目が担当可能な研究者の採用を優

先する。

（４）学部副専攻などの交流により法学学術院および商学学術院との連携を強めてきてお

り、相互に特色ある研究・教育が実現できるようさらに協力関係を深める。

（５）年齢・性別・国籍等の点で専任教員の多様化を目指す。

（６）具体的には、今回は、発足して期間の短い国際政治経済（国際関係を含む）および

ジャーナリズムに関する研究・教育プログラムの充実に努める。

〈17〉大学院法学研究科

本研究科教員は、法学学術院の構成員（専門科目）であるから、その編成方針について

は、基本的に、法学部の教員組織における編成方針がそのまま妥当する。そのため、詳細

は法学部の該当箇所を参照されたい。ただ、法学部における教員編成も、本研究科におけ

る研究指導や本研究科の教育プログラムを担当することを当然の前提とし、法学学術院全

体の方針の中で定められている。

〈18〉大学院文学研究科

本研究科の求める教員像は、学部・大学院の教育的な連携を考慮し、高度な大学院教育を

担えるのみならず、学部の初年次教育から専門教育にも携われる人材を理想とする。

本研究科は 20 のコースからなり、「研究指導」を担当する教員が主たる構成員となる研究

科運営委員会が設置されている。研究科運営委員会によって承認された委員は、必ずいず

れかのコースに所属し、文学研究科コース運営主任のもとに教育会議体として責任を担う。

研究科の運営方針については、文学学術院運営主任会で討議され、文学学術院教授会に

おいて決定される。以上のような取組によって、教員組織の編成方針を明確に定めている。

〈19〉大学院商学研究科

本研究科では、博士後期課程および修士課程の研究指導ならびに修士課程の授業科目を

担当する教員の任用にあたっては、大学院商学研究科運営委員会規程の定めに従って、運

営委員会または商学専攻会議においてその教授能力を適切に審査している。

〈20〉大学院基幹理工学研究科

本研究科が教員に求める能力と資質等は、「早稲田大学教員任免規則」等において明確に

定められている。教員組織の編成は学部および大学院における専門教育科目の担当および

研究分野の観点から、各学科・専攻の教室会議、人事委員会、将来計画委員会等で個別に

検討されている。また、外国人教育に代表される学部・研究科の国際化に対応して外国人

教員の採用も積極的に実施している。

〈21〉大学院創造理工学研究科
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担当教員の配置については、各専攻で工夫を行っている。限られた教員数の中で、広い

専門領域をカバーするために、分野別あるいはコース別に教員を配置している。専攻によ

っては他研究科との関連もあることから、学際的な視点で教員組織の検討を行っている。

また、助教制度、テニュアトラック制度（公募）、グローバル COE および博士課程教育リー

ディングプログラム等の拠点を活用し、優秀な若手教員を確保する取り組みを行っている。

〈22〉大学院先進理工学研究科

本研究科が教員に求める能力と資質等は、本研究科の教育の理念である「世界最高水準

の拠点（研究大学院）としての研究・教育環境の実現を目標に学理の探求と実践に努め、

社会と共生しながら学際的・先端的な学問領域を創造していく中で、研究を通して各分野

の最前線で活躍できる、すなわち次世代を切り拓くことのできる科学者・技術者の育成を

目指す」ことを実現できるものである。各専攻の教員組織の編成方針は、各専攻の教室会

議において協議され、研究業績と人物等を重んじて決定している。

〈23〉大学院教育学研究科

本研究科の教員は教育・総合科学学術院の構成員であるため、その教員組織の編制方針

については基本的に教育学部のそれに準拠している。よって、詳細については教育学部の

内容を参照されたい。

本研究科では、高度な学術的な研究能力を有する学校教員の養成、および実践的な研究能

力を有する学術研究者の養成という理念・目的に対応するように、修士課程においては学

校教育専攻と各教科別に国語教育専攻、英語教育専攻、社会科教育専攻、数学教育専攻を

設置し、また博士課程では教育基礎学専攻と教科教育学専攻を設置し、教育学および各教

科の必要な領域にわたって研究指導担当の教員を配置している。

〈24〉大学院人間科学研究科

本研究科は学際性が特長であるため、専任教員としては高い専門性を備えていることは

大前提ではあるが、同時に学問領域の多様性を理解し、狭い意味での専門領域を越えて教

員同士が協調し合える資質を備えていることも重要な点である。人間科学学術院としては、

この点を踏まえて、さらに教員組織としては年齢構成や性別、国籍にも配慮した編成に配

慮している。

〈25〉大学院社会科学研究科

第１章で説明した基本理念と人材育成方針を教育において効果的に実現すべく、学際性

と専門性を兼ね備えた一流の研究者を国籍を問わずに教員として迎え入れ、教員組織を効

果的に編成することを目指している。本研究科で授業を担当する本学術院専任教員 55 名の

内訳は次のとおりである。教授：准教授＝49：6。男性：女性＝48：7。日本人：外国人＝

53：2。また、本学術院専任教員の年齢構成は「社会科学部教員年齢構成」のとおりであり、

2016 年 4 月１日現在の本学術院専任教員の平均年齢は約 57.4 歳となっている。

教員は、第２章現状の説明（１）で述べた教育・研究組織のもとで、自らの専門に適合
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した研究指導を担当すると同時に、他の専攻の教員とも協力して、修士論文作成時の副査

や博士論文作成時の副指導教員（および審査時の副査）としてかかわり、不定期に開催さ

れている「院生・教員合同セミナー」への参加、さらには研究分野別会議等の機会を通じ

て、連携を図る体制づくりが目指されている。

なお、本研究科において授業科目および研究指導を担当する教員の資格要件については、

第３章現状の説明（３）を参照されたい。

〈26〉大学院アジア太平洋研究科

「早稲田大学教員任免規則」「教員の服務に関する規程」等で本学の教員に求められる要

件が規定されており、さらに本研究科では 2011 年に「研究科専任教員採用人事内規」を定

め、本研究科が求める専任教員像を定めている。その内規を基に教員組織の編制方針に関

して、教育課程の領域の見直しを随時行うほか、公募制あるいは推薦制、あるいは任期付

（テニュア・トラック）教員、客員教員や外部資金雇用による教員の雇用など、さまざま

な教員採用人事を行っている。また教員組織運営の責任の所在を明確にするため、研究科

長、教務主任、専攻主任、アカデミック・アドバイザーの役職者を置いている。以上のよ

うな取組によって、教員組織の編成方針を明確に定め、その運用を行っている。

〈28〉大学院日本語教育研究科

本研究科が教員に求める能力と資質等は、「早稲田大学教員任免規則」で規定している。

現在、修士課程 100 名、博士後期課程 45 名の学生収容定員のもと、演習担当専任教員を

10 名擁している。なお、演習担当専任教員はそれぞれ専門を別にしており、また、研究科

外からも 20 名ほど、実践研究および理論研究担当として各分野一線級の講師を配置してお

り、多様化が進む日本語教育の分野を網羅する、幅広い領域の研究指導体制を確保してい

る。

現在、２年の任期で助手を２名採用している。これら３名の助手は、本研究科の諸活動

の補助を業務とする傍ら、自ら「研究者」として研究活動をする立場にあり、他の「研究

者」の研究を支援するという役割を負ってはいない。

以上のような取り組みによって、大学として求める教員像および教員組織の編成方針を

明確に示している。

〈29〉大学院情報生産システム研究科

３つの分野（情報アーキテクチャ分野、生産システム分野、集積システム分野）の教育・

研究の充実を図るため、教員は各分野へほぼ 10 人ずつ均等に配置されている。上記の分野

で各々10 人の教員が集められた大学院は国内では充実しているといえる。また、特長的な

こととして、全教員には、各分野の専門領域の研究指導ができるのみならず、アジア諸国

出身者を中心に多数の留学生を受け入れる国際的な大学院として、国際的通用性の涵養が

できるよう、英語での講義や指導を行えることを方針として教員の組織編制を行っている。



74

〈32〉大学院法務研究科

本研究科が求める教員の資格要件は、「専任教員嘱任に関する法務研究科細則」に規定さ

れている。すべての専任教員について、①担当する科目について、卓越した研究業績ない

し実務経験を有する、②研究科における教育を実施するうえでの適正な能力を有すること

を求めるとともに、教授については、③大学の助手、助教、専任教員、研究機関の研究員

または当該専門科目の分野につき専門職であった期間が 10 年以上で、かつ④研究科におい

て担当すべき科目につき 10年以上の研究歴を有することが必要である。准教授については、

③および④の年数を５年以上としている。

また、教授（任期付）については、①②に加えて、③判事、判事補、検事、弁護士、そ

の他の法律関係職にある者で、10 年以上の実務経験を有し、④研究科において担当すべき

科目につき卓越した実績を有することが求められている。准教授については、③および④

の年数を５年以上としている。

なお、教員組織の編成方針は、同細則第 10 条が示すように、法科大学院設置基準および

法科大学院認証評価基準にて準じるものである。本研究科は 2011 年度法科大学院認証評価

を受けた際に「専任教員の必要数及び適格性」の項目については適合の評価を、「教員の確

保・維持・向上」、「専任教員の構成」、「教員の年齢構成」の評価項目において最高評価を

得ている。

〈33〉大学院会計研究科

「大学院設置基準」および「早稲田大学教員任免規則」に準拠し、研究科として「専任

教員等の嘱任に関する細則」を定め、優れた研究業績または実務経験を持った教育者を学

内外に求めている。また、教員組織は、専門職大学設置基準第５条および告示第 53 号に則

った編成を行っている。また、「大学院会計研究科の運営に関する規約」を定め、これに則

り、専任教員を構成メンバーとした運営委員会を設置し、教員人事の議決機関として教員

組織編制の中核となっている。

以上のような取組によって、教員組織の編成方針を明確に定めている。

〈34〉大学院スポーツ科学研究科

「早稲田大学教員任免規則」において、教員に求める能力・資質等の明確化が図られて

いるが、スポーツ科学学術院ではスポーツ科学という学問の特殊性（学際的であり、基礎

研究から応用研究まで広汎に扱う）を鑑み、幅広い領域（スポーツ文化、スポーツビジネ

ス、スポーツ医科学、身体運動科学、コーチング科学）における研究・教育能力に優れた

43 名の教員を配置している。さらに、従来の修士課程 2 年制コースと博士後期課程に加え

て、社会人を対象とした修士課程 1 年制コースを備え、幅広い社会のニーズに応えるよう

にしている。専任教員の新規嘱任に際しても、学問の特殊性を考慮しつつ、主として教育

課程編成・実施の観点ならびに教員組織の年齢・性別・専門分野等の構成の観点も含めて、

時宜に応じて求められる教員像を明確にしたうえで、学術院内の内規等に基づいて公募な

らびに採用選考を行っている。

今後は将来構想委員会の議論を踏まえながら、国際的競争力を備えた優れた若手研究者
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や国際的に活躍する研究者の採用を計画的・積極的に行うとともに、女性教員の比率を高

めていくように努めていくことが求められる。

〈35〉大学院環境・エネルギー研究科

本研究科では、その設立、教育理念に従い教育・研究組織を構築してきた。特に、学問

統合型（文理融合）アプローチにより、現場・現物・現実に基礎を置いた実践・戦略的な

活動を実践できる教員組織としている。

すなわち、教員組織は、創設計画に携わった旧理工学部機械工学科の教員を中心に、電

気・エネルギー系および環境政策・戦略・社会システム系の教員を配置している。特に、

半数の教員が行政機関や企業での実務経験を有している。

内訳を述べれば、2015 年 10 月末現在、本属教員 8 名（理系 6 名、文系２名）に加えて

理工学術院創造理工学部総合機械工学科専任教員３名と研究院客員教授 1 名が兼担してお

り、12 の研究指導、共同演習、コア科目を担当している。

なお、2007 年度～2012 年度には文部科学省「戦略的環境リーダー育成拠点形成事業」に

採択され、これに伴う本務教員（任期付）を配置していたことを付記する。

〈36〉大学院教職研究科

本学として求める教員像に加え、本研究科が求める教員像は、アドミッション・ポリシ

ーとして明確に設定し、かつ公開している。また、本研究科の理念を遂行でき、かつ教職

大学院の理念・目的を実現できる人材として、業績および実務経験に基づき配置している。

まず、本学学則 75 条８号により、教授会の議決を経ることが規定され、採用・昇進の資格

審査は「早稲田大学教員任免規則」に、客員教員の任免は「客員教員の受入に関する規則」

に基づき行われる。さらに、教員の組織編制については「教職研究科運営委員会設置要領」

に定めている。

〈37〉国際コミュニケーション研究科

グローバル社会における多言語主義と多文化主義の実践を基本理念と位置づけることに

より、本研究科においては教員に求められるべき資質を明確化している。本研究科の教員

採用は、国際教養学部と共同で行っているが、募集要項に１）博士後期課程修了程程度の

学歴、２）大学での教育歴、３）英語および日本語の高度な運用能力等の必要性を明記し

ている。また科目の編成方針を、１）言語コミュニケーション、２）文化コミュニケーシ

ョン、３）社会コミュニケーションと定め、様々な角度から国際コミュニケーション研究

を行うことを可能にすると同時に、各々の専門性を重要視する教員体制を取る。

〈38〉大学院経営管理研究科

大学院経営管理研究科の教員像については、本研究科が専門職大学院であるため、「優れ

た実務経験もしくは教育研究業績、あるいはその両方を備えており、本研究科の教育研究

上の目的達成のために必要な教育上の指導力を有すること」を方針として掲げている。な

お、本研究科の教員組織の編成方針については、「専門職大学院設置基準」に基づいて定め
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ている。
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（２）学部・研究科等の教育課程に相応しい教員組織を整備しているか。

〈１〉大学全体

本学では、系統内の学部教育、大学院教育、研究機能の一層の強化を図るため、同一系

統ごとに学部・研究科・研究所を一体化した学術院を 2004 年に発足させた。また、2009

年度以降は、それまで学術院体制の外にあった独立研究科（学部を基礎としない研究科）

も包摂参加した。これにより、大学のもっとも重要な人的資源である教員のより合理的・

戦略的な配置・実現を可能にしている。

各学術院における専任教員数（任期付教員を含む）は、以下の４項目をもとにした教員

基礎数を算出し、各学部・研究科は、教員基礎数をもとに教員採用計画を立てている。

＜教員基礎数算出基準＞

１）学部の学生入学定員 10 人に教員１人を原則とし、さらに学部間の授業料をもとに算出

した比率を考慮する。

２）学部を基礎とする研究科については、大学院学生 40 人に対して教員１人を学部の教員

数に加える。

３）独立研究科については、大学院設置基準に定められた必要教員数を満たしたうえで、

収支状況等を勘案しながら基礎数を調整する。

４）専門職大学院については、設置基準上の必要教員の７～８割を新たに採用し、残りの

２～３割は各系統から確保している。

教員 1 人あたりの学生数は、大学基礎データに詳述しているが、学部単位でみると 22～

54 人、全学部平均で 38 人となっている。

〈２〉政治経済学部

本学術院の専任・常勤教員（専任教員、任期付教員、助教。大学院政治学研究科公共経

営専攻およびジャーナリズムコース枠で嘱任した教員並びに助手を除く）は、2016 年度現

在、120 人（教授 85 人、特任教授 1 人、准教授 25 人、講師 0 人、助教 9 人。それぞれ任

期付教員を含む） となっている。

本学部における専任教員（専任扱いを含む）に対する１人あたり学生数は、2007 年度 46.2

人（在籍者数 4709 人に対して）であったものが、2016 年度には 40.5 人（在籍者数 4290

人に対して）にまで減少しており、専任教員数の増加と学生数の適正管理により改善が図

られている。

教授、准教授、講師の資格別教員構成比を見ると、2014 年度において若い年齢層の准教

授と講師の数は、教授を含めた全教員数の内 18.1％だったが、2016 年度においては 22.5%

となった。過年度より専任教員については逆ピラミッド型年齢構成となっているが、テニ

ュアトラック制度の適用開始により、若い年齢層（主として准教授（任期付））が増えてい

る傾向にある。

政治学科、経済学科および国際経済学科に属する専門系の教員数は、2007 年度に 68.6%

であったものが、2014 年度には 73.1%（EDESSA 担当教員を除く）になった。2007 年度

から 2014 年度にかけては助教制度が本学に導入されたことがあり、教養・語学系の教員数

に対する比率が若干上昇していた。なお、2010 年度以降は G30/EDESSA 担当教員の採用
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を開始しており、2016 年 10 月時点では 12 名（学術院内教員の 10%）を占めている。

本学術院に所属する教員（助手を除く）の非常勤教員（他箇所専任教員および非常勤講

師）を含めた総教員数における人数比率は、2014 年度で 39.5%、2016 年度で 30.6%とな

っている。専任教員と非常勤教員の科目の担当数比率については、2014 年度専門科目に限

って見ると、2014 年度は 611：150（専任比率 80.2%、設置コマ数で計上）、2016 年度は

683：103（専任比率 86.9%、設置コマ数で計上）となり、専任教員の比率は 9 割近い状態

となっている。その一方で、教養・外国語の場合は、2014 年度で 265：662（同 28.5%）、

2016 年度で 184：605（同 23.3%）となり、非常勤教員への科目担当依存度が、専門科目

に比べて高くなっている。

教授および准教授の任期の定めのない専任教員についてみると、最終学歴が本大学出身

の者は 37.1%となっている。また海外の大学を最終学歴とする教員は 34.4%に及ぶ。

外国人教員数は、2016 年度現在、専任・常勤教員として 10 人（EDESSA 担当教員を含

む）嘱任しており、専任・常勤教員に占める比率は 8.3%になっている。その一方で、非常

勤教員においては教員に占める外国人教員比率が 23.7%に達し、専任教員に比べるとその

比率は高くなっている。

女性教員数は、女性の専任・常勤教員が 1999 年度 6 名、2005 年度 10 名であったものが、

2014 年度には 15 名、2016 年度には 15 名に達し、専任・常勤教員における女性教員の比

率は、2016 年度 12.5%である。また、非常勤女性教員については、1999 年度 23 名であっ

たものが 2014 年度は 39 名、2016 年度は 34 人と推移している。

教員授業平均担任時間数は、2008 年度から 2014 年度にかけて全体として微増・微減で

推移している。専任・常勤教員の週単位出講平均日数は 2008 年度から 2012 年度まで 3.2

から 3.3 日で推移していたが、2014 年度においては 3.5 日、2016 年度においては 3.3 日と

推移している。比率で見てもっとも多い出講日数は 3 日である。

教員の休講率は、2003 年度が 2.8%に対し、2014 年度は 2.49%、2016 年度は 2.43%に減

少している。休講した場合は、原則的に補講等による授業補填を実施することを明確に学

部の方針としている。

〈３〉法学部

本学部は、学則上の入学定員が 740 名となっている。このような学生の入学定員に照らせ

ば、本学部の教員基礎数（学部入学定員 740 名、4 学年 2960 名につき、学生 40 名に対し

て教員１名）は 74 名ということになるが、現在、本学部に所属する専任教員数（助教・助

手を除く）は 80 名である。この 80 名の中には、大学院法務研究科との併任教員 15 名（法

務研究科を主本属とする者のみ）が含まれている。大学院法務研究科との併任は 2013 年度

末をもって解消されることとなるため、本学部と法務研究科、さらに大学教務部を交えた

協議が行われ、2020 年段階で、法学学術院全体の教員定数は 140 名、内、法学部 80 名、

法務研究科 60 名とすることで決定をみている。この学部 80 名という定数は、学生定員と

比した場合、基準を満たす人数である。

2014 年度より法務研究科との併任解消の結果、法学部教員の現員は 74 名(助教、助手を

除く)となった。年齢構成に偏りがあり、年代別でいえば 60 代の教員が 74 名のうち 31 名
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(42％)を占めている。法律系の教員でいえば、実に約半数が 60 代ということになり(43 名

中 21 人)、年齢のアンバランスが著しい。

2016 年度における法学部教員の現員は、69 名(助教、助手を除く)である。この人数は、

主として語学教養系の人事のいわゆる凍結の結果である。今後 2019 年 3 月までに 18 名の

退職者等が予定されており、2020 年度までの人事計画の実施過程において、年齢構成、ジ

ェンダー・バランスの改善を行いつつ人事を補充し、また新たな法学の展開をカバーする

戦略的人事を行い、しかるべき教員構成を実現していく。すでに人事計画を前倒しで実施

しており、2016 年 9 月に 1 名、2017 年度から 6 名の教員の採用を予定しているので、そ

の時点で教員数は 76 名となる。

〈４〉文化構想学部

本学部は毎年、各論系から教育課程に沿った授業科目・担当教員の構成案が示され、文

学学術院教授会で選挙により選ばれた任期付の委員から構成される文学学術院カリキュラ

ム委員会が、教育課程と授業科目との適合性、授業科目と担当教員との適合性についてチ

ェックし、学術院全体のカリキュラムを総合的に統括している。

〈５〉文学部

本学部は毎年、各コースから教育課程に沿った授業科目・担当教員の構成案が示され、

文学学術院教授会で選挙により選ばれた任期付の委員から構成される文学学術院カリキュ

ラム委員会が、教育課程と授業科目との適合性、授業科目と担当教員との適合性について

チェックし、学術院全体のカリキュラムを総合的に統括している。

〈６〉教育学部

本学部の専任教員はすべていずれかの学科等に所属し、責任を持って各学科等の教育に

当たっている。各学科の入学定員数、専任教員数、入学定員数／専任教員数は以下のとお

り。教育学科（210：25：8.4）、国語国文学科（135：16：8.4）、英語英文学科（135：19：

7.1）、社会科（255：25：10.2）、理学科（80：17：4.7）、数学科（75：11：6.8）、複合文

化学科（70：13：5.4）。

学部共通の外国語科目については、英語は英語英文学科が、それ以外の外国語（ドイツ

語、フランス語、中国語、ロシア語、スペイン語）は複合文化学科がそれぞれ責任学科と

して担当している。学部共通科目（人文系、社会系、自然系、数理情報系、総合系、体育

系）については学部共通科目運営委員会を組織し、学部全体の協力体制をつくっている。

また教員免許等の諸資格に関しては、教職課程委員会を組織し、本学部を中心に全学的

な協力体制をつくり、全学の教員免許等取得希望者への教育を実施している。

〈７〉商学部

本学部は、基準 13 条に定める必要専任教員数 35 名を上回る 71 名の専任教員および約

200 名強の非常勤講師による教育体制を組織している。教員組織の編成にあたっては、

2015 年度に学部将来構想委員会で今後の方向性を定め、カリキュラム委員会、学部管理委
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員会および学部運営委員会（学部教授会に相当）において、慎重な検討が行われている。

これらの委員会では、授業科目編成だけでなく、教員組織の年齢構成も考慮しながら、教

員の募集・採用を検討しており、また授業科目と担当教員の適合性を判断している。

〈８〉基幹理工学部

専任教員は、各学科の教室会議における調整に基づき、それぞれの専門領域に適合した

科目を担当している。専任教員でカバーしきれない分野については、学外から優秀な人材

を客員教員あるいは非常勤講師として任用している。本学部の特徴である 1 年次の共通基

礎教育についても、基礎科目の担当者を各学科から均等に選出するとともに、学部一括で

オリエンテーションやガイダンスなどの導入教育を展開している。教育組織の整備・変更

は、各学科の教室会議からの提案に基づき、自己点検・入試教育検討委員会や学部主任会

で決定されている。

〈９〉創造理工学部

本学部は、社会とのかかわりを重視することから、学部では入学１年時より専門科目を

設置し、さまざまな体験を通して学問探究の意味を理解できるようなカリキュラムを各学

科、領域で用意している。そのために、領域を含め、それらの導入教育が効果を上げられ

るような教育組織の整備に力を入れている。

〈10〉先進理工学部

本学部の教育の理念・目的を実現するために相応しい教育組織については、学部運営委

員会と各学科の教室会議で協議され、その結論に基づいて整備されている。

〈11〉社会科学部

本学部の意思決定は、社会科学総合学術院教授会（以下「教授会」と略す）で行われる。

教授会は、本学部において講義科目を担当する講師以上の本学術院専任教員によって構成

されている。各専任教員は、第２章現状の説明（１）で述べた７つの専門分野に区分され

る（表Ⅰ参照）。

表Ⅰ 社会科学部の専門分野

社会科学

総合分野

政治学

分野

法学

分野

経済学

分野

商学

分野

人文科学

分野

自然科学

分野

11 7 10 7 8 14 6

各専門分野ごとにカリキュラム編成等を討議する各系列委員会(１年任期)が定期的に開

催される。教授会の下位組織として、カリキュラム検討その他の事項を扱う学部運営小委

員会(１年任期)、講義や演習担当教員の審査にかかわる学部・教員人事委員会(２年任期)お

よび助教・助手人事委員会(１年任期)、学生の教育・生活を検討する学生生活委員会(１年



81

任期)、情報面の研究・教育のあり方を検討する情報教育検討委員会(１年任期)がある。大

学院と合同で、新分野や複合領域の本学部独自の研究・教育に資する図書、資料を収集す

る学術院図書委員会（２年任期）、英語による授業のみで学部卒業・大学院修了に要する

単位を取得できる教育カリキュラムを検討する現代日本学プログラム運営委員会（１年任

期）がある。執行部は、2016 年度 4 月現在、学術院長（学部長を兼ねる）および教務・学

生・入試・国際関係・研究担当の正副教務主任 9 人によって構成され、学術院長が学部長

および大学院研究科長を兼務している。執行部の役職任期は２年間である。こうした意思

決定・執行システムにより、個々の教員間の連携だけでなく定期的に開催される諸会議を

通じて、科目の見直し等の教育検証を効果的に進めている。

授業面では、2016年度現在、72名の専任教員（教授、准教授、講師、助教）、および本

学他学部との兼担と他大学等外部からの非常勤の教員161名が本学部の教育を担っている。

この他に助手が6名いる。

学生数は、2016年現在、学部全体で3,3078人で、専任教員１人あたりの学生数は、42.75

人である。

〈12〉人間科学部

教育課程に相応しい教育組織に関しては、前項の「教員像および教員組織の編制方針」

での記述とほとんど重複するが、加えて教育組織としては、2003 年度に大幅に改編した人

間科学部における学科構成の特長を挙げることができる。

〈13〉スポーツ科学部

専任教員の採用にあたっては、博士学位を取得しているか、またはそれと同等の教育研

究に関する能力を有する者を条件とし、学部・研究科の教育課程に相応しい教育組織を整

備している。助教、助手を中心とする若手教員についても、博士学位を取得した者を様々

な領域について採用し、研究の第一線で活躍できる人材を擁して学部の教育にも最新の研

究成果を反映させるように工夫している。

〈14〉国際教養学部

教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）には、リベラルアーツ教育の実

践、学部共通言語としての英語の運用、１年間の海外留学の必修化等を通じて学生が高い

国際感覚を身につけられる環境整備の実現について明記している。少人数教育の実践を掲

げ、学生と教員の人数比は 20：１を基本としている。学部内にはカリキュラム運営委員会、

学部将来構想検討委員会、語学教育検討委員会、英語教育検討委員会、留学委員会、1 年プ

ログラム委員会が組織され、国際教養学部の教育環境の課題の洗い出し、および解決策の

検討を行っている。いずれの委員会も構成委員は専任教員のみとなっている。専任教員に

よるアカデミックアドバイザー制度、助手による留学カウンセリング制度、英語サポート

および大学院生による数理統計チューターリング制度を準備することにより、教育組織の

充実を図っている。
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〈15〉大学院政治学研究科

専任教員１人あたり研究科学生数（修士課程）は、2001 年度は 5.52 人、2006 年度は 3.48

人、2007 年度は 3.05 人にまで減少してきた。しかし、2008 年度にコース制を導入し、入

学定員を 40 人から 90 人に変更、専任教員１人あたり研究科学生数（修士課程）は 4.41 人

と増加に転じ、2011 年度は 7.10 人に増加している。また、2012 年度より公共経営専攻を

新設し、2013 年度よりジャーナリズムコースの定員を 60 名とした結果、2016 年度の研究

科全体の定員は 160 名となっている。教員数の増加の影響もあり、2016 年 5 月時点の専任

教員 1 人あたり研究科学生数（修士課程）は 4.80 人となっている。なお、2016 年 5 月時

点の専任教員 1 人あたり研究科学生数（専門職学位課程）は 3.93 人となっている。

〈16〉大学院経済学研究科

① 教員数：過去 5 年間の専任教員数は、2012 年度 42 名、2013 年度 43 名、2014 年度

46 名、2015 年度 44 名、また 2016 年度 43 名である。また、教員の専門分野は近年

の社会の動向に対応し、ニーズの高い国際経済論、金融論、環境経済学、農業経済学

の分野における教員の補充、また医療経済学、公共政策、ファイナンス、アジア経済

論、国際日本経済史、実験経済学、応用マクロファイナンス、政治経済学の分野の新

規追加など、幅広い分野での教員の拡充を推進している。

② 年齢構成：2016 年度は、35-39 歳 4 名、40-44 歳 8 名、45-49 歳 5 名、50-54 歳 5 名、

55-59 歳 8 名、60-64 歳 6 名、65 歳以上 7 名となっている。専任教員の平均年齢は、

2000 年度 50.8 歳となっていたが、2005 年度は 52.1 歳、2011 年度は 57.3 歳、2014

年度は 54.6 歳、2016 年度は 51.8 歳となっている。

〈17〉大学院法学研究科

本研究科において教育を担当する教員組織（教員数）は、教授 75 名、准教授 2 名、計

77 名（他に、兼担教員 5 名であって、その基準を満たしている）。

本研究科の主要科目（研究指導・専修科目）に対する専任教員の配置であるが、法学学

術院に属する専任教員が担当しており、適切に配置されているといえる。

2016 年度本研究科専任教員の平均年齢は 58 歳であり、30 歳代 3 名（4%）、40 歳代 14

名（18%）、50 歳代 20 名（26%）、60 歳代 35 名（45%）となっている。専任教員の年齢構

成は、若年層がやや手薄であるが、基本的には妥当であると思われる。

なお、主要科目の担当教員は、修士課程においては、研究（論文作成）指導と授業科目

（専修科目・専修以外の科目）を担当し、博士後期課程においては、研究（論文作成）指

導を行う。

〈18〉大学院文学研究科

本研究科の授業担当者は、学部教育より高度な教育が担当可能な人材が想定されており、

「研究指導」は准教授もしくは教授のみしか担当できない仕組みになっている。

本研究科は毎年、各コースから教育課程に沿った授業科目・担当教員の構成案が示され、

文学学術院教授会において選挙により選ばれた任期付の委員から構成される文学学術院カ
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リキュラム委員会が、「研究指導」の新規担当予定者の学識確認を行い、研究科運営委員会

ならびに文学学術院教授会において科目担当状況をチェックすることとなっている。なお、

他箇所の専任教員も運営委員になれるため、より広い視野から大学院の運営や指導が行わ

れているといえる。

〈19〉大学院商学研究科

本研究科を担当している専任教員数は、2016 年度において教授 61 人、准教授 4 人、特

任教授 1 人、助教 6 人の合計 72 人であり、これに非常勤教員の 19 人を加えると、合計で

91 人となる。学生数に照らして必要な専任教員数の基準を十分に満たしている。

〈20〉大学院基幹理工学研究科

専任教員は、各専攻の教室会議における調整に基づき、それぞれの専門領域に適合した

研究指導と講義科目、演習科目を担当している。専任教員でカバーしきれない分野につい

ては、学外から優秀な人材を客員教員あるいは非常勤講師として任用するとともに、教育

研究連携を行っている学外機関からの専門講師にも話題提供と講義を依頼している。教育

組織の整備・変更は、各専攻の教室会議からの提案に基づき、研究科主任会で決定されて

いる。

〈21〉大学院創造理工学研究科

本研究科は、社会とのかかわりを重視することから、専門をより深く教育できるよう、

学部・大学院一貫教育を意識した組織を整備している。さらにいくつかの専攻は学部の学

科構成よりも分野を細かく分けることで、効果的な教育・研究が実現できる組織となって

いる。

〈22〉大学院先進理工学研究科

本研究科の教育の理念・目的を実現するために相応しい教育組織については、研究科運

営委員会と各専攻の教室会議で協議され、その結論に基づいて整備されている。

〈23〉大学院教育学研究科

本研究科修士課程の教育・研究組織は、高い学術的研究能力を有する教員養成を目指し

た新構想大学の大学院教育学研究科の研究組織に準拠している。学校教育専攻以外の各教

科に関する専攻には、それぞれの教科教育法に関する研究指導担当教員が 2 名ずつ配置さ

れている。

博士後期課程の教育基礎学専攻では、教育学、教育心理学、社会教育学、初等教育学に

わたり 18 の研究指導担当教員が配置されている。また、教科教育学専攻は、国語、英語、

社会（地理・歴史科、公民科）、数学の各教科の教科内容に関する各領域および教科教育法

について 49名の研究指導教員が配置されている（2016 年 4 月現在）。



84

〈24〉大学院人間科学研究科

教育課程に相応しい教育組織に関しては、前項の「教員像および教員組織の編制方針」

での記述とほとんど重複するが、加えて教育組織としては、2003 年度に大幅に改編した人

間科学部における学科構成の特長を挙げることができる。

〈25〉大学院社会科学研究科

本研究科の意思決定は、上位組織である社会科学総合学術院教授会（学部教授会を兼ね

る）、および本研究科専任教員で構成される研究科運営委員会で行われる。研究科運営委

員会は、本研究科において講義科目を担当する本学術院専任教員によって構成されており、

各専任教員は、第２章現状の説明（１）で述べた研究指導に従って研究分野に所属し、各

研究分野でカリキュラム編成等を討議する研究分野別会議が定期的に開催される。研究科

運営委員会の下位組織として、カリキュラム検討その他の事項を扱う研究科運営小委員会、

講義や研究指導の担当教員の審査にかかわる院・人事委員会、本研究科が発行する２つの

紀要『ソシオサイエンス』と『社学研論集』の編集を担当する紀要編集委員会、学生の教

育・生活を検討する学生教育問題委員会、そして、研究・教育サポートのあり方を検討す

る研究・教育サポート検討会がある。執行部は、2016年度現在、研究科長および研究科担

当教務主任の２人によって構成され、研究科長は学術院長が学部長とともに兼務している。

執行部の役職任期は２年間である。こうした意思決定システムにより、個々の教員間の連

携だけでなく定期的に開催される諸会議を通じて、科目の見直し等の教育検証を効果的に

進めることを目指している。

授業面では、2016年度4月末現在、55名の専任教員とともに、本学他研究科からの兼担教

員19名、他大学からの非常勤講師13名が、本研究科の教育を担っている。修士課程研究指

導は47名、博士後期課程研究指導は47名の専任教員が担当している。専任教員１人あたり

の在籍学生数は、修士課程1.71人、博士後期課程1.62人、本研究科全体で3.33人である。

本研究科において授業科目および研究指導を担当する教員の資格要件については、第３

章現状の説明（３）を参照されたい。

〈26〉大学院アジア太平洋研究科

2016 年４月現在で本研究科専任教員は 20 名（修士課程担当 20 名／博士課程担当 20 名）

であり、特定の範囲の年齢に偏らないような教員組織を心がけ、国籍、性別など多様なバ

ックグラウンドを持つ教員を集めている。本研究科では日英２言語による教育体制を敷い

ている関係で、日本語・英語の両方で授業を担当できることを採用要件としている。また、

地域研究を行う教員の中には対象国・地域の現地語に精通している者も多く、多様な教育・

研究の機会を提供している。

〈28〉大学院日本語教育研究科

本研究科では、日本語教育および教員養成についての理念、理論の裏付けを持った実践

ができる人材を輩出するため、理論と実践を統合した教育課程を編成している。この教育

課程を実施するために、修士課程 100 名、博士後期課程 45 名の学生収容定員のもと、演習
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担当専任教員を 10名擁している。なお、演習担当専任教員はそれぞれ専門を別にしており、

また、研究科外からも 20 名ほど、実践研究および理論研究担当として各分野一線級の講師

を配置しており、多様化が進む日本語教育の分野を網羅する、幅広い領域の研究指導体制

を確保している。

以上のような取り組みによって、ますます多様化する日本語教育分野において、研究面、

教員養成面でモデルとなる、教育課程にふさわしい教員組織を整備している。

〈29〉大学院情報生産システム研究科

修士課程 200 人、博士課程 20 人の定員に対して、各分野および境界領域に関する教育

の充実を図るため、大学院全体は 33 人の教員から構成されている。教員１人あたりの修士

課程学生は 12.1 人、博士学生は同 1.8 人であり、きめの細かい教育、研究指導が行える教

員の人数であるといえる。33 人中、教授が 27 人、准教授が 3 人、助教が３ 人であるが、

年齢構成は、2016 年５月時点で 60 代が 15 人、50 代が 12 人、40 代が３人、30 代が３

人となっている。

〈32〉大学院法務研究科

専任教員の数は、65 名（専任教員 44 名（内、兼務教員 4 名）、任期付専任教員 16 名、

助教 1 名）であり、法令による必要専任教員数を満たしている（表 1）。また兼担教員 35

名、兼任教員 67 名で、教員数の合計は 167 名である。

表１ 専任教員の必要数

憲法 行政法 民法 商法
民事

訴訟法
刑法

刑事

訴訟法

必要

教員数

公法系

4 名
4 名 2 名 2 名

刑事法系

4 名

実員数 4 名 4 名 12 名 8 名 8 名 6 名 8 名

先端・展開科目の専任員数は、労働法 3 名、独占禁止法 1 名、環境法 1 名、知的財産法 1

名であり、国際関係科目の専任教員数は 4 名、基礎法科目の専任教員数は 4 名、外国法科

目の専任教員数は 2 名、実務系科目の専任教員数は 17 名である。また、専任教員 65 名の

うち、実務家教員は 22 名であり、法令により専任教員の 20％を実務家教員数とする基準

も満たしている。

〈33〉大学院会計研究科

本研究科の教育課程は、基礎科目群、コア科目群、および実務・応用科目群の３つの科

目群によって構成されている。基礎科目群は、その科目の多くを専任教員が担当している。

コア科目群についても、会計・監査・税法・経済学・統計学に属する科目の多くは専任教
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員が担当しているが、一部の科目は、それを専門とする外部の実務家教員が担当している。

特に実務・応用科目は、ほとんどの専任教員に加えて、実務の第一線で活躍中の非常勤教

員も多数の科目を担当している。このように、専任教員（設置基準に定められた 1/3 以上の

実務家教員含む）と外部の実務家教員等がバランスよく科目を担当しており、これは専門

職大学院としての教育課程に照らして適切であると考える。

〈34〉大学院スポーツ科学研究科

本研究科に設置されている５つの研究領域は、一人一人の教員が担当する「研究指導」、

「演習」、「特論」をグループ化したものであり、各研究領域で個別に教育カリキュラムが

設定されているわけではない。また、教員の研究領域への配置については、編成方針が定

まっていない。これまでの点検・評価の成果として、2012 年 7 月に策定した学術院のアク

ションプランにおいて「共通科目の拡充」や「プロジェクト研究指導設置」などの施策が

掲げられ、実現したものもある。現在の５つの研究領域の区分が適切なのかどうかという

ことについても 2013 年度大学院入試タスクフォースで議論された。

〈35〉大学院環境・エネルギー研究科

本研究科では、その設立理念、教育理念に基づいた教育・研究組織を構築してきたが、

特に既存の学部に直結した大学院と異なり、多くの広い学問分野から学生を募り、また多

くの社会人や留学生を受け入れることを強く意識した、学問統合型（文理融合）教育組織

としている。

〈36〉大学院教職研究科

本研究科では、高度な専門性と実践力を備えた教員を養成するために、専攻分野におけ

る 20 年以上の実務経験を有し、かつ高度な実務能力を有する実務家教員を配置している。

これは、教職大学院設置基準を満たしている。さらに、教職大学院において教育上コアと

して設定されている授業科目である「共通科目」「学校における実習」は、原則として専任

教員が担当している。さらに、多様な分野別選択科目や自由選択科目については、専任教

員の他、多数の優れた学内の兼担教員と学外の兼任教員が担当する教員組織を構成してい

る。

〈37〉国際コミュニケーション研究科

本研究科修士課程では教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシー）において、

言語、文化、社会の３つのスタディープランを基軸に、高いレベルのコミュニケーション

能力をもって国際社会に貢献する学生の育成に向け、教育・研究環境を整えていることを

明記する。50 名定員の修士課程には、18 の研究指導を置き、幅広い選択肢を学生に提供す

る。

一方、博士後期課程では、より複合的かつ重層的な視点から国際コミュニケーション研

究を行うことを目指し、言語・文化・メディア・社会分野を軸に、各学年定員 10 名に対し

て修士課程同様 18 の研究指導を置く。
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また、研究科運営委員会をはじめ研究科内設置の各種委員会・ワーキンググループを通

じて、教育・研究環境の見直し・改善を行う。

〈38〉大学院経営管理研究科

本研究科は、専門職大学院設置基準第４条に従うと本研究科の学生収容定員 510 名（入

学定員 255 名）に対する専任教員の（最小）必要数は、34 名であり、この場合の教員と学

生数との割合は 1:15 となる。2016 年 5 月現在、専任教員数（実績）は 41 名で学生収容定

員が 510 名であるので、教員と学生数との割合は 1:12.5 であり、（最小）必要教員数を十二

分に満たしている
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（３）教員の募集・採用・昇格は適切に行われているか。

〈１〉大学全体

教員の募集はほとんどの学部・研究科が公募形式をとっているが、専門分野により、一

部推薦形式をとっている。

教員の採用は、「早稲田大学教員任免規則」に基づき、必要に応じて各学部・研究科で内

規を定めて実施している。

各学部・研究科では、学科・専攻における会議体で審査を始め、学部運営委員会もしく

は研究科運営委員会を経て、最終的に学術院教授会で承認したものを、以下の法人会議等

に申請することとなる。

法人会議等における審議過程は、その資格により以下のように定められている。

資格 理事会 経営執行会議 稟議

専任教員 決定

特任教授、任期付教員 報告 決定

客員教員 報告 部門総括理事決裁

非常勤講師 部門総括理事決裁

昇格については、各資格の採用要件を満たすと所属箇所で判断する場合、採用と同様の

審議過程を経て、決定する。

〈２〉政治経済学部

本学術院は、教員の募集、採用、昇格にあたり、本学の定める「早稲田大学教員任免規

則」、「早稲田大学における任期を定めた教員および研究助手の任期に関する規程」、「早稲

田大学助教規程」および「早稲田大学助手規程」等を基に適切な条件を確認している。ま

た本学術院は、教員の人事に関して大学の諸規定を補完するため、「政治経済学術院人事

に関する内規」、「政治経済学術院助教制度規程」および「政治経済学術院助手制度規程」

等を別途定め、教員の採用、昇任、名誉教授推薦等の手続きおよび基準等を明確に定めて

おり、本学術院における教員の募集、採用および昇格に関する人事は、規則等に則りすべ

て適切に実施されている。

一例として、教員の募集にあたっては、上記内規等に基づき、原則として学術院長の名

前において公募により行っている。また、准教授から教授への昇任については、在職期間

と論文等についての一定の基準を満たした者につき、本人の意向を確認後、学術院戦略会

議が 3 名の委員（内 1 名は本学術院に属さない学識経験者）からなる教授昇進審査委員会

を設置し、厳正なる審査による学術院教授会への推薦に基づき、最終的に教授会が教授昇

進を決定している。なお、在職期間には原則として前任校のものを勘案することとしてい

る。

また、大学方針に沿って、国際化、男女共同参画などダイバーシティの実現を推進して

おり、教員採用・昇進の人事審査において、国籍、性別、信条、障がいを理由とするいか

なる差別も行なわないことを申し合わせている。
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2013 年度よりテニュアトラック制度を適用し採用する為に「テニュアトラック運用内規」

を設け、2016 年度の改定により、テニュア審査では学外の専門委員を加えて行うことを定

めている。

〈３〉法学部

本学部の教員採用人事は、法律科目については、法律科目人事委員会に設置される審査

委員会において研究業績、教歴を中心とした審査が十分に審議され、また、語学教養科目

については、語学教養科目人事委員会に設置される審査委員会において研究業績、教歴な

どに関する書類審査とともに面接を通じて厳正な審査が行われている。語学教養科目担当

の専任教員については公募制がとられている。

教員の昇格については、専任講師から准教授へは 3 年、准教授から教授へは 5 年の在任

期間を目途とし、その間の業績審査を行ったうえ、法律科目担当者については法律科目人

事委員会、語学教養科目担当者については語学教養科目人事委員会の議を経て、学部運営

委員会にかけられ、審議、決定するという方法が採られている。

〈４〉文化構想学部

本学部の教員の募集・採用・昇格のすべてについては、文学学術院全体を対象とし、文

学学術院人事委員会が一元的に担当している。文学学術院人事委員会は、文学学術院教授

会での互選によって選ばれ、任期は２年である。特定の教員が長期間にわたって人事にか

かわることがないよう、民主的な運営が担保されている。

募集・採用については、まず毎年人事領域の募集に対して、各論系単位もしくは他論系・

文学部コースとの共同で要望を提出することができ、文学学術院人事委員会はこれらの応

募に基づき、審議のうえ新規に採用すべき領域、嘱任年度を文学学術院教授会に提案する。

この手続きを経て新規嘱任専任教員の専門「領域」が決まると、領域ごとに文学学術院人

事委員会の設置要綱で定められた人事審査委員会が設置され、原則として公募により募集

が開始される。人事審査委員会によって採用候補者が提案されたのち、文学学術院教授会

での投票採決を経て最終的に採用者が決定する。

次に教員の昇格については、本学「教員任免規則」や関連規約などに基づき、文学学術

院人事委員会から、昇任資格を有する対象者本人、ならびにすべての論系の運営主任あて

に連絡したうえで募集が行われる。文学学術院人事委員会は応募者・被推薦者の業績を審

査し、候補者を決定して文学学術院教授会に諮り、昇格の可否が決まる。

〈５〉文学部

本学部の教員の募集・採用・昇格のすべてについては、文学学術院全体を対象とし、文

学学術院人事委員会が一元的に担当している。文学学術院人事委員会は、文学学術院教授

会での互選によって選ばれ、任期は２年である。特定の教員が長期間にわたって人事にか

かわることがないよう、民主的な運営が担保されている。

募集・採用については、まず毎年人事領域の募集に対して、各コース単位もしくは他コー

ス・文化構想学部論系との共同で要望を提出することができ、文学学術院人事委員会はこ
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れらの応募に基づき、審議のうえ新規に採用すべき領域、嘱任年度を文学学術院教授会に

提案する。この手続きを経て新規嘱任専任教員の専門「領域」が決まると、領域ごとに文

学学術院人事委員会の設置要綱で定められた人事審査委員会が設置され、原則として公募

により募集が開始される。人事審査委員会によって採用候補者が提案されたのち、文学学

術院教授会での投票採決を経て最終的に採用者が決定する。

次に教員の昇格については、本学「教員任免規則」や関連規約などに基づき、文学学術

院人事委員会から、昇任資格を有する対象者本人、ならびにすべてのコースの運営主任あ

てに連絡したうえで募集が行われる。文学学術院人事委員会は応募者・被推薦者の業績を

審査し、候補者を決定して文学学術院教授会に諮り、昇格の可否が決まる。

〈６〉教育学部

教員の募集・採用・昇格は「早稲田大学教員任免規則」「教育学部教員人事に関する細則」

等に基づき実施している。

〈７〉商学部

前項で述べたとおり、本学部では、「専任教員採用規程」等が制定されており、専任教

員選考委員会がこれらの規程に準拠して、専任教員候補者選考を行っている。専任教員候

補者は、学部管理委員会および学部運営委員会での審議をへて採用が決定される。また、

専任教員の昇格については、「専任教員昇任審査委員会規程」等が制定されており、昇任

審査委員会が、これらの規程に準拠して申請者の審査を行い、昇格の可否に関する原案を

提案する。この提案をうけて、学部管理委員会および学部運営委員会での審議をへて昇格

の可否が決定される。

以上のような体制・手続きをとることで、公正かつ透明性の高い専任教員の募集・採用、

昇格が確保されている。

〈８〉基幹理工学部

教員の新規嘱任や昇格にかかわる基本方針は、「早稲田大学教員任免規則」等において明

確に定められている。各学科では人事委員会等の選考組織により、教育・研究分野への貢

献度を評価して候補者を選出し、各学科の教室会議で推薦を行う。その後、部科主任会、

学部運営委員会での慎重審議の後、最終的には学術院教授会で正式に決定される。

〈９〉創造理工学部

教員の採用人事では、外部からの刺激による活性化のために、学外出身者を公募により

採用することも増えてきている。ただし、学科内の伝統的な教育システムを維持すること

も必要であることから、学科出身者も含めてバランスのとれた人事を行っている。

昇格等は、大学の内規を原則としつつも、学科によって独自に業績評価、経験年数など

を基に決めている。
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〈10〉先進理工学部

教員の募集・採用・昇格については、各学科の教室会議において協議され、学部運営委員

会での審議を経て、と学術院教授会で決定されており、適切に運営されている。昇格に関

しては、研究業績に加え、教育実績についても評価し、可否を決定している。

〈11〉社会科学部

専任教員の募集・採用・昇格（昇任）についての決定は、教授会において行われる。

募集については、完全公募と推薦公募という２種類の方式を採用しており、完全公募の

場合は本学および本学術院のホームページ、JREC-IN(研究者人材データベース)等において

情報が開示される。

採用については、「社会科学部学生定員・在籍学生数」で示された定員数・在籍学生数に

基づいて算出される教員定員枠、候補者個人の専門分野や研究教育能力の評価、候補者の

専門分野と本学部カリキュラムとの適合性、さらに専任教員年齢構成等を考慮しつつ、本

学部内に設置されている教員人事委員会、助教・助手人事委員会において審議・選考がな

され、本学術院教授会の議を経て採用内定とされた後、最終的には本学理事会の決裁を経

て採用されるという手続きをとっている。昇格については、社会科学部における昇任基準

に基づいて学術院教授会において審査のうえ、昇格の可否を決定している。採用の基準に

ついては、「早稲田大学教員任免規則」第11条から13条までの規定により、教授は、研究

上、教授上顕著な業績を上げ、かつ、満５年以上、大学准教授の経歴を有する者または前

号と同等以上の学識経験を有すると認められる者とされる。准教授は、研究上、教授上の

成績優秀で、かつ、(１)満２年以上、大学講師または助教の経歴を有する者、または(２)満

５年以上、助手の経歴を有する者、または(３)助手と助教を合わせて満５年以上の経歴を有

する者のうち、(１)から(３)のいずれかの条件を満たす者としている。講師には、研究上の

成績優秀にして、かつ、(１)満３年以上、助手の経歴を有する者、または(２)満５年以上、

大学院に在学し、博士候補者の検定に合格している者、または(３)博士課程における所要の

研究指導を受けた者のうち、(１)から(３)のいずれかの条件を満たす者を採用する。年齢構

成については、教授会において全体の構成を確認しながら募集時より配慮されている。

昇格については、以下の基準がある。准教授から教授への昇格は、「学術論文」と認め

られるもの５本以上を目安とする。 講師から准教授への昇格は、「学術論文」と認められ

るもの２本以上を目安とする。

採用の要件は、ファカルティ全員の合意の下に、適宜、見直されている。一方、採用・

昇格ともにその運用は、裁量の余地なく厳密に行われている。本学術院の専任教員が新た

に学部の講義科目や演習を担当する場合には、各系列委員会における審議を経て、教授会

において審議・決定される。

〈12〉人間科学部

教員の募集・採用・昇格については、教授会で定めた規約に明文化されており、そのル

ールに従って、教授会、人事委員会、学科会等において適切性・透明性を担保しつつ審議

され、最終的に教授会で承認される。
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〈13〉スポーツ科学部

大学の任免規則、学術院内の内規等に基づき、公募によって募集・採用が適切に行われ

ているとともに、昇格についても、学術院の運用内規を設定し、希望者に対して適切に行

われている

〈14〉国際教養学部

人事委員会が募集方法等採用に関する基本方針を定め、学部運営委員会に提議している。

その後、人事委員会により人事審査委員会委員が嘱任される。人事審査委員の数は５名と

し、対象となる研究教育分野を専門分野とする専任教員から３名、当該分野を専門としな

い専任教員を２名としている。業績を審査する際に学部外の専門家の意見を求めることが

できる。人事委員会は、人事審査委員会と合意のうえ、人事を学部運営委員会に提議する。

人事審査委員会委員になることができるのは、教授、准教授としている。

〈15〉大学院政治学研究科

教員の募集・採用・昇格にあたっては、「早稲田大学教員任免規則」、「早稲田大学におけ

る任期を定めた教員および研究助手の任期に関する規程」、「早稲田大学助教規程」および

「早稲田大学助手規程」等を基に適切な条件を確認している。

また、本学術院における手続きについては、「政治経済学術院人事に関する内規」、「人

事選考委員会細則」、「政治経済学術院助教制度規程」および「政治経済学術院助手制度

規程」等において、教員の採用、昇任、名誉教授推薦の手続きおよび基準等が明示されて

おり、本学術院における教員人事はすべて規則に則り適切な手順で実施している。

教員の募集にあたっては、上記規則等に基づき、原則として学術院長の名前において公

募により行っている。

准教授から教授への昇任については、在職期間と論文等についての一定の基準を満たし

た者につき、本人の意向を確認後、学術院教授会が決定している。なお、在職期間には原

則として前任校のものを入れることになっている。

〈16〉大学院経済学研究科

教員の募集・採用・昇格にあたっては、「早稲田大学教員任免規則」、「早稲田大学におけ

る任期を定めた教員および研究助手の任期に関する規程」、「早稲田大学助教規程」および

「早稲田大学助手規程」等を基に適切な条件を確認している。

また、本学術院における人事手続きについては、「政治経済学術院人事に関する内規」、

「人事選考委員会細則」、「政治経済学術院助教制度規程」および「政治経済学術院助手

制度規程」等において、教員の採用、昇任、名誉教授推薦の手続きおよび基準等が明示さ

れており、本学術院における教員人事はすべて規則に則り適切な手順で実施している。

教員の募集にあたっては、上記規則等に基づき、原則として学術院長の名前において公

募により行っている。

准教授から教授への昇任については、在職期間と論文等についての一定の基準を満たし
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た者につき、本人の意向を確認後、学術院教授会が決定している。なお、在職期間には原

則として前任校のものを含めることになっている。

〈17〉大学院法学研究科

本研究科の教員の募集・採用・昇格については、法務研究科を除いた法学学術院（法学

部）における法律科目担当者を対象とした、法律科目人事委員会が一元的に対応しており、

法学部の専任教員が、本研究科の専任教員として研究指導（論文指導）や授業科目を担当

している。このことから、教員の募集・採用・昇格についての詳細は法学部の該当箇所を

参照されたい。

〈18〉大学院文学研究科

本研究科の教員の募集・採用・昇格のすべてについては、文学学術院全体を対象とし、

文学学術院人事委員会が一元的に担当している。文学学術院人事委員会は、文学学術院教

授会での互選によって選ばれ、任期は２年である。特定の教員が長期間にわたって人事に

かかわることがないよう、民主的な運営が担保されている。

募集・採用については、まず毎年人事領域の募集に対して、各コース単位もしくは他コー

ス・文化構想学部論系との共同で要望を提出することができ、文学学術院人事委員会はこ

れらの応募に基づき、審議のうえ新規に採用すべき領域、嘱任年度を文学学術院教授会に

提案する。この手続きを経て新規嘱任専任教員の専門「領域」が決まると、領域ごとに文

学学術院人事委員会の設置要綱で定められた人事審査委員会が設置され、原則として公募

により募集が開始される。人事審査委員会によって採用候補者が提案されたのち、文学学

術院教授会での投票採決を経て最終的に採用者が決定する。

次に教員の昇格については、本学「教員任免規則」や関連規約などに基づき、文学学術

院人事委員会から、昇任資格を有する対象者本人、ならびにすべてのコースの運営主任あ

てに連絡したうえで募集が行われる。文学学術院人事委員会は応募者・被推薦者の業績を

審査し、候補者を決定して文学学術院教授会に諮り、昇格の可否が決まる。

〈19〉大学院商学研究科

本研究科の専任教員（助教を除く）は、商学部の専任教員でもあるため、教員の募集・

採用・昇格については、商学部の説明を参照されたい。

〈20〉大学院基幹理工学研究科

教員の新規嘱任や昇格にかかわる基本方針は、「早稲田大学教員任免規則」等において明

確に定められている。各専攻では人事委員会等の選考組織により、学部および研究科の教

育・研究分野への貢献度を評価して候補者を選出し、各専攻の教室会議で推薦を行う。そ

の後、研究科主任会、研究科運営委員会での慎重審議の後、最終的には学術院教授会で正

式に決定される。
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〈21〉大学院創造理工学研究科

教員の採用人事では、外部からの刺激による活性化のために、学外出身者を公募により

採用することも増えてきている。ただし、専攻内の伝統的な教育システムを維持すること

も必要であることから、学科・専攻出身者も含めてバランスのとれた人事を行っている。

昇格等は、大学の内規を原則としつつも、専攻によって独自に業績評価、経験年数など

を基に決めている。

〈22〉大学院先進理工学研究科

教員の募集・採用・昇格については、各専攻の教室会議において協議され、研究科運営

委員会での審議を経て、学術院教授会で決定されており、適切に運営されている。昇格に

関しては、研究業績に加え、教育実績についても評価し、可否を決定している。

〈23〉大学院教育学研究科

教員の採用において、「早稲田大学教員任免規則」、「早稲田大学における任期を定めた教

員および研究助手の任期に関する規程」、「早稲田大学助教規程」および「早稲田大学助手

規程」等を基に適切な条件を確認している。また研究指導担当教員を採用する場合、教育・

総合科学学術院の教員によって組織される人事選考委員会に、教育学研究科から採用者に

関する当該専攻の研究指導担当教員のほかに、他の専攻より２名の研究指導担当教員が加

わることにより、研究指導担当教員としての資格・能力について審査を行っている。また

新たに研究指導を担当する場合、運営委員会が定めた「研究指導増設要件」に従い、各専

攻およびカリキュラム検討委員会において授業担当教員となって以降の業績について審査

し、研究科運営委員会の議決を経て決定されている。そのような審査に基づいて、本研究

科の教育課程にふさわしい教員組織を整備している。

〈24〉大学院人間科学研究科

教員の募集・採用・昇格については、教授会で定めた規約に明文化されており、そのル

ールに従って、教授会、人事委員会、学科会等において適切性・透明性を担保しつつ審議

され、最終的に教授会で承認される。

〈25〉大学院社会科学研究科

専任教員の募集・採用・昇格は、本学術院において行われる。募集については、完全公

募と推薦公募という２種類の方式を採用しており、完全公募の場合は、研究者人材データ

ベース(JREC-IN)や本学および本学術院のホームページにおいて公募情報が開示されると

ともに、他大学や関連箇所に募集要項が配送される。

採用については、「大学院社会科学研究科学生定員・在籍学生数」で示された定員数・在

籍学生数に基づいて算出される教員定員枠、候補者個人の専攻分野や研究教育能力の評価、

候補者の本学術院（おもに本学部）カリキュラムとの適合性、さらに専任教員年齢構成等

を考慮しつつ、本学術院内に設置されている教員人事委員会において審議・選考がなされ、

本学術院教授会の議を経て採用内定とされた後、最終的には本学理事会の決裁を経て採用
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されるという手続きをとっている。

昇格については、「大学院社会科学研究科教員昇任基準」の基準に基づいて学術院教授会

において審査のうえ、昇格の可否を決定している。専任教員の募集・採用・昇格に関する

その他の事項については、社会科学部の記述を参照のこと。

ここでは本研究科において講義や研究指導を担当するための要件について示す。本学術

院の専任教員が、大学院の講義を担当するための要件は、原則として、教授・准教授で、

博士の学位を有するか、あるいは担当科目関連の論文を８本以上（学会発表に基づく論文

１本以上を含む）発表していることである。研究指導・演習の担当者は、上記要件に加え、

直近５年以内に担当科目関連の論文が５本以上あること等の要件が定められている。この

要件は、研究科全員の合意の下に、適宜、見直されている。一方、その運用は、裁量の余

地なく厳密に行われている。本学術院の専任教員が新たに本研究科の講義科目や研究指

導・演習を担当しようとする場合には、研究分野別会議や院・人事委員会における審議を

経て、研究科運営委員会において審議・決定される。

〈26〉大学院アジア太平洋研究科

本研究科では、「専任教員の人事に関する申し合わせ」、「研究科専任教員採用人事内規」、

「研究科本属専任教員の昇任審査手続きに関する申し合わせ」において、教員の募集・採

用・昇任に関する基準を明確に定めている。また、「テニュア・トラック採用教員の身分変

更審査申合せ」を定めているとおり、柔軟な教員採用を実践していくための方策として、

テニュア・トラック制度を導入し、実際にこの制度によって任期付き教員から任期の定め

のない専任教員となった者が１名いる。

〈28〉大学院日本語教育研究科

教員募集にあたっては、公募を原則とし、任免・昇格にあたっては、運営委員会におい

て、「早稲田大学教員任免規則」の審査基準に則って審査決定することで、透明性を確保し

ている。また、従来から教員採用、昇進の人事審査において、国籍、性別、信条、障がい

などを理由としたいかなる差別も行っていなかったが、本学のダイバーシティのあり方を

国際水準に合致させるために、大学全体として、上記の申し合わせを行っている。なお、

教員募集については、現所属機関とのトラブルを回避するため、可能な限り、嘱任の１年

前に採用決定するスケジュールで進めている。

〈29〉大学院情報生産システム研究科

教員の募集については、定年退職教員の後任としての募集を、発生の都度公募で行って

いる。また、教員の任免・昇格は「早稲田大学教員任免規則」に基づき実施している。い

ずれも、研究科運営委員会および理工学術院教授会等の審議を経て、理事会等で決定され

る。

〈32〉大学院法務研究科

専任教員に関する人事は、研究科人事委員会が、法科大学院設置基準、同認証評価基準
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および研究科が設置する科目等に照らして策定した人事計画により、具体的条件を提示し

て、候補者の推薦を求める研究科内公募の形式を採っている。昇任については、「専任教

員の昇任に関する法務研究科細則」により、審査委員会を構成し審査するものとされてい

る。

専任教員の採用時においては、「専任教員嘱任に関する法務研究科細則」に従って、審査

委員会が専任教員候補者の適格性についての実質審査を行い、その審査報告に基づき教授

会において最終判断を行っている。審査においては、担当科目を教えるに相応しい教育能

力があるかどうかを、研究業績あるいは実務経験だけでなく、教育実績を含めて多角的に

審査をしている。

実務家教員については、「任期付き専任教員の身分変更に関する法務研究科細則」および

「派遣教員の嘱任に関する法務研究科細則」に定める資格要件および手続きに従って審査

が行われ、実務経験が十分に豊富な教員を採用している。なお、実務家教員が法律基本科

目を担当する場合は、採用時に研究者教員と同じ基準による審査を行っている。

また、派遣裁判官教員あるいは派遣検察官教員についても、司法研修所等での教官経験

など教育経験のある者の派遣を要請している。

〈33〉大学院会計研究科

「専門職大学設置基準」および「早稲田大学教員任免規則」に準拠し、「専任教員等の

嘱任に関する細則」を定め、優れた研究業績または実務経験を持った教育者を学内外に求

め、採用している。応募者の採用は、選考委員会の報告に基づき、本研究科運営委員会に

諮り承認された者を商学学術院教授会に対して嘱任候補者として推薦し、正式決定してい

る。

また、昇格にあたっては「専任教員の昇任に関する細則」に基づき、審査委員会を設置

し申請者の昇格の適否を審査している。この審査委員会の報告に基づき、昇任人事を本研

究科運営委員会に諮り、その議を経て決定された者を商学学術院教授会に対して昇任候補

者として推薦し、正式決定している。

〈34〉大学院スポーツ科学研究科

学術院としての教員募集については公募方式を用いることにより公平性・透明性を確保

している。また、その嘱任・採用・昇格の審査については、学術院内に運用内規を制定し

て適切に行われている。大学院担当教員としての審査に関しても、審査内規を策定し適正

に運用されている。しかしながら、その基準はあくまでも当該教員個人の研究能力にとど

まっており、本研究科が用意している教育課程全体の中のどこをどのように担うのかとい

う組織整備の観点からの担当教員の審査が行われているわけではない。

〈35〉大学院環境・エネルギー研究科

教員の採用・昇格については、教育への貢献および成果、外部との連携や実践的な研究

マネージメントおよび成果、主要学会への論文、国際会議での講演等を評価のうえ、研究

科運営委員会および学術院教授会の承認により決定され、適切に行われている。
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〈36〉大学院教職研究科

専任教員の選考は、学術院教授会において、人事枠並びに募集条件の確認の後、本研究

科運営委員会において募集方法等を決定し、協議のうえ採用候補者を選定し、学術院教授

会に推薦する。人事委員会が選考した候補者について学術院教授会において投票で決定す

る。みなし専任教員および兼任教員については、本研究科運営委員会が決定する。2013 年

度においては、上記の方法に則り、専任講師の採用を行い、さらに 2014 年度においては、

採用後５年を経過しかつ教育研究業績が優れていることを条件として、３名の准教授を教

授に昇任する選考を行った。さらに、2015 年度においては、2 名の任期付専任教員と 1 名

のみなし専任教員を実務経験の豊かさと業績によって採用した。このように、本研究科に

おいては、募集・採用・昇格を適切に行っている。

〈37〉国際コミュニケーション研究科

本研究科の教員の多くが基盤となる国際教養学部に所属することから、すべての人事案

件は国際教養学部と共同で行う。人事委員会で決められた提案は、研究科運営委員会、お

よび国際教養学部運営委員会に提議される。両委員会の承認を経て、人事委員会は人事審

査委員会委員を嘱任する。人事審査委員は、対象となる研究教育分野を専門分野とする専

任教員、当該分野を専門としない専任教員から複数名で構成される。業績を審査する際に

は、研究科外の専門家の意見を求めることも可能である。人事委員会は、人事審査委員会

と合意のうえ、人事を国際教養学部運営委員会に提議する。国際教養学部運営委員会にて

承認された人事案は、研究科運営会議にて承認された後、学術院運営委員会へ提議される。

なお、人事審査委員会委員資格者は、教授、准教授である。

〈38〉大学院経営管理研究科

本研究科では、教員の新規採用において、「大学院経営管理研究科常勤教員採用規程」を

定め、応募者の資格、選考基準、選考プロセス等を明らかにしている。また、教員の昇任

申請にあたっては、「大学院経営管理研究科専任教員の昇任に関する規程」および「大学院

経営管理研究科専任教員の昇任に係わる業績基準等」を定め審査のプロセス等を明らかに

している。
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（４）教員の資質の向上を図るための方策を講じているか。

〈１〉大学全体

本学では、FD（ファカルティ・ディベロップメント）を、「教育の質を保証し、さらに向

上させるための組織的取り組み」と位置づけ、さまざまな施策を実行している。

例えば、毎年４月に新任の専任教員を対象として「新任教員セミナー」を開催し、新た

に本学の一員となった教員が教育研究活動を行うにあたって役立つ事項（本学の教育研究

に関する諸制度やシステム・サービスの利用方法等）について情報提供を行っている。

本学独自の授業支援システムである Course N@vi の利用方法に関する説明会を、教職員

（非常勤教員を含む）を対象として毎年春と秋に開催するとともに、ポータルオフィスで

は教職員からの個別の問い合わせに対応している。

また、2008 年度より、英語による授業をすでに実施している、あるいは今後その予定の

ある専任教員を対象として、本学の米国内協定校に３週間程度派遣し、教授法、英語によ

るプレゼンテーションスキル講座、授業見学、模擬授業等の研修を実施している。なお、

2012 年度は派遣型研修だけでなく、前期末にワシントン大学から本学に講師を招き、1 日

コースの FD プログラム研修を実施し、2013 年度より研修内容を見直して半日コースの FD

プログラム研修として実施している。

その他にも、日本私立大学連盟が主催する新任教員向けの FD 推進プログラムへの参加を

促すなど、学外で開催される FD 研修も活用しながら、教員の資質の向上に取り組んでいる。

FD の推進組織として、2007 年 10 月には、FD にかかわる全学的な議論、調整を行うた

めに、各授業実施箇所からの委員で構成される FD 推進委員会を立ち上げ、授業開講期間を

中心に毎年度８回程度開催してきた。

また、2008 年 10 月には、教務部外局として FD 推進センターを設置し、FD 活動の充実

化、実質化のための体制を強化し、2014 年 2 月には、大学総合研究センターを設置し、FD

推進センターの機能を包摂している。これに伴い、2014 年度より FD 推進委員会に代わる

組織として教育方法研究開発委員会を設置し、活動を行っている。

大学全体としては、定例で開催されている FD 推進委員会において、学生授業アンケート、

シラバス、GPA、成績評価基準、ティーチングアワードなどの検討に加えて、各学部・研

究科における FD 活動の取り組みを順次紹介し、情報の共有化を図ってきた。

年月 会議体・議題

2011 年６月 第 26 回 FD 推進委員会

・ 学部・研究科での FD の取り組み紹介

「ビジネススクール（商学研究科ビジネス専攻）の授業評価の現状と課題」

2011 年９月 第 27 回 FD 推進委員会

・ 学部・研究科での FD の取り組み紹介

「国際教養学部での FD の取り組み紹介」

2011年10月 第 28 回 FD 推進委員会

・学部・研究科での FD の取り組み紹介

「社会科学総合学術院での FD の取り組み紹介」
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2012年12月 第 37 回 FD 推進委員会

・学部・研究科での FD の取り組み紹介

「法務研究科での FD の取り組み紹介」

2013 年 1 月 第 38 回 FD 推進委員会

・学部・研究科での FD の取り組み紹介

「政治経済学部での FD の取り組み紹介」

2014 年 3 月 第 47 回 FD 推進委員会

・学部・研究科での FD の取り組み紹介

「文学学術院での FD の取り組み紹介」

〈２〉政治経済学部

本学術院においては、授業実施期間の毎月最終水曜日にファカルティ・ワークショップ

を開催し、学術院を構成する教員が交代で研究テーマに関する報告を行い、同僚教員がプ

レゼンテーションの仕方等について厳しく助言を行うことにより相互に教員研究者として

の資質向上に努めている。

また、学術院における教育の国際化に対応するため、本学術院は毎年３月に本大学の実

施する米国での FD プログラムに１～３名の教員を派遣し、英語での授業実施能力の向上

を図っている。派遣した教員は帰国後、本学術院教授会またはファカルティ・ワークショ

ップで研修成果の報告を行うこととし、その体験を広く学術院教員間で共有すべく努めて

いる。

本学術院の新任教員は、本大学の実施する FD プログラムに参加し、本大学教員として

理解すべき事項について包括的な知識を修得する機会を得ている。

〈３〉法学部

本学部の教育水準を高めるには、教員の研究レベルの向上が不可欠であるが、その点、

法学部教員の研究活動はきわめて活発である。毎年多数の学会、研究会が本学部教員を中

心として実施され、比較法研究所、グローバル COE が主催する講演会やシンポジウムも数

多い。教員の学術論文等の研究業績は、大学教務部がホームページ展開する「研究者デー

タベース」と独立行政法人科学技術振興機構が提供する「研究開発支援総合ディレクトリ」

において公表されている。また、教育活動については、大学が実施している学生による授

業評価アンケートとは別個に、本学部独自の授業アンケートを作成、実施している。

〈４〉文化構想学部

教員の教育活動については、シラバスの記載を詳細化し、１回ごとの授業について、学

生があらかじめ十分な情報とイメージを得たうえで臨めるよう配慮している。また、履修

者が５名以下の僅少科目については、文学学術院カリキュラム委員会による指導を行い、

科目を管轄する論系からの「履修に関わる状況説明および対応の方策」という書類の提出

を求めている。また、「必修基礎演習」については担当者の懇談会を行い、教科書やデータ

ベースも作って、円滑かつ統一的な運営を図っている。
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教員の教育活動に関する評価については、「ゼミ論文」、「卒業研究」を除くすべての設置

科目を対象とした「学生授業アンケート」を半期ごとにウェブサイト上で実施し、科目担

当者にその結果をフィードバックするほか、文学学術院カリキュラム委員会に実施状況の

報告を行っている。

また、アカデミック・リテラシー養成のための１年生向け「必修基礎演習」の教科書・

データベースを教員が作成し、担当者懇談会を開いて授業の均質化を図るほか、助教懇談

会を開催して授業運営のオリエンテーションを実施している。

教員の研究活動に関する評価については特に行っていないが、「研究者データベース」に

入力された研究業績や、科研費をはじめとする研究費取得の状況などから、教員の研究活

動の一端がわかる。科研費採択に関しては応募に関する呼びかけや、書類作成上のサポー

トなどが行われている。また、学内でも特定課題研究に対して研究費の支給が行われてい

るが、特定課題と科研費への応募をリンクさせることによって、科研費への応募を増やす

努力がなされている。

文学学術院では、本学部論系・文学部コースを母体とした 17 の学術院内学会があり、教

育と研究をリンクさせることにより、若手研究者の育成の場として機能するとともに、教

員の質の向上につながっている。

今後、学術院全体にかかわる総合人文科学研究センターの発足に伴い、本学部が先進的

な研究の拠点となっていくことが予想される。

教員が研究に専念できるように、本学「特別研究期間制度に関する規程」に則り、１年

以内あるいは６カ月以内で研究に専念できる期間が設けられている。

〈５〉文学部

個別教員の教育活動に関する評価については、「卒業論文」を除くすべての設置科目を対

象とした「学生授業アンケート」を半期ごとにウェブサイト上で実施し、科目担当者に結

果を知らせている。文学学術院カリキュラム委員会では必修科目を除くすべての設置科目

を半期ごとに調査し、履修者僅少科目については担当コースへ授業内容の改善を促してい

る。また、教員にシラバスを詳細に記載させ、体系的で密度の濃い授業の実施を求めてい

る。教育活動全体に対する評価については毎年１回、本学部の全在学生を対象に「学生実

態調査」を実施し、カリキュラム編成や教育制度について、満足度や意見・要望の集約を

行っている。

また、アカデミック・リテラシー養成のための１年生向け「必修基礎演習」の教科書・

データベースを教員が作成し、担当者懇談会を開いて授業の均質化を図るほか、助教懇談

会を開催して授業運営のオリエンテーションを実施している。

教員の研究活動については、新規嘱任教員に対する着任時ガイダンス、科研費応募説明

会の開催、特定課題研究費の支給、学会出張費の補助などを通じて教員の研究をサポート

し、学会参加や研究発表を促している。

文学学術院では、本学部コース・文化構想学部論系を母体とした 17 の学術院内学会があ

り、教育と研究をリンクさせることにより、若手研究者の育成の場として機能するととも

に、教員の質の向上につながっている。
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教員が研究に専念できるように、本学「特別研究期間制度に関する規程」に則り、１年

以内あるいは６カ月以内で研究に専念できる期間が設けられている。

〈６〉教育学部

教授会で全学の FD 推進委員会の審議、活動を紹介することを通して FD に関する意識の

共有化を図っている。2011 年度より学生授業アンケートを原則として全科目で実施し、そ

の結果を教員にフィードバックしている。

また、ハラスメントについての教員講習を教授会で行い、良好な教育関係の形成とさら

なる向上を目指している。

〈７〉商学部

本学部では、演習科目など一部の例外を除いて、全科目についてウェブ上で学生による

授業アンケートを実施し、担当教員の授業内容や授業方法の改善に役立てている。また、

全学的な取り組みとして、「特別研究期間制度」が設けられている。これは、原則として

教員が 10年に１回、授業を担当せずに研究に時間を使うことができる制度である。さらに、

全学的なシステムとして研究者データベースが整備されている。このデータベースには、

専任教員の教育研究に関する諸活動を入力することができ、かつウェブ上で公開されてい

る。これは、教員の教育研究活動等の自己評価体制とみなすことができる。

〈８〉基幹理工学部

全学「FD 推進委員会」の活動に準じ、学生による授業評価アンケートの集計結果を教員

に還元するとともに、自己点検・入試教育検討委員会で FD に関する継続的な検討を実施し

ている。1 年次専門選択必修科目では、複数学科の教員が同一科目を担当し、期首、期末に

担当者会議を開催して、教育方法の改善に取り組んでいる。また、定期的に教員を海外に

派遣する教育制度研修を実施している。更に、2014 年度春学期より「早稲田大学ティーチ

ングアワード」に登録し、独創的かつ効果的な学部教育を実践している教員に対する表彰

制度の導入を開始した。

〈９〉創造理工学部

大学の指針等を基に、主として学科ごとにファカルティ・ディベロップメント（FD）、カ

リキュラム委員会等を組織して、資質の向上を図っている。また、学生に対して授業アン

ケートを実施し、FD 等での参考にしている。JABEE（日本技術者教育認定機構）の認定

を受けている学科は、その基準に沿って教育・研究の維持・向上を進めている。

〈10〉先進理工学部

本学部に点検・評価委員会を設け、FD 活動の適切な実施を図っている。また、

全学で 学生による授業評価アンケートを実施しており、アンケート結果に基づく対応策

を各学科で協議している。加えて、大学総合研究センターが提供する FD プログラムに希望

者が参加している。さらに、2014 年度より早稲田ティーチングアワードに参加しており、
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自己点検評価委員会で優れた教育を行った教員を選定し、学部運営委員会で決定して早稲

田大学ティーチングアワード審査委員会に推薦するとともに、受賞者は学部運営委員会で

教育上のポイントについて講演を行っている。

〈11〉社会科学部

教員の資質については、研究活動および教育活動の両側面から検証する必要があろう。

教育面については、本学ホームページ「研究者データベース」において教育業績の定期

的な自己評価を求め、その内容を公開している。内容は、（1）教育内容・方法の工夫（授

業評価等を含む）、（2）作成した教科書、教材、参考書、（3）教育方法・教育実践に関する

発表、講演等、（４）その他教育活動上特記すべき事項の４点である。

教務主任(学部・大学院)が全学的な教育方法研究開発委員会のメンバーとなり、学部にお

いて新たなツールを用いた教育方法等の紹介を行っている。また、教育の質を向上させる

ための方策（Course N@vi など）やリソースを全担当教員が活用できるよう環境を整備し

ている。

研究活動については大学院社会科学研究科の項を参照されたい。

〈12〉人間科学部

授業や管理業務が免除されて専攻する分野の研究に専念できる特別研究期間制度があり、

教員はこれを取得することで教育研究に関する資質向上を図ることができる。また、個々

の教員が担当する授業の向上のためには、ファカルティ・ディベロップメントの一環とし

て、個々の教員が毎授業時に学生からの声をフィードバックする工夫をしたり、さらには

大学全体のシステムとして学生による授業アンケートがある。なお、2015 年度からは教員

間の授業改善のための FD 研究会が発足し、年 6〜7 回のペースで発表会を実施している。

〈13〉スポーツ科学部

大学の FD 推進委員会における研究成果や情報提供を参考にして、教員の資質の向上を図

るとともに、大学が用意している海外研修等への参加を奨励し、報告会によってその成果

を教員間で共有できるように努めている。専任教員については、おおむね 10 年程度ごとに

特別研究期間（サバティカル）を取得できるように配慮しており、研究成果の充実と教育

能力の向上に寄与している。また、助手・助教を中心とする若手教員については、主に新

入生を対象とする共通教育（助教）やその補助業務（助手）を担当することによって教育

経験を積ませている。

〈14〉国際教養学部

国際教養学部では主に学部運営委員会開催日を中心にファカルティ・セミナーを実施し

て、教員の知見の拡大を通じた教育の質向上に役立てている。ファカルティ・セミナーで

の実施内容は主に以下のとおりである。

１）海外から招聘したゲストスピーカーによる研究報告

２）特別研究期間から復帰した専任教員による研究報告
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３）若手研究者の研究報告

授業評価については毎学期、学部運営委員会で実施依頼を行い、評価結果をカリキュラ

ム編成における重要な判断材料としている。また、新規嘱任教員にはガイダンスを実施し、

学部の教育方針について説明を行い、疑問点を明確にしたうえで、確実な理解を求めてい

る。

〈15〉大学院政治学研究科

本研究科においては、毎月定期的にファカルティ・ワークショップを開催している。さ

らに、学術院における教育の国際化に対応するため、本学術院は毎年３月に本学の実施す

る米国での FD プログラムに１～３名の教員を派遣している。新任教員は、本学の実施す

る FD プログラムに参加し、本学教員として理解すべき事項について包括的な知識を修得

する機会を得ている。

〈16〉大学院経済学研究科

本学術院においては、毎月定期的にファカルティ・ワークショップを開催し、本学術院

を構成する教員が交代で研究テーマに関する報告を行い、同僚教員が多様な観点から厳し

く助言を行うことにより、相互に研究者としての資質向上に努めている。さらに 2014 年

度からは毎週に短時間のランチタイム・セミナーを開催し、教員同士の闊達な議論を通じ

て新たな研究の方向性を模索している。

また学術院における教育の国際化に対応するため、本学術院は毎年３月に本学の実施す

る米国での FD（Faculty Development）プログラムに１～３名の教員を派遣し、英語での

授業実施能力の向上を図っている。派遣した教員には帰国後、本学術院教授会で報告を行

ってもらい、その体験を教員間で広く共有すべく努めている。海外に赴く時間的余裕のな

い教員からの希望に対応するため、講師を海外から早稲田大学に招いて、より効果的な講

義デザイン等に関する集中講座を実施することも行っている。

新任教員には、本学の実施する FD プログラムへの参加を推奨し、本学教員として理解

すべき事項について包括的な知識を修得する機会を提供している。

〈17〉大学院法学研究科

既に述べたように、本研究科は、法学部の専任教員が本研究科の研究指導（論文指導）

や授業科目を担当している。このため、教員の資質の向上を図るための取り組みについて

も、法学部の該当箇所を参照されたい。

〈18〉大学院文学研究科

個別教員の教育活動に関する評価については、「修士論文」、「博士論文」を除き、「学生

授業アンケート」を半期ごとにウェブサイト上で実施し、科目担当者に結果を知らせてい

る。文学学術院カリキュラム委員会では必修科目を除くすべての設置科目を半期ごとに調

査し、履修者僅少科目については担当コースへ授業内容の改善を促している。また、教員

にシラバスを詳細に記載させ、体系的で密度の濃い授業の実施を求めている。
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教員の研究活動については、新規嘱任教員に対する着任時ガイダンス、科研費応募説明

会の開催、特定課題研究費の支給、学会出張費の補助などを通じて教員の研究をサポート

するほか、紀要を毎年刊行して教員の論文発表の場を提供している。

教員が研究に専念できるように、原則として５年に１回半年、あるいは 10 年に１回１年

間の特別研究期間が設けられている。

文学学術院では、文学部コース・文化構想学部論系を母体とした 17 の学術院内学会があ

り、教育と研究をリンクさせることにより、若手研究者の育成の場として機能するととも

に、教員の質の向上につながっている。

今後、学術院全体にかかわる総合人文科学研究センターの発足に伴い、本研究科が先進

的な研究の拠点となっていくことが予想される。

〈19〉大学院商学研究科

本研究科の専任教員（助教を除く）は、商学部の専任教員でもあるため、この点につい

ては商学部の取り組みを参照されたい。

〈20〉大学院基幹理工学研究科

全学「FD 推進委員会」の活動に準じ、学生による授業評価アンケートの集計結果を教員

に還元するとともに、自己点検・入試教育検討委員会で FD に関する継続的な検討を実施し

ている。定期的に教員を海外に派遣する教育制度研修も実施し、教員の資質向上を目指し

ている。

〈21〉大学院創造理工学研究科

大学の指針等を基に、主として専攻ごとにファカルティ・ディベロップメント（FD）を

開催、あるいはカリキュラム委員会等を組織して、資質の向上を図っている。また、学生

に対して授業アンケートを実施し、FD 等での参考にしている。JABEE（日本技術者教育

認定機構）の認定を受けている専攻は、その基準に沿って教育・研究の維持・向上を進め

ている。

〈22〉大学院先進理工学研究科

本研究科に点検・評価委員会を設け、FD 活動の適切な実施を図っている。

全学で授業評価アンケートを実施しており、アンケート結果に基づく対応策を各専攻で

協議している。加えて、大学総合研究センターが提供する FDプログラムに希望者が参加し

ている。研究成果の公表・議論の場として国内・国外の学会活動を推奨しており、常に世

界最先端を意識した研究実績の蓄積に注力できる環境を整えている。

〈23〉大学院教育学研究科

本研究科では、『教育学研究科紀要』を毎年度末に１回、『教育学研究科紀要（別冊）』を

年２回、９月と３月に刊行し、教員および大学院生の研究の成果を公表・共有する機会を

設けている。また、本研究科は早稲田大学教育総合研究所が開催する公開講演会・研究会
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の多くを共催し、研究情報・動向を学んだり発信したりしている。さらに各専攻の下で早

稲田大学教育学会、早稲田大学国語教育学会、早稲田大学英語・英文学会が定期的に開催

されている。

〈24〉大学院人間科学研究科

授業や管理業務が免除されて専攻する分野の研究に専念できる特別研究期間制度があり、

教員はこれを取得することで教育研究に関する資質向上を図ることができる。また、個々

の教員が担当する授業の向上のためには、ファカルティ・ディベロップメントの一環とし

て、個々の教員が毎授業時に学生からの声をフィードバックする工夫をしたり、さらには

大学全体のシステムとして学生による授業アンケートがある。

〈25〉大学院社会科学研究科

教員の資質については、研究活動および教育活動の両側面から検証する必要がある。研

究面については、各教員が当該分野の専門研究者として多くの研究成果を上げていること

は、本学ホームページや科学技術総合リンクセンター（J-GLOBAL）の研究者データベー

スを通じても公表されている。本研究科において授業を担当している専任教員 55名のうち、

博士学位保持者は 33 名である。また、本学術院の 2011 年からの科学研究費採択件数は、

下記の表Ⅰのとおりである。

表Ⅰ 科学研究費採択件数（新規および継続の合計。助教・助手を除く専任教員）

2011 年度 2012年度 2011 年度 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度

研究代表者 13 12 16 21 23 15 21

研究分担者 9 10 13 10 11 10 9

合計 22 22 29 31 34 25 30

単位:人

教育面については、毎学期末に講義科目受講生を対象に実施される「授業アンケート」

の結果が各担当教員に知らされ、授業内容向上のために参考とされている。また、教育方

法研究開発委員会（旧：ファカルティ・ディベロップメント(FD)推進委員会）の方針のも

と、シラバス改善や授業支援システム「CourseN@vi」の活用支援を実施するとともに、同

推進委員会が主催する教員向けセミナーの情報提供も行い、学術院としては本学が実施す

る米国での FD プログラムへの教員派遣も行っている。院生や教員が交代で研究報告を行う

「院生・教員合同セミナー」の機会も設けられており、参加した教員にとっては、院生や

同僚教員の前で研究発表を行うことで、FD にも貢献している。

〈26〉大学院アジア太平洋研究科

全学的な機関として教育方法研究開発委員会が組織され、本研究科の教務主任が定期的

に委員会に出席し、大学全体の教員の資質向上のための取り組みに参画している。また 2012
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年度には本研究科の助教一名も本大学国際部が主催する米国協定大学を利用したファカル

ティ・ディベロップメント（ＦＤ）プログラム（約３週間、米国にて実施）に参加してい

る。本研究科の特徴として、グローバル COE、大学院 GP（組織的な大学院教育改革推進

プログラム ）、大学の世界展開力強化事業等に採択されたことにより、国際的な教員交流

の機会が多くなること、また WIAPS（早稲田大学アジア太平洋研究センター）研究会を定

期的に開催することによって研究科内の教員同士および訪問学者・リサーチフェローの外

部機関の研究者と研究内容をシェアすることも、教員の資質向上のための方策と位置づけ

て実施している。さらに２０１３年度から講義動画収録の先行導入箇所として講義動画収

録に取り組んでおり、これまでに専任教員の開講科目の 76％・49 科目を収録し、公開して

いる。。２０１４年度にはシンガポールの協定大学であるナンヤン工科大学との共同授業を

動画収録している。

〈28〉大学院日本語教育研究科

各教員は、それぞれの研究成果についてホームページを通じて公表し、また、紀要であ

る『早稲田日本語教育学』などにおいてその成果を発信している。それぞれの研究分野に

おいて、研究会を組織し、定期的に発信すると同時に研鑽を行っている。授業については、

学生の授業評価アンケートを実施し、授業改善の材料とするとともに、2015 年度から早稲

田大学ティーチングアワードを実施し、教員の表彰制度を導入している。また、大学総合

研究センターが実施している米国協定校講師による FD 企画や、派遣型 FD プログラムへの

参加も可能としている。さらに、2015 年度から学生相談の対応の仕方について、ICT を活

用した授業方法等に係る取組みについて等、本学の専門家を招いた FD プログラムを実施し

ている。なお、ICT やネットワークを活用し教育効果向上を図る取組みを e-Teaching と定

義し、すぐれた取組みを e-Teaching Award として表彰しているが、本研究科の教員が第１

回 e-Teaching Award を受賞しているほか、本研究科全専任教員が担当している「演習Ⅰ」

の研究倫理教育の取組みも、2015 年度 Good Practice 賞を受賞している。

〈29〉大学院情報生産システム研究科

全学的に推進している FD 推進制度の一環として、全学的な学生授業アンケート、ならび

に本研究科独自の設問項目を設けたアンケート調査を毎学期実施し、教員の授業の改善に

努めている。

さらに、2007 年度以降 8 年間で５名の教員が、特別研究期間制度（教員の授業の担任を

免除し、専攻する分野について研究に専念することで、研究・教育を向上させることを目

的として設けられた制度）を利用している。

〈32〉大学院法務研究科

FD 委員会主催の FD 研修会を、各年度春学期と秋学期の２回開催し、教員相互の研鑚に

努めている。同研修会では、在学生や卒業生を招いてスピーチをしてもらっており、学生

の要望や意見を知る機会としても活用している。FD 研修会における議論の成果は、カリキ
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ュラム検討委員会、FD 委員会、長期戦略委員会等に持ち帰られ検討の素材となっているだ

けでなく、後述の授業見学等と相乗的な効果をもって、自身が担当する授業の改善に関す

る取り組みにおいて、有用な効果を上げている。

さらに、春学期と秋学期の２回、授業の相互参観期間を設け、相互参観を実施している。

専任教員は、原則として各年度内に一度は授業見学をするよう要請され、相互参観の実施

率を向上させるため、授業アンケートの結果や科目間のバランスを考慮して推奨授業を設

けて、見学を促している。授業見学が終了すると、授業の所見を事務所を通じて当該教員

へと提出することで、見学する側のみならず、見学される側の授業改善にも役立つように

している。

研究推進という側面では科学研究費や学内外の公募型研究費への申請を促進しており、

2015 年度の科学研究費では、基盤研究(B)1 名、基盤研究(C)9 名、、挑戦的萌芽研究 1 名、

若手研究(B)1 名が採択された研究を展開している。

〈33〉大学院会計研究科

本研究科が設置する全科目(研究指導は除く)について、各学期の中間と期末の授業時に記

述式またはマークシート式による学生授業評価を実施している。担当教員に対しては授業

評価結果を個別に通知し、また運営委員会もしくは FD 委員会で全体の集計結果を開示し、

その後の授業改善等に役立てている。また、本研究科 FD 委員会を組織し、学生授業評価の

設問項目の改善に向けた検討など、FD にまつわる議題を定期的に検討している。

〈34〉大学院スポーツ科学研究科

本学が実施している種々の FD プログラムへの参加を支援している。また、海外 FD プロ

グラム参加者からの体験談を教授会等で紹介することにより、教員としての資質向上を促

す取り組みを行っている。しかしながら、大学院研究指導担当者としての研究指導能力の

開発に関しては、資質向上を図るための方策は講じられていない。

〈35〉大学院環境・エネルギー研究科

共同指導である演習や特別演習等を通して、また相互に講義の見学会を実施して、教員

資質の向上を図っている。加えて、運営委員会、FD 委員会、教員懇談会を定期的に開催し

てその方策を吟味している。環境総合研究センターに所属する参事などからなる外部評価

者の意見も聴取している。

〈36〉大学院教職研究科

本研究科の設置と同時に「早稲田大学大学院教職研究科ファカルティ・ディベロップメ

ント委員会規程」が定められ、以下の６つの取り組みを行っている。

①新任専任教員のオリエンテーション：本研究科の設置目的と理念・組織運営体制の説明、

研究者教員と実務家教員の十分な意見交換の必要性の確認、担当科目の到達目標・授業

の計画と内容・評価の基準と方法についての説明など

②授業アンケート：各教員にオンラインでの授業アンケートの結果をオンラインで返却し、
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授業の改善策について意見を聴取し、自己の授業理解と改善につなげる仕組みをとって

いる。

③「自己点検・評価」「東京都教育委員会と教職大学院との連携にかかわる協議会による評

価」の活用：各評価の結果を受け、科目新設も含め改善のための協議を行っている。

④『早稲田大学大学院教職研究科紀要』の刊行：教員の研究成果を毎年公表している。

⑤学内のハラスメント防止委員会が主催する講習会に全専任教員が参加し、ハラスメント

のない教育研究環境の構築に努めている。

⑥専任教員がお互いに授業を公開し、相互の授業改善につなげるためのピアレビュー活動

を毎年実施している。

〈37〉国際コミュニケーション研究科

国際コミュニケーション研究科では、その母体となる国際教養学部と合同でファカルテ

ィ・セミナーを年に数回実施し、教員の知見の拡大、および教育の質向上に役立てている。

ファカルティ・セミナーは、１）海外から招聘したゲストスピーカーによる研究報告、２）

特別研究期間から復帰した専任教員による研究報告、３）若手研究者の研究報告を中心に

実施される。

授業評価については毎学期、研究科運営委員会で実施依頼を行い、研究指導・演習をの

ぞくすべての授業で実施している。

〈38〉大学院経営管理研究科

教育研究業績等により教員の教育上の指導能力を評価するため、学生による授業アンケ

ート結果等により、教員の授業実施状況について確認を行っている。また、常勤教員につ

いて直近５年間の研究業績・社会活動の提出を義務づけている。これらの活動によって、

教員の教育研究活動の推進に必要な支援体制を整備している。
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２．点検・評価

（１）効果が上がっている事項

〈１〉大学全体

2009 年度に教員種別を整理することにより、特に研究員を明確に位置づけ採用すること

が可能になった。さらに、2011 年度に研究員の給与規程を整備することで、受入箇所の予

算規模・業務量に応じた研究員の柔軟な採用が可能になった。

また、2007 年度科学技術振興調整費「若手研究者の自立的研究環境整備促進」事業が

2011 年度をもって実施期間を終了し、本事業において採用したテニュア・トラック教員の

うち 3 名を理工学術院にて准教授として受け入れている（2012 年度時点）。各学部・研究

科の取り組みとしても、これまで、国際教養学部、大学院アジア太平洋研究科、大学院情

報生産システム研究科が独自にテニュア・トラック制度を導入してテニュア教員を採用し

ており、同制度が学内で一定の理解を得て、定着してきたと言うことができる。

これまで、各学部・研究科の会議体にて審査されていた教員の採用が、2009 年度以降、

すべての学部・研究科が学術院に包摂参加されたことにともない、最終的には各学術院教

授会の承認を経ることとなった。これにより、学術院内で効率的な教員（人材）の採用が

可能になった。

また、各学部・研究科に対して教員基礎数を提示することにより、統一的な基準に基づ

き各学部・研究科が教員を確保できるようになり、計画的な教員人事計画の策定が可能に

なった。

教員の募集は、ほとんどの学部・研究科が公募形式をとっているが、募集する専門領域

の特性により応募者が見込めない場合は、推薦等、柔軟な募集形式をとっている。その場

合も、各学部・研究科の会議体で募集形式について審議されており、適正な募集が行われ

ているといえる。

また、2009 年度以降、すべての学部・研究科が学術院に包摂参加したことにより、教員

の採用に関する事項が各学術院教授会で議決されることとなった。これにより、教員の採

用に関して、より公平・公正な審査が実現された。

さらに、各学部・研究科の会議体における審査を経た後に、稟議または法人会議にて改

めて審議することにより、各学部・研究科の審査結果の妥当性（教育・研究業績に応じた

資格が付与されているか）および適格性（各学部・研究科の教員基礎数内の人事が遂行さ

れているか）が客観的に確認されている。

新任教員セミナーは、対象者のほとんどが参加している。また、米国における FD プロ

グラム研修の参加者数は、2008 年度８人、2009 年度 15 人、2010 年度９人、2011 年度

10 人、2012 年度 12 人、2013 年度 11 人と、毎年 10 名前後の教員を派遣している。

また、本学に講師を招いて実施している FD プログラム研修については、１日コースと

して実施した 2012 年度は 46 人（定員 50 人）、半日コースとして実施した 2013 年度、2014

年度とも 34 人（定員各 40 人）の教員が参加した。

FD 推進委員会では、各学部・研究科等の FD の取り組みを互いに紹介し情報の共有を

図るとともに、学生授業アンケートのアンケート項目の見直しやシラバスの改善(例：15
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回の授業内容、成績評価基準の記載の徹底)、成績評価基準の申し合わせ、早稲田大学ティ

ーチングアワード創設を支援してきた。

また、2010 年度から 2011 年度にかけては、各学術院の教員の質の高い教育への取り組

みを学内外に広く紹介するために、大学広報誌「CAMPUS NOW」および本学の広報サイ

ト「WASEDA ONLINE」に「教室の窓から」という連載を行った。

〈２〉政治経済学部

2013 年度からは、EDESSA プログラム設置科目の担当があることを想定し、英語で授

業を行える事を採用要件と定める事が多く、海外の学術サイトにも公募を掲出している。

2012 年度以降、2016 年度までの採用においては、1 件の公募に対して概ね 30 名前後の出

願があり、極めて競争力の高い状況の中で審査を行う事ができている。また、2015 年度よ

り web 出願システムの利用を開始したことにより、海外・外国籍教員からの出願率が向上

した（公募内容によるが、平均 4 割程度）。

〈３〉法学部

本学部の教員人事については、2004 年 4 月から、法律科目人事委員会と語学教養科目

人事委員会を発足させるとともに、法律科目担当教員と語学教養科目担当教員のそれぞれ

から選出された委員で構成される法学部人事調整委員会を設置して、同人事調整委員会で

立案し、学部運営委員会で審議決定された全体の人事計画に基づいて専任教員の採用を行

うこととなった。この体制の下で、カリキュラム上の必要性、分野や年齢構成、学生の履

修動向等に基づいて、3 年ないし 4 年ほどの中期的なスパンで人事計画を立案、実行する

ことができるようになった。

法律科目、語学教養科目ともに、採用人事については、教育研究能力、教育実績、人格

識見について、民主的な手続きのもとで、慎重に行われている。また、昇格人事について

も、本人の意思を確認のうえ、各法律科目担当者懇談会、各語学担当者懇談会の推薦によ

り提起されることとなっており、公正、明瞭な手続きの下で実施されている。

法律科目担当教員の任用については、公募制は実現していない。その原因としては、法

律科目担当教員の多くが、大学院法学研究科で研究指導にあたるとともに、法務研究科の

学科目も兼担することになることから、年齢、研究歴、教育実績などを考慮して、限られ

た人材の中から任用せざるを得ないということが挙げられる。しかし、そのような方式が

とられているからといって恣意的な任用が行われているわけではなく、箇所横断的な科目

担当者懇談会において慎重な審議が行われ、そのうえでそれぞれの箇所の人事委員会で反

映される形がとられている。

他方、教育水準を高めるには、教員の研究レベルの向上が不可欠であるが、21 世紀 COE

を経て継続しているグローバル COE のプログラムによる共同研究や比較法研究所の共同

研究などを通して、その向上が図られている。学生もこれらプログラムによる研究会には

自由に参加でき、教育的効果も高い。

また、「研究開発支援総合ディレクトリ」に情報を提供している本学部教員の割合は 9

割近くとなっており、その研究意欲の高さを示している。
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〈４〉文化構想学部

文学学術院では、授業支援システム（Course N@vi）を利用し、過去の「基幹」委員会

の議事録を掲載し、専任教員への情報公開に努めている。これにより、各教員は各委員会

での審議状況や、過去の審議の経緯を把握し、組織の課題と目的を共有することができる。

このことにより、教員組織の連帯性が確保されている。人事配置の流動性について、文学

学術院内（本学部論系・文学部コース）間の異動に関する希望調査が毎年行われ、異動は

論系・コース運営委員会、教授会での審議を経て了承され、適材適所の異動が実現してい

る。

本学部は学部としての完成年度を経て、カリキュラムの見直しの時期に入っている。そ

れぞれの論系の特徴や理念を明確に打ち出すかたちでのカリキュラム改革が進行中である

が、論系から提出された科目の新設や廃止・名称変更などについては、すべてカリキュラ

ム委員会での議論を経て教授会の承認を得る手続きがとられている。

本学部の教員の募集・採用・昇格はすべて、文学学術院教授会で互選により選ばれた任

期２年の人事委員を主たる構成員とする文学学術院人事委員会が担当しており、民主的に

運営されている。とくに公募制を徹底したことにより、きわめてオープンな専任教員人事

が行われてきた。昇格についても、規程に基づき、人事委員会による研究業績の厳正な審

査を行ったうえ、教授会の承認を経て決定される。募集・採用・昇格について公平な審査

が行われているといえる。

１年生向け「必修基礎演習」では担当者懇談会を開催したり、アンケートに授業の工夫

点を記入できる欄を設けるなどして、授業スキルを高める機会を提供している。また、助

教懇談会を開催して授業運営のオリエンテーションを実施している。各期末にはウェブに

よる学生授業アンケートが実施されており、授業の質の向上に役立っている。また、５年

に半年ないしは 10 年に１年の特別研究期間が設けられており、教員の資質向上に役立っ

ている。

〈５〉文学部

文学学術院では、授業支援システム（Course N@vi）を利用し、過去の「基幹」委員会

の議事録を掲載し、専任教員への情報公開に努めている。これにより、各教員は各委員会

での審議状況や、過去の審議の経緯を把握し、組織の課題と目的を共有することができる。

このことにより、教員組織の連帯性が確保されている。人事配置の流動性について、文学

学術院内（本学部コース・文化構想学部論系）間の異動に関する希望調査が毎年行われ、

異動は論系・コース運営委員会、教授会での審議を経て了承され、適材適所の異動が実現

している。

毎年、各コースから授業科目と担当教員との構成案が示され、文学学術院教授会で選挙

により選ばれた任期付の委員から構成される文学学術院カリキュラム委員会が、授業科目

は教育課程に適合しているか、授業科目にふさわしい担当教員が配置されているか、など

をチェックしている。

本学部の教員の募集・採用・昇格はすべて、文学学術院教授会で互選により選ばれた任
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期２年の人事委員を主たる構成員とする文学学術院人事委員会が担当しており、民主的に

運営されている。とくに公募制を徹底したことにより、きわめてオープンな専任教員人事

が行われてきた。昇格についても、規程に基づき、人事委員会による研究業績の厳正な審

査を行ったうえ、教授会の承認を経て決定される。募集・採用・昇格について公平な審査

が行われているといえる。

１年生向け「必修基礎演習」では担当者懇談会を開催したり、アンケートに授業の工夫

点を記入できる欄を設けるなどして、授業スキルを高める機会を提供している。また、助

教懇談会を開催して授業運営のオリエンテーションを実施している。各期末にはウェブに

よる学生授業アンケートが実施されており、授業の質の向上に役立っている。また、５年

に半年ないしは 10 年に１年の特別研究期間が設けられており、教員の資質向上に役立っ

ている。

〈８〉基幹理工学部

教員組織の編成方針は、各学科の人事委員会で基本的方針を決定し、教室会議での審議・

議決を経たのち、主任会、学部・研究科運営委員会で承認の後、最終的には学術院教授会

で決定される。本学部に所属する 7 学科は、専任教員（教授、特任教授、准教授、専任講

師）に加えて、任期付の助教、助手という編成であり、特定分野の強化のために他研究科

（情報生産システム研究科、会計研究科など）の所属教員が副指導あるいは副担当として

教育・研究に携わり成果を上げている。近年、国際コースプログラムの充実に向けて、英

語教育に従事する任期付教員の採用など学部・大学院のグローバル化にも積極的に取り組

んでいる。また、高等研究所と協力して、テニュアトラック制度を充実させ、学部の教育・

研究にも任期付教員が積極的に関与する制度が出来上がっている。

１年次の共通基礎教育をさらに充実させるために、数学系科目、情報系科目、力学基礎

科目を担当する学科ごとに、教育面にも配慮した専任教員の人事計画策定をお願いしてい

る。教育組織の整備や変更プロセスは現行制度が十分有効に機能しており、一定の成果を

上げている。専任教員、非常勤講師のほかに、理工学術院内の他組織の教員にも、共同担

当者として学部教育に携わり、講義のみならず卒業論文研究の指導も含めて、一定の成果

を上げている。

教員の新規嘱任や昇格にかかわる各学科での選考方法については、教育分野への貢献、

教育歴、研究暦と研究業績、ならびに基幹理工学部の理念や教育システムを十分に勘案し

て適切に行われており、十分な効果が上がっている。

全学「FD 推進委員会」の活動は年々着実に成果を上げており、学生による授業アンケ

ート結果の回答率も年々上昇し、結果が教員に還元されて授業内容の改善ひいては学生の

理解度の上昇に貢献している。本学部の特徴である低学年の共通基礎科目についても、担

当者間で情報の交換や詳細なカリキュラムの検討会を実施して、授業内容の改善に努めて

いる。

〈９〉創造理工学部

教員組織の編成方針は、各学科・領域の人事委員会で基本的方針を決定し、各教室会議



113

での審議・議決を経たのち、個別主任会、学部・研究科運営委員会で承認の後、最終的に

は理工学術院教授会で決定される。本学部に所属する５学科と１領域は、専任教員（教授、

准教授、専任講師）に加えて、任期付の助教・助手という編成である。これらの人事は順

調に実現できている。国際コースプログラムの充実についても、英語教育に従事する任期

付教員の採用など学部・大学院のグローバル化に積極的に取り組んでいる。高等研究所と

の連携によるテニュアトラックプログラムを生かし、学部の教育・研究に任期付教員を採

用するなど、積極的に人事を進める体制となっている。

また、常に教育課程への適切な対応を行うために、いくつかの分野では、他研究科（環

境エネルギー独立研究科、先進理工学研究科）の所属教員がゼミナール、卒業論文指導を

はじめ、関連する科目の担当として教育・研究に携わり成果を上げている。

学科ごとに行われているファカルティ・ディベロップメント（FD）により、常に学科目・

シラバスの修正が進められている。これらの進捗は、個別主任会で報告・審議される体制

となっている。

〈10〉先進理工学部

教員の資質の向上を図るための方策として、特に研究においては、早稲田大学ホームペ

ージにおける研究業績の公開、研究者データベースの充実を奨励し、広く社会に教員各自

の研究業績や研究成果に関して、オープンに情報を公開している。

本学部においても入試教育・研究ワーキングと自己点検・評価委員会において、カリキ

ュラム改善・シラバス改善・成績評価基準の見直しや、学生授業アンケートなどによる学

生の理解度の把握・学生とのコミュニケーションの促進などに取り組んでいる。

〈11〉社会科学部

専任教員は専門が同じ教員から構成される系列に所属し、系列内に配置された科目につ

いてたえず検証しつつ、各系列会議、運営小委員会、人事委員会等を通じて担当教員を適

切に配置していく体制は整っている。しかし国際的、多元的な価値理解、語学やコミュニ

ケーション、統計や数学、学術的文章の作成等のアカデミックリテラシーをどう高めてい

くかなどは、専門系列を越えた共通の教育課題である。また、社会的で臨床的な問題解決

への関心やスキルを高めることも重要である。教員の資格要件、教員数、教員数に占める

専任教員の割合、専任教員１人あたりの在籍学生数は適正な範囲内であると考えている。

教員の採用については、事前に候補者を想定することなく、JREC-IN（研究者人材デー

タベース）や本学ホームページおよび本学術院ホームページに募集情報を公開し、他大学

や関連箇所に募集情報を郵送する完全公募方式が現在のところ中心である。各系列から平

等に選出された委員、教授会から選挙によって選出された委員、および執行部から任命さ

れた委員から構成される教員人事委員会においては、応募者の履歴や業績等の情報を教授

会構成員全員に公開しつつ、委員全員の公平な投票制度によって最終判定が行われている。

この点で、教員採用プロセスの透明性・公平性は確保されていると評価できる。

教育面での教員の資質向上については、大規模総合大学である本学の利点を活かすかた

ちでの全学的な FD システムを活用しており、それはある程度有効に機能しているといえ
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る。

〈12〉人間科学部

新規教員の募集の際には、現状の説明で述べたとおり、本人の専門性はもちろんのこと

広く境界領域の多様性を積極的に許容できる人材、さらには年齢、性別、国籍等にも配慮

した構成を検討している。現在、学術院全体で専任教員 85 名中、女性の教員は 12 名、外

国国籍を有する教員は 3 名おり、助教に関しては 9 名中、女性教員５名となっている。

第 1 章の理念・目的でも詳述したとおり、本学部は人間を取り巻く「環境」、「健康・福

祉」、「情報」という 21 世紀の緊急の課題に取り組むべく、学科を構成している。各学科

にはその課題に沿って、さまざまな領域のアプローチで取り組む教員が所属しており、学

際的に教育に取り組む組織が構成されている。

新たに専任教員の採用を行う場合には、教授会で定められている規程に従って、公募に

関する項目の詳細を定めて公募手続きを行い、審査委員会において個々の応募者の業績を

審査する。昇任に関しても、教授会で昇任の審査に関する規程が定められており、それに

従って審査委員会が設置され公正に審査される。

大学の制度として、特別研究期間制度があり、これは原則的には担当授業を免除し、管

理業務からも一切のオブリゲーションを排除して、１年間（あるいは半年間）研究に専念

できる制度であり、これは研究推進を支援する趣旨ではあるが、同時に教育の質向上にも

直接的に還元される効果がある。

〈13〉スポーツ科学部

現在の専任教員の新規嘱任に際しては、教育課程編成の観点から不足する人材を検討し

たうえで公募条件が定められており、そこで求められる教員像に適った人材を採用するこ

とができている。助手の採用にあたっても、研究者養成の観点から研究能力を第一義とし

ながらも、同時に、学部生向けの共通教育（教養演習、野外活動実習等）の補助業務や学

術院内の各種校務に従事することを前提として採用選考を行っており、在職中に研究能力

の開発だけでなく大学教員として求められる教育経験等を積めるように配慮している。

本学部には、「スポーツ医科学／健康スポーツ／トレーナー／コーチング／スポーツ教育／

スポーツビジネス／スポーツ文化」の 7 つのコース（教育課程）があり、人文系から医学・

自然科学系までさまざまな学問領域・分野のゼミが開講されている。新規専任教員の採用

にあたっては、学生のゼミ履修希望を最大限に充足する観点から、ニーズの多い分野の教

員配置を行うような配慮から新規採用教員の募集が行われており、相応の効果を上げてい

る。また、授業負担の多い教員のゼミや講義に助教や任期付き教員を分担させており、教

員の授業負担（持ちコマ数）の平準化に貢献している。

新規教員の募集・採用・昇格については、各々に内規が整備されており、現在まで適正に

実施・運用され、手続きとして定着している。

特別研究期間の適用者については、申し合わせによって取得の優先順位を定めたうえで、

数年先までの候補者を定めることによって、各教員が自身の研究・教育計画を長期的視点

から構想することが可能となった。
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〈14〉国際教養学部

カリキュラムの編成方針に即した教員採用により、複数のクラスターの科目をバランス

よく配置することができており、１つの分野に偏ることなく、自分の研究テーマに即した

科目を選びながら徐々に専門性を深めていくことができるカリキュラム編成を維持できて

いる。

また、本学部は、国内からの入学者に加えて、留学生、帰国生等多様なバックグラウン

ドを持つ学生が混在しており、学生のニーズにきめ細かく対応するために少人数教育だけ

ではカバーできない基礎学力のボトムアップを実現する学部独自のサービスを提供してい

るが、多様なバックグラウンドを有する教員により効果的に提供できている。

教員嘱任後に関しては、英語による授業実施が基本となる点など、本学部の特徴を十分

に情報提供したうえで採用を実施しているため、授業運営に大きな支障が生じるケースは

見受けられない。また昇格に関しても、必ず学部運営委員会にて申請の条件を提示し、人

事の透明性を担保している。

教員の質向上にために実施しているファカルティ・セミナーは知見の拡大のみならず、

教員同士の交流・情報交換の場として機能している。本学での授業経験が少ない教員にと

っては、膨大な学内リソースの効果的な活用方法を知るなど、効率的に授業準備をするた

めの情報を得られる機会となっている。また、研究発表に対する専任教員からの的確な批

判やアドバイスは、若手教員の研究深化に大きく貢献している。

〈15〉大学院政治学研究科

現状の説明で述べた明確な方針と教員人事の体制のもとに、組織的かつ計画的に人材の

確保を行うために、本研究科は、政治経済学術院教授会が 2010 年 7 月の学術院教授会に

おいて決定し明確化した、以下に掲げる 2015 年までの中期人事計画の基本方針、および

新規教員採用において求める教員像および本学術院における教員組織の当面の編制方針に

従って、人事選考を実施してきた。

資格別教員数の推移では、年を追って教授資格者が増加し、専任教員全体の年齢構成が

高くなっていたが、本研究科の近年の専任教員採用により、2011 年の教授、准教授、専任

講師の資格別教員構成比を見ると、本学全体では准教授と専任講師は併せて全専任教員数

の 14.5％であるが、本研究科では 19.4%となっている。

専任教員・非常勤教員の比率は、以前は横ばいであったが、2006 年度に「科学技術ジャ

ーナリスト養成プログラム」の設置、2008 年度の「ジャーナリズムコース」の新設に伴い、

2005 年度には 27.03%であった全教員に対する非常勤教員比率が、2011 年度には 62.39%

まで上昇している。このことはジャーナリズムコースにおいて、理論と実践の融合を教育

の特徴としており、現役ジャーナリストを中心に外部の実務家による講義を多く展開して

いることによる。このことは受験希望者を増加させる要因の１つとなっているといえる。

なお、2014 年 5 月時点では専任教員 54 名に対し、非常勤講師が 50 名となっており、

非常勤教員の比率は 48.08％となっている。

次に女性教員数は、専任女性教員が 2001 年度は 1 人、2006 年度は 4 人、2011 年度は 5

人へとわずかながらの増員傾向にある。2014 年度現在では 8 名となっている。
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非常勤女性教員も同様に 0 人、4 人、11 人、に増加している。教員の男女比もこれにした

がって若干変動し、専任女性教員の割合は 4.76％、12.90%、12.20%、14.81%となってい

る。非常勤女性教員の割合は 0.00％、17.39%、22.00%と推移している。

なお、教員の公募については、公募制の徹底により、幅広い候補者に対する選考を実施

しており、日本語に加えて英語での講義を実施できることを選考の基準の１つとしている。

結果、海外大学で Ph.D を取得した教員を数多く採用する結果となっている。

〈16〉大学院経済学研究科

ファカルティ・ワークショップおよびランチタイム・セミナーには随時、本研究科の教

員が参加している。また、これらの研究集会を通じて生まれたアイディアが論文執筆に結

実するなど、実際の成果を生んでいる。FD プログラムへの派遣も順調に進んでおり、本

研究科の教員も随時参加している。

〈17〉大学院法学研究科

2005 年度に改定されたシステムでは（2006 年度以降実施）、一般的には、修士課程の研

究指導・専修科目は、教授または准教授就任時からこれを担当し、その後、２年を経た時

から、博士後期課程の研究指導を担当する。なお、法学学術院専任教員のうち法務研究科

を本属とする専任教員は、同研究科教授または准教授就任時から修士課程の専修科目を担

当することができ、また、同研究科において２年以上の教歴を有する教授または准教授は、

博士後期課程の研究指導を担当することができる。しかし、これらはいずれも、自動的に

担当が認められるのではなく、法学研究科運営委員会における審議事項であり、業績その

他を勘案して、厳格な審査を経て承認されるものであり、本研究科における教員は、適切

に配置されている。

法学部では、専任教員採用・昇格にあたり、まず、法律科目ごとの科目懇談会での議論

がなされ、そののち法律科目人事委員会、法学部運営委員会での審議というプロセスを踏

んでいる。専任教員採用については、それぞれの会議体の審議において、本研究科の研究

指導を担当できる教育研究能力、教育実績、人格識見を備えているかも考慮のうえ、審査

されている。

本研究科では、修士（博士前期）課程については各専修単位の集団指導体制を、博士（後

期）課程については、コース・ワーク制を設け、指導教員を含む３名の「博士論文指導教

員」体制をとっている。これは、学生の立場からみると、教員の多様な視点、豊富な経験・

知見からの指導を通じ、研究者としての成長を促す仕組みであるが、教員の資質の向上の

観点からみても、法分野をまたがる場合、専門分野を超えての教員間の連携や切磋琢磨を

促しており、集団指導体制は、教員の資質の向上にも寄与している。

〈18〉大学院文学研究科

文学学術院では、授業支援システム（Course N@vi）を利用し、過去の「基幹」委員会

の議事録を掲載し、専任教員への情報公開に努めている。これにより、各教員は各委員会

での審議状況や、過去の審議の経緯を把握し、組織の課題と目的を共有することができる。
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このことにより、教員組織の連帯性が確保されている。

文化構想学部には現在２コースの修士課程（表象・メディア論、現代文芸）と１コース

の博士後期課程（表象・メディア論）が設けられているが、順調に運営され、完成年度を

迎えている。今後、カリキュラムの検討も重ねつつ、学部の特長を生かした大学院の整備・

拡充が求められるであろう。

本研究科の教員の募集・採用・昇格はすべて、文学学術院教授会で互選により選ばれた

任期２年の人事委員を主たる構成員とする文学学術院人事委員会が担当しており、民主的

に運営されている。とくに公募制を徹底したことにより、きわめてオープンな専任教員人

事が行われてきた。昇格についても、規程に基づき、人事委員会による研究業績の厳正な

審査を行ったうえ、教授会の承認を経て決定される。募集・採用・昇格について公平な審

査が行われているといえる。

教育活動については「修士論文」「博士論文」の研究指導を除き、ウェブによる学生授業

アンケートが行われており、授業の質の向上に役立っている。教員の研究活動のうち、科

研費・特定課題研究費については、大学本部が積極的に取得を奨励し、申請から執行に至

る事務的作業を職員がサポートする環境を整備しており、文学学術院もそれに従っている。

その他の研究活動の評価についてはコースで日常的に、また基幹委員会でも随時チェック

が行われている。その他、『早稲田大学大学院文学研究科紀要』を毎年刊行して、教員に研

究成果発表の機会を提供している。また 17 の学術院内学会は、学会誌の刊行や学会の開

催により、教育成果の発表の場となっている。

〈19〉大学院商学研究科

本研究科の専任教員（助教を除く）は、商学部の専任教員でもあるため、この点につい

ては商学部の取り組みを参照されたい。

〈20〉大学院基幹理工学研究科

教員組織の編成方針は、各専攻の人事委員会で基本的方針を決定し、教室会議での審議・

議決を経たのち、主任会、研究科運営委員会で承認の後、最終的には学術院教授会で決定

される。本研究科に所属する 5 専攻は、専任教員（教授、特任教授、准教授、専任講師）

に加えて、任期付の助教、助手という編成であり、特定分野の強化のために他研究科（会

計研究科、情報生産システム研究科など）の所属教員が副指導あるいは副担当として教育・

研究に携わり成果を上げている。また、高等研究所と協力して、テニュアトラック制度を

充実させ、研究科の教育・研究にも任期付教員が積極的に関与する制度が出来上がってい

る。

教育組織の整備や変更プロセスは現行制度が十分有効に機能しており、一定の成果を上

げている。専任教員、非常勤講師の他に、理工学術院内の他組織の教員にも、共同担当者

として大学院教育に携わり、講義や演習のみならず修士論文研究の指導も含めて、一定の

成果を上げている。また、専門分野の特色を生かし、独立行政法人（JAXA：宇宙航空研

究開発機構、物質材料研究開発機構、産業技術総合研究所、国立情報学研究所）や民間企

業との間で教育連携を締結している。
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教員の新規嘱任や昇格にかかわる各専攻での選考方法については、大学院のみならず学

部教育への貢献、教育歴、研究歴と研究業績、ならびに基幹理工学部や基幹理工学研究科

の理念や教育システムを十分に勘案して適切に行われており、十分な効果が上がっている。

全学「FD 推進委員会」の活動は年々着実に成果を上げており、学生による授業アンケ

ート結果の回答率も年々上昇し、結果が教員に還元されて授業内容の改善、ひいては学生

の理解度の上昇に貢献している。

〈21〉大学院創造理工学研究科

助教制度、テニュアトラック制度、グローバル COE プログラムおよび博士課程教育リ

ーディングプログラム、関連研究科との共同人事など、大学の制度および専攻の特色を意

識した教員人事・教員組織構築が進められている。特に、今後 8 年間の退職教員数が膨大

となることから、若手教員の育成および実力のある中堅教員の採用など、新しい教員組織

の構築へ向けて各専攻が努力を続けている。

〈22〉大学院先進理工学研究科

教員の資質の向上を図るための方策として、特に研究においては、本研究科ホームペー

ジにおける研究業績の公開、研究者データベースの充実を図り、広く社会に教員各自の研

究業績や研究成果に関して、オープンに情報を公開している。

本研究科においても入試教育ワーキングと自己点検・評価委員会において、カリキュラ

ム改善・シラバス改善・成績評価基準の見直しや、学生授業アンケートなどによる学生の

理解度の把握・学生とのコミュニケーションの促進などに取り組んでいる。

〈23〉大学院教育学研究科

各専攻では、教育学諸領域、あるいは各教科に対応する学問領域を十分にカバーする教

員組織によって研究指導体制が構成されている。また、専攻ごとに授業科目が十分に設置

され、高度な能力を有する教員が研究指導および授業を担当している。

研究指導担当の資格については、担当分野に対する適合性と、学位あるいはそれに代わ

る業績の有無を必要条件として審査されており、適切な審査が行われている。

教員の研究活動については、現状の説明で述べたような専攻ごとの研究会が組織されて

おり、学生にも場を開いて活発な交流が行われている。

〈24〉大学院人間科学研究科

新規教員の募集の際には、現状の説明で述べたとおり、本人の専門性はもちろんのこと

広く境界領域の多様性を積極的に許容できる人材、さらには年齢、性別、国籍等にも配慮

した構成を検討している。現在、学術院全体で専任教員 85 名中、女性の教員は 12 名、外

国国籍を有する教員は 3 名おり、助教に関しては 9 名中、女性教員５名となっている。

第 1 章の理念・目的でも詳述したとおり、本学部は人間を取り巻く「環境」、「健康・福

祉」、「情報」という 21 世紀の緊急の課題に取り組むべく、学科を構成している。各学科

にはその課題に沿って、さまざまな領域のアプローチで取り組む教員が所属しており、学
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際的に教育に取り組む組織が構成されている。

新たに専任教員の採用を行う場合には、教授会で定められている規程に従って、公募に

関する項目の詳細を定めて公募手続きを行い、審査委員会において個々の応募者の業績を

審査する。昇任に関しても、教授会で昇任の審査に関する規程が定められており、それに

従って審査委員会が設置され公正に審査される。

大学の制度として、特別研究期間制度があり、これは原則的には担当授業を免除し、管

理業務からも一切のオブリゲーションを排除して、１年間（あるいは半年間）研究に専念

できる制度であり、これは研究推進を支援する趣旨ではあるが、同時に教育の質向上にも

直接的に還元される効果がある。

〈25〉大学院社会科学研究科

修士課程および博士後期課程における研究指導担当教員と副査（副指導教員）との役割

と責任の分担は明確である。教員の年齢構成については、高度な専門分野を指導する大学

院という組織の性質上、ある程度仕方のないことであるとはいえ、教員の年齢構成バラン

スは上の方に偏っているといえる。また、国際化推進の観点から、英語講義科目の充実が

求められているが、対応可能な教員も着実に増加している。

学際性と専門性を兼ね備えた教員が各研究分野に所属し、分野内に配置された科目の性

質を検討し、適切な担当教員の配置を検討していく体制を確立している。具体的には、研

究分野別会議での提案、運営小委員会での審議、院・人事委員会での審議と選考、そして

教授会での決定である。教員の資格要件、教員数、教員数に占める専任教員の割合、専任

教員１人あたりの在籍学生数は適正範囲内にある。

教員の採用については、事前に候補者を限定することなく、JREC-IN（研究者人材デー

タベース）や本学ホームページおよび本学術院ホームページに応募情報を公開し、他大学

や関連箇所に募集情報を配送する完全公募方式が中心である。各専門分野系列から平等に

選出された委員、教授会から選挙によって選出された委員、および執行部から任命される

委員から構成される教員人事委員会においては、応募者の履歴や業績等の情報を教授会構

成員全員に公開しつつ、委員全員の公平な投票制度による最終判定が行われている。この

点で、教員採用プロセスの透明性・公平性は確保されている。

教育面での教員の資質向上について、大規模総合大学である本学の利点を生かすかたち

で、全学的な FD システムの活用が有効に機能している。

2015 年度に本学術院に開設された「早稲田大学先端社会科学研究所」は本学研究科教員

にとって互いの研究をより深く知る機会を与え、共同研究や大学院生の共同指導の場を提

供している。

最後に、本研究科の点検・評価に関わる最近の取り組みを紹介する。2013 年度には研究

科教員全員を対象として、現行の専攻・分野体制、カリキュラム、博士論文審査、紀要、

入試などの幅広い項目についてアンケート調査を行い、その結果を研究科運営委員会で開

示した。また 2014 年度には研究分野別に、「地球社会論専攻」「政策科学論専攻」という

２専攻体制および細分化された分野の問題点と見直しに関して意見を聴取した。2015 年度

には研究科の入学志願者、入学者の動向や教員の研究活動を分析し、分析結果を研究科で
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共有した（レポート「社学研の現状」）。以上の調査結果に基づいて、研究科のあり方につ

いて全般的な議論を行い、特に MD 一貫教育、学部大学院一貫教育、英語プログラム、そし

て２専攻体制および研究分野の再編の可能性について検討を行っている。

〈26〉大学院アジア太平洋研究科

専任教員の採用にあたっては申し合わせや内規に基づき、審査委員会を組織し、慎重な

業績審査を行ったうえで、専任教員（准教授以上）全員が参加する面接で日英両語による

研究紹介・模擬授業を行い、一人ひとり時間をかけて質疑応答を行う。面接参加の全専任

教員に意見を求め、十分に議論を尽くしたうえで採用者の決定を運営委員会で行っている。

また、大学間、箇所間協定などで多くの海外の研究者を受け入れ、研究発表や研究交流な

どを活発に行うことにより、若手教員の資質向上の機会を確保している。

〈28〉大学院日本語教育研究科

本研究科設立以来、理念構想および教育実践については全員参加の対等な協議を踏まえ

て実行されてきた。その結果として、700 人を超える修了生を輩出することができた。

カリキュラム、指導体制、評価方法の見直しなど、専任教員が全員体制で協議を行い、

実施している。

教員の募集、採用、昇格に関しては、国籍、性別、信条、障がいなどを理由としたいか

なる差別も行わず、教務会議、専任教員会議、運営委員会で協議を行い、適正に実施して

いる。

各種 FD プログラムへの参加、さらに 2015 年度から学生相談の対応の仕方について、

ICT を活用した授業方法等に係る取組みについて等、本学の専門家を招いた FD プログラ

ムを実施している。また、学生の授業評価アンケートを行い、その結果を早稲田大学ティ

ーチングアワードの選考基準として使用し、授業改善に役立てている。

〈29〉大学院情報生産システム研究科

全教員が日本語と英語での研究指導ができることは評価できる。また、欧州（フランス）

系外国人教員の新規採用をなし、教員の国際化への端緒が得られた点は評価できる。

適切な人数で教育、研究指導がなされている点は評価できる。また、工学教育で重要な

企業経験を持つ教員が多数おり、研究の実社会との連携が実現できている点も評価できる。

着実に特別研究期間制度が利用されている点は評価できる。

〈32〉大学院法務研究科

現状の説明（１）で述べた資格要件に従った嘱任人事を進めている結果、研究者教員に

ついては十分な研究実績および能力を備えた人材を確保することに成功しており、また実

務家教員についてもおおむね 20 年以上の判事、検事、弁護士としての実務経験を持つ方

の採用ができている。

各科目の教員で構成する懇談会において、常に全国の法学教員の業績動向に目を配って

おり、人事委員会との連携を密にして優秀な教員を採用すべく努めている。この結果、い
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ずれの科目においても、設置基準上の教員数を超える教員を確保するとともに、一流の研

究者教員および実務家教員を採用することができている。

若手研究者教員を積極的に育成・採用するという観点から、本研究科で法務博士（専門

職）の学位を取得した者が、法学部の助手・本研究科の助教を経て、本研究科の専任教員

となるキャリアパスの仕組みも設けている。現在、3 名の法学部助手が勤務するが、いず

れも本研究科を修了し、司法試験に合格したうえで、研究者として研究・教育活動を行っ

ているものである。

厳格な業績審査を行うことにより、多くの科目において、日本を代表する一流の研究者

教員を採用することができている。また、判事、検事、弁護士の適切な配分を考慮すると

ともに、実務家であっても一定の学問的業績があることを求めている（派遣裁判官・検察

官を除く）ことから、「理論と実務の架橋」としての法科大学院教員を行うに相応しい実務

家教員の確保ができている。

FD 研修会における議論と授業見学の実施は、教員の授業内容・方法に関する改善を後

押しする効果を生んでおり、実際、下記のように「学生による授業評価」の総合点の平均

は、本研究科の設立当初に比較して、良くなる傾向が見られる。

年 度 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ポイント

(5 点満点)
3.83 4.04 4.01 4.20 4.35 4.21 4.31 4.11 4.16 4.20

年 度 2014 2015

ポイント

(5 点満点)
4.17 4.19

〈33〉大学院会計研究科

教員に求める能力や資質を明確化し、また、そのような人材を幅広くかつ有効に確保す

ることができるように、2008 年に「寄付講座等の設置に関するガイドライン」を定め、ま

た、2012 年には「専任教員等の嘱任に関する細則」を改正した。

定年や任期の到来により欠員が見込まれ、2011 年から 2012 年にかけて教員組織を再編

成する必要があったが、方針に沿った採用が、明文化された手続きに従って、実施するこ

とができた。併せて、2014 年４月１日で他箇所との併任を解消した。

「１．現状の説明」で記載した教員の募集、採用、昇格に関する規程および手続きに沿

って、常設している総務委員会や運営委員会での審議などを経て、適切な教員人事を行っ

ている。

学期中間の授業時に行う記述式による学生授業評価の記載様式も適宜見直しを行ってい

る。また、My Waseda（Course N@vi）による小テストの実施や成績ガイドラインに基づ

く成績評価の統一性の向上などを図るため、本研究科 FD 委員会での研修などを実施して

いる。

また、これまで、本学の FD プログラム派遣先である米国ワシントン大学での研修に２

名が参加し、その成果をフィードバックすることも実施し、学内で実施されている同ワシン
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トン大学講師による研修などの FD プログラムにも新任教員を中心に積極的に参加している。

〈34〉大学院スポーツ科学研究科

現在の専任教員の新規嘱任に際しては、スポーツ科学部とスポーツ科学研究科を合わせ

た教育課程編成の観点から、不足する人材を検討したうえで公募条件が定められており、

そこで求められる教員像に適った人材を採用している。また、助手・助教については、研

究者養成の観点から募集分野を「スポーツ科学に関する全領域」と広く公募したうえで、

応募者の研究能力を第一義に適切な採用選考を行っており、任期満了時までにはほとんど

が他大学・研究機関への就職を果たしている。

学術院としての新規教員の募集・採用・昇格については、各々の内規に則って適正に実施・

運用され、手続きとして定着している。

〈35〉大学院環境・エネルギー研究科

研究指導および共同演習では、文理両面から学生の指導やアドバイスを可能としており、

研究に対する新しい視点や課題解決手法を学生に教授することができ、効果が上がってい

る。国際環境リーダー育成プログラムや実務経験豊富な教員のナショナルプロジェクトへ

の参加等により、学生のグローバルな交流を実現している。外部競争的資金の獲得にも寄

与している。

目標としての人材、いわゆる専門性が高くかつ広範な知識を有し事象を俯瞰することの

できる T 型人材の育成に成果を上げることのできる教育組織として機能している。また、

独立大学院の特徴を生かし、多様な問題に果敢にチャレンジしようとする学生ニーズに応

えることのできる教員組織である。

昇格については、経過年数と単なる研究成果、主要学会や国際学会への論文数のみによ

る評価でなく、産学連携への貢献度や競争的資金による研究マネージメントも評価条件と

している点は、誇るべきであろう。若手の助手レベルについては、今後とも外部資金によ

る採用も視野に入れつつ、増員の予定である。

講義の相互見学、FD 委員会に加えて外部評価者も含んだ教員懇談会は極めて有効に機

能しており、教員資質の向上に寄与している。また、中堅教員を FD のために海外に積極

的に派遣し、その研鑽に努めさせている。今後は在外研究などへ若手教員を参加させる予

定である。

〈36〉大学院教職研究科

本研究科の教育・研究組織について、専門職大学院設置基準上必要とされる専任教員数

以上の教員を確保し、みなし専任教員、任期付専任教員など、多様な雇用形態を活用して、

必要な人材を確保している。実務家教員が 5 割以上を占め、充実している。また、2014

年度 4 月 1 日付で、専任講師を１名新規採用することができたため、教育研究活動に一定

の改善が見られている。さらに、３名の専任教員を教育学研究科からの所属変更で増員す

ることができた。
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〈37〉国際コミュニケーション研究科

本研究科では、国際教養学部との合議の上、研究科カリキュラムの編成方針に即した教員

採用を行うことで、各スタディープランの科目をバランスよく配置している。

また、本研究科では、国内からの入学者に加えて、留学生、帰国生等多様なバックグラ

ウンドを持つ学生が多く在籍していることから、学生の志向にきめ細かく対応する意識を

担当教員が持つように啓発している。

各教員については、専門性の高い授業を英語で実施するなど、本研究科の特徴を十分に

活かした運営を行っている。また、日頃から各教員には積極的に研究科運営への参加を求

め、それを実践している。

一方、本研究科では、アメリカ型の書類による AO 方式の入試を採用しているが、書類

審査にあたっては、各教員の幅広い知見や優れた判断力が要求される。これまでのところ、

この点においても本研究科所属教員は十分な資質を発揮している。

〈38〉大学院経営管理研究科

本研究科では、教育上必要な専任教員数について、専門職大学院設置基準に基づく要件

を十分満たしており、「教育上の目的」の達成のために必要な教員組織が整備されている。

教員任用にあたっては、選考委員会での審議を経て、運営委員会、学術院教授会の順番

で付議することとなっており、審査における公平性と客観性は十分すぎるほど確保されて

いると考えている。

また、専任教員の昇任審査については、昇任の申請があった場合に審査委員会を設置し、

審査委員会での審議を経た後は、運営委員会、学術院教授会に付議する。よって、昇任審

査についても、公平性と客観性が確保されているといえる。
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（２）改善すべき事項

〈１〉大学全体

教育研究の一層の充実を図るため、教員種別、研究員の給与規程を見直したが、導入後、

数年が経過し、さらなる課題も見えてきた。

より高度な教育研究を推進していくためには、従来のアカデミックな分野にとらわれず、

より実務的な分野で業績を上げている研究者の積極的な採用が必須であるが、現行の教員

任免規則で定められた教員採用の要件では、的確に判定することが難しく、個別にその妥

当性を判定している。今後は、そのような研究者の審査・評価基準の確立が必要である。

特に、理工学術院や専門職大学院から上記基準の明確化について要望が寄せられている。

また、今後、本学においてテニュア・トラック制度をさらに推進し、効果的に運用して

いくには、具体的な審査は今後も各学術院に委ねる一方、審査過程の公平性・公正性を確

保するための仕組み、例えば、全学的な検証機関の設置が必要だと考える。

教員基礎数を提示することにより、各学部・研究科が計画的な教員人事採用を行うよう

になったが、過去の教員人事において均等な年齢構成に配慮しなかったため、複数の学部・

研究科で今後数年間のうちに多くの教員が定年退職を迎えることが明らかになってきた。

また、コースの新設等に対しては教員の一時的な増員を認めるが、完成年度を迎えた際

に改めて適正な教員基礎数を算出することとしている。しかしながら、入学定員を充足す

ることができないなど、想定外の状況が発生し、調整に時間を要するケースがある。さら

に学部・研究科によっては教員基礎数を学科・専攻に配分しており、そのことが学術院と

しての教員人事の調整をより困難にしている場合がある。

各学部・研究科の審査結果に対して稟議および法人会議で疑義が出された場合、教員人

事申請を所管している教務部教務課から各学部・研究科に審査に関する追加資料を請求し

補足することで調整を図っている。また、必要に応じて、各学部・研究科が審査の過程で、

事前に教務部教務課にその妥当性・適切性を確認しておくことにより、認識のすり合わせ

を行い、その後の稟議および法人会議の審議が円滑に進むように努めている。

各学部・研究科等の FD の取り組みについては FD 推進委員会（現 教育方法研究開発

委員会）において情報の共有化に努めているが、今のところ、対話型、問題発見・解決型

授業等、各教員が授業で工夫している具体的なノウハウの共有を図る場が効果的に提供で

きているとは言えない。今後はこうしたノウハウの共有の場の設定が課題である。

〈２〉政治経済学部

EDESSA プログラムの本格的実施にあたり、英語で講義を担当する専任教員の授業負

担が増大している。これは授業担任時間数が増加したか否かにかかわらず、英語で授業を

行うための特別な準備およびきめ細やかな学生指導等に要する時間的および精神的労力の

増加による。また、同プログラムを担当するための教員については、EDESSA プログラム

(9 月入学)にて 100 名定員を受け入れるために学費の増額や学術院支援策の適用、外部資

金の獲得等の施策を進め、2016年時点では合計 12名の人数枠を得て運営をしている。2010

年度の同プログラム設置以降、科目の体系化、受け入れ学生数増により、事実上 2 学部相

当のカリキュラムを並行運用する形となっており、教員の授業負担が大きい状況にある。
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学生の科目履修の選択肢は必ずしも十分である状態とは言えず、教員個々人の努力に解決

を委ねる現状のまま継続的に運営する事は難しい見込みがある。

また、大学方針であるダイバーシティの実現の面について、実際の受入の観点ではマイ

ノリティやハンディキャップに対して施設設備やサポート等が十分でない場合があり、大

学全体として対応が必要である。

〈３〉法学部

現在の本学部専任教員は、教授 63 名、准教授 11 名、専任講師 4 名、特任教授 2 名から

構成され、このうち法律科目担当教員は 47 名（内併任教員 15 名）、語学教養科目担当教

員は 33 名である。教授の数が多いが、それは、内部の昇格人事について一定の就業年数

と研究実績によるプロモーション方式を採用していること、実績のある教員を学外から積

極的に招聘していることによる。しかし、年齢バランスが上方に偏っているのは事実で、

この傾向は近時、徐々に是正されつつあるが、今後も一層その是正努力が必要と考えられ

る。専任教員のうち、外国人教員は 6 名、女性教員は 8 名である。とくに女性の法律科目

担当教員は１名にとどまっており、是正を要する喫緊の課題である。

学生による授業アンケートは、教員の教育能力を評価するものではなく、教育内容のよ

り一層の充実を図るために実施されるものである。質問項目も多く、また自由記載を求め

る項目も増やしているが、回収について Course N@vi を利用していることもあり、十分な

数のアンケートが回収されているとは言い難い。

上述のように年齢のアンバランスが著しいので、若手教員の補充が急務である。これか

らの十年において定年で退職する教員の補充を早期から計画的に行う必要があり、優秀な

人材を確保するためには人事枠の前倒し等の方策も必要になると思われる。

語学・教養の教員については、ここ数年、人事の凍結が求められてきており、退職者の

補充ができない状態であるが、非常勤担当コマ数に対する総枠規制も存在し、語学・教養

教育の実施に支障が生じかねない状況である。2014 年度末をもって 3 名の語学・教養系

教員が退職するが、その補充をいかに行うかは喫緊の課題である。

法科大学院発足後、法学研究者の後継者養成は制度的に難しくなっている面があるが、

早稲田大学においては法学研究科における研究者養成を、実務法曹養成の法務研究科とと

もに、従来通り重視して、厳しい状況にもかかわらず、私学における最大の法学研究者の

供給源という使命を果たしてきている。法学部においても、法学研究科との連携のあり方

を検討し、優秀な学生が研究者の道に進むことに対する障壁を取り除く努力をしていく必

要がある。また、若手研究者の育成のために助手制度の見直しの検討も行っているところ

である。

女性教員については、2014 年度に法律科目担当の女性教員 1 名を採用し、9 名となった

(9／74＝12％)。1 名であった法律科目担当女性教員は 2 名となった(2／43＝5％)。なお一

層の是正努力が必要とされる課題である。

【2016 年度追記】

2016 年 4 月現在の本学部専任教員は、教授 54 名、准教授 11 名、専任講師 3 名、特任



126

教授 1 名から構成され、このうち法律科目担当教員は 42 名、語学教養科目担当教員は 27

名となっている。専任教員のうち、外国人教員は 5 名、女性教員は相変わらず 9 名である。

女性教員比率はいまだ是正を要する喫緊の課題である。

〈７〉商学部

本学部では演習科目など一部の例外を除いて、全科目についてウェブ上で学生による授

業アンケートを実施し、希望する教員はマークシートによる授業アンケートを実施してい

る。しかし、前者の方法で実施した場合、学生の回答率は高くない。また、学生の授業ア

ンケートを各科目担当教員の教育方法に反映させる方法も、制度的に確立していないとい

う課題がある。

〈８〉基幹理工学部

本学部の専任教員（教授、特任教授、准教授、専任講師）は、現在約 100 名であり、教

員一人あたりの学部学生は約 24 人、大学院生は約 6 名である。これらの数字は、2007 年

の理工系再編によって大幅に改善され、2014 年の「情報通信学科」の新設に伴う教員増に

よって更に進展が見られた。助手、助教数は計 40 名であるが、学生定員の大きい学科を

有する本学部としてはさらなる増員を希望している。教員の新規嘱任に際しては、各学科

で年齢層相互のバランスに留意した採用を行っており、団塊の世代といわれる層が定年後

はかなりバランスのとれた年齢配分になることが予想されている。一方、本学部の専任教

員中で女性教員はわずかであり，助手・助教についてもごく少数に留まっている。女性教

員比率向上は国全体の課題であり、本学部も人事計画に組み込み、比率向上のための具体

的かつ継続的な方策を推進する。

本学部が実施している 1 年次の共通基礎教育は、入学試験時の学系に所属するどの学科

に進級しても基礎となる共通的な内容を包含しており、学生の基礎学力定着に著しい成果

を上げている。しかし、2 年進級時に学科を選択した後は、学科独自のカリキュラムに従

って教育が行われ、1 年次共通教育の長所が十分に生かされている現状とはいえない。ま

た、理工学分野の幅広い専門知識が必要とされる現在、自らの専門分野を超えて学習する

機会は限られており、何らかの改善が必要である。幅広い分野の大学院へ進学する機会を

与える可能性も含めた検討も必要である。このような教育システムの大幅改革に伴う専任

教員、非常勤講師の増員を含めた教育組織の変更が重要な課題である。

教員の新規嘱任や昇格は概ね適切に議論されているが、企業や一般研究機関、独立行政

法人などの他組織から教員を募集して新規嘱任する際の、教育歴や研究歴、研究業績につ

いての評価基準を再検討する必要がある。工学や理学の分野のみならず広くメディア・芸

術の分野を包含する本学部では、単に論文や講演数のみによる研究業績の評価ではなく、

芸術作品や映像などを含めた広い範囲の新たな基準の導入が不可欠である。また、工学系

の分野では設計、製図、工作、製造などの高いスキルを有する人物を募集・採用する場合

もあり、専門領域ごとに柔軟な募集方法の採用が必要となる。

教員の資質を向上させるための方策は現在、FD 推進委員会による諸活動と授業アンケ

ートによる学生からの還元が中心であり、必ずしも十分な状況とは言い難い。また、定期
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的に教員を海外に派遣する教育制度研修も利用率が低く、その成果を教育・研究に反映さ

せる体制も整備されているとは言い難いのが現状である。

〈９〉創造理工学部

実社会と密接にかかわる本学部では、教員の業績等、社会から活動が見える形をさらに

推進し、教育・研究体制の充実度が伝わる工夫が必要であると感じている。

〈11〉社会科学部

団塊の世代前後の教員の離職にともない、各専門ごとの教員数、年齢構成に数年で大き

な変化が生じることが想定される。将来の適切なバランスに配慮した人事が必要である。

また、留学生の増加により英語による授業実施等、留学生に対応できる教員の増員も求め

られる。ダイバーシティを尊重した採用を進めねばならない。

基本的なアカデミックリテラシーを高めていくためのカリキュラムの充実が必要である。

そのためには系列を越えて共通性の高い科目等を体系的に配置していかねばならない。学

生をアクティベートしていくための一層の工夫が求められている。本学部の学際性を考慮

するならば、系列の垣根を越えて教員と科目の適合性、学部外の教育リソースとのマッチ

ングを検討するシステムの整備が課題であろう。

学際的な学術院であるがゆえに教員の専門の幅も広く、その分、特定の専攻分野の数と

担当する教員の数が他の社会科学系の学部と比べて限られるため、教員の採用・昇格の審

査にあたって、候補者の研究内容について十分に精査できる専門審査委員をいかにして確

保していくかが今後の課題であろう。

学部教員・院生・学部生から構成される合同セミナーや社会科学学会の講演会などの活

動を除けば、本学部内の教員相互の資質向上のための研修機会は明確なかたちでは存在し

ない点も、改善を要すると思われる。

〈12〉人間科学部

専任教員の年齢構成では若干 60 歳代が多い傾向があるため、今後の専任教員の採用の

際には年齢構成もある程度考慮する必要があるかもしれない。同様に性別や国籍について

も検討の余地はあろう。

学際的にフレキシブルに協力し合って教育に取り組むうえでは、さらに他の学科に所属

する教員同士の協力も、学生に教育を提供するうえで極めて有用である。今後はさらに学

科の垣根を越えた教育制度の改善が望まれる。

本人間科学学術院は、学際性が特徴である。そこで個々の領域における業績、とりわけ

研究業績の評価基準に関する考え方が必ずしも一致するとは限らない。特に現時点で大き

な問題になっているわけではないが、今後も引き続き検討を要する事項といえる。

教員の資質の向上については特別研究期間がそれなりの効果を生んでいると思われるが、

一方でファカルティ・ディベロップメントの観点からは、個別に教員が履修学生から意見

や感想を聴取する工夫をしている事例が多い。しかしながら、全学のシステムである学生

による授業アンケートについても、評価としての信頼性向上のためにも改善すべき課題が
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ある。

〈13〉スポーツ科学部

「教員の資質の向上を図るための方策」の「スポーツ科学部」部分で述べているとおり、

本学術院として求められる教員像については、毎回の新規教員採用の都度に教育課程編

成・実施の観点から募集・採用が行われているが、それは慣例的に実施されているもので

あり、学術院内の教員編成方針として明確化する必要がある。

2003 年に２学科（7 コース）で開設された本学部は、2010 年度から１学科（7 コース）

に再編されたが、実質的には人文社会科学系のゼミを履修する学生が３分の２を占めるよ

うになったにもかかわらず、スポーツ医科学科教員数を多く配置した開設当初の教員構成

を大きくは改変できていないことから、履修希望を満たせない領域がある一方で希望者が

ほとんどいない領域も散見されており、学生の履修希望を完全に充足する教員構成とはな

っていない。１学科（7 コース）再編による教育成果の包括的な検証が必要であり、また、

今後 15 年の間に学部所属専任教員の半分が入れ替わるという状況であり、後継者の要請

を含めた有為な人材の獲得が急務となっている。

また、学術院の教員全体に占める女性教員、外国人教員の比率が圧倒的に低く、早急な改

善が求められる。女性参画社会や大学の国際化が求められている現在、将来構想を検討す

る中で、女性教員、外国人教員の比率を高めていく努力を行うことも急務の課題である。

大学全体の FD 推進委員会からの指導の多くが授業評価に関するものであり、「FD 推進

＝授業評価」との誤解を生じさせ、それが本学術院の FD 推進（たとえば、委員会の設置

など）の障壁になる場合がある。また、一般に、助教等の若手教員等にとっては、教養演

習などの共通教育の場は、大学における教育経験を積む格好の機会になるといわれている。

しかしながら、本学部では実際には、若手教員等に授業をゆだねるだけになっており、若

手教員の授業改善等に資する FD の場として必ずしも十分に機能していない現状がある。

〈14〉国際教養学部

授業評価に関しては、実施をすること自体が目的化している側面があり、どの程度授業

内容の改善に役立っているかは、見極めが難しい。

〈15〉大学院政治学研究科

研究科の強みにつながる教員構成となるように将来の人事選考を行う必要がある。具体

的には、外国人教員数について、専任教員に占める外国人教員数は 2016 年度時点で専任

3.63%と高いとはいえず、より一層の国際化、英語での教育プログラム提供のために考慮

する必要がある。

教育内容の検証については、大学全体で実施している学生授業アンケートと合わせて、

研究科に所属している学生と教員との懇談会を恒常化し、不断に研究科に所属する学生に

耳を傾ける必要がある。
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〈16〉大学院経済学研究科

本研究科では、全ての教員が積極的に FD プログラムに参加しているわけではなく、教

員の自主性に任せられる側面が強い。FD プログラムについては、伝統的な教育学の成果

に基づくものだけでなく、脳科学や教育心理学の知見を生かすなどの科学的アプローチを

併せて用いることが有用ではないかと思われる。また、近年増加している留学生への対応

方法に関する独自の FD の考案が望まれる。

〈17〉大学院法学研究科

各専修単位で集団指導体制を取っているが、専任教員数が少ない専修については、教

員の退職時に同等以上の経験を持つ教員の採用が必要となる。また、現在検討している、

リカレント教育における需要の拡大・多様化への対応および留学生の受け入れの拡大にお

ける英語による学位のプログラム創設のための対応としての、LL.M プログラムの立ち上げ

に関しては、これらに対応できる教員、具体的には関連科目や英語による授業の担当が可

能な教員の採用などがこれまで以上に必要となる。本研究科の専任教員は法学部の専任教

員として法律科目人事委員会で募集・採用され、昇格も法律科目人事委員会での審査によ

り行われるが、今後、法学部との連携がより重要となる。

〈19〉大学院商学研究科

本研究科の専任教員（助教を除く）は、商学部の専任教員でもあるため、この点につい

ては商学部の取り組みを参照されたい。

〈20〉大学院基幹理工学研究科

本研究科の研究指導教員数は、学生数に比して十分な編成となっており、さらなる大学

院進学率の増大を指向すべきである。教員の新規嘱任に際しては、各専攻で年齢層相互の

バランスに留意した採用を行っており、団塊の世代といわれる層の定年後はかなりバラン

スのとれた年齢配分になることが予想されている。一方、本研究科の専任教員はほぼ全員

が男性であり、女性教員の積極的な採用が必要である。また、近年は国際コースプログラ

ムの充実に伴い、外国人教員の採用が進んでいるが、まだ人数は限られており、さらなる

採用が望まれる。

大学院修士課程の基礎教育は、専攻ごとにカリキュラムや履修分野、科目等を独自のカ

リキュラム委員会等で決定し、その分野を担当するに相応しい教員を新規募集するなど、

教育課程の整備は十分検討されている。しかし、本研究科に所属する 5 専攻間で科目間の

連携や共通科目の導入などは未だ十分には行われておらず、今後改善すべき事項である。

また、理工学分野の幅広い専門知識が必要とされる現在、自らの専門分野を超えて大学院

レベルの高等教育を受ける機会は限られており、何らかの改善が必要である。博士後期課

程への進学者が増加するように、あるいは諸学国からの留学生が増加するように、魅力あ

る教育組織の整備も緊急の課題である。

教員の新規嘱任や昇格は概ね適切に議論されているが、企業や一般研究機関、独立行政

法人などの他組織から教員を募集して新規嘱任する際の、教育歴や研究歴、研究業績につ
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いての評価基準を再検討する必要がある。工学や理学の分野のみならず広くメディア・芸

術の分野を包含する本学部・研究科では、単に論文や講演数のみによる研究業績の評価で

はなく、芸術作品や映像などを含めた広い範囲の新たな基準の導入が不可欠である。また、

工学系の分野では設計、製図、工作、製造などの高いスキルを有する人物を募集・採用す

る場合もあり、専門領域ごとに柔軟な募集方法の採用が必要となる。

教員の資質を向上させるための方策は現在、FD 推進委員会による諸活動と授業アンケ

ートによる学生からの還元が中心であり、必ずしも十分な状況とは言い難い。また、定期

的に教員を海外に派遣する教育制度研修も利用率が低く、その成果を教育・研究に反映さ

せる体制も整備されているとは言い難いのが現状である。

〈21〉大学院創造理工学研究科

新しい教員組織構築へ向けて人事を進めるためには、現教員の教育・研究状況を、専攻

内の教員のみならず研究科内の教員がそれなりに把握しておくことが効果的である。その

ためには、研究者データベースやファカルティ・ディベロップメント（FD）の実施状況を

はじめ、研究科内の教学情報のさらなる整備が必要である。ホームページの整備に合わせ

て、研究科に所属する教員の新しい情報提示方法も取り入れているが、学内でも共有する

雰囲気づくりを検討すべきと考えている。

〈23〉大学院教育学研究科

修士課程学校教育専攻・および博士後期課程教育基礎学専攻における初等教育学の領域

については 2012 年度から研究指導が開設された。一方、現時点では理科教育専攻が設置

されておらず、主要教科をカバーした専攻組織になっていない。

教員養成の大学院重点化が実施された場合、教育実践系の授業科目の拡充が必要となる

ことが予想されるが、そのような科目の授業担当者となる実務系の教員の業績評価につい

ての規準が今のところ明確にされてはいない。

Web による授業評価アンケートの実施率が相対的に低いことにかんがみ、他の実施方法

の検討が必要である。

〈24〉大学院人間科学研究科

専任教員の年齢構成では若干 60 歳代が多い傾向があるため、今後の専任教員の採用の

際には年齢構成もある程度考慮する必要があるかもしれない。同様に性別や国籍について

も検討の余地はあろう。

学際的にフレキシブルに協力し合って教育に取り組むうえでは、さらに他の学科に所属

する教員同士の協力も、学生に教育を提供するうえで極めて有用である。今後はさらに学

科の垣根を越えた教育制度の改善が望まれる。

本人間科学学術院は、学際性が特徴である。そこで個々の領域における業績、とりわけ

研究業績の評価基準に関する考え方が必ずしも一致するとは限らない。特に現時点で大き

な問題になっているわけではないが、今後も引き続き検討を要する事項といえる。

教員の資質の向上については特別研究期間がそれなりの効果を生んでいると思われるが、
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一方でファカルティ・ディベロップメントの観点からは、個別に教員が履修学生から意見

や感想を聴取する工夫をしている事例が多い。しかしながら、全学のシステムである学生

による授業アンケートについても、評価としての信頼性向上のためにも改善すべき課題が

ある。

〈25〉大学院社会科学研究科

本研究科の学際性を考慮するならば、分野の垣根を越えて教員と科目の適合性を検討す

るシステムの整備が課題であろう。

学際的な学術院であるがゆえに教員の専門の幅も広く、その分、特定の専攻分野と担当

する教員の数が他の社会科学系大学院と比べて限られるため、特定の専門分野の教員の採

用・昇格の審査にあたって、候補者の研究内容について十分に精査できる専門審査委員の

数をいかにして確保していくかが今後の課題であろう。

〈26〉大学院アジア太平洋研究科

専任教員の構成（年齢、性別、国籍等）に配慮し、バランスよく競争力のある教員集団

を構成すること、とりわけ、現在 20 パーセントに止まっている女性教員比率を引き上げ

る必要性がある。また、現在、専任教員・助手等の科学研究費応募率 100 パーセント以上

を達成しているが、これを維持することによって十分な研究費を確保することが重要であ

る。

〈28〉大学院日本語教育研究科

日本語教育における多様な展開とニーズに対応する研究教育体制の強化と、学生への指

導体制の見直しを検討している。主に、多様な学生に対応した教育の質をどう保つか、入

試から修了、修了後の就職までを見通した一貫した専門教育のさらなる向上を目指した指

導体制のあり方を検討している。

また、本研究科全体と将来像を見通した非常勤教員の採用、および専任教員の協力体制

の見直しの検討を行っている。

学生指導および授業実践、教育効果の向上を目指したさらなる教員研修と意識向上を図

っていく。

〈29〉大学院情報生産システム研究科

教員の編制方針を明記したものがない。抽象的な国際化ということで採用活動が行われ

ている点は改善する必要がある。また、熾烈な国際競争力にさらされている専門領域が多

く、将来必要な専門領域を意識した採用活動が必要である。

教員の定年年齢が高いことに由来するが、教員の年齢構成（平均年齢）が高い。専門性

が時代遅れにならないように、徐々に平均年齢を下げる工夫が必要である。

教員の資質向上につながる FD に関する研修会への積極的な参加が望まれる。
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〈32〉大学院法務研究科

募集・採用にあたって、高いレベルの研究業績があることを求めることから、自ずと研

究歴の長いベテランが採用される傾向にある。実際、専任教員の年齢構成については、50

代、60 代の教員が多く、40 歳以下の教員が少ない。喫緊の課題として、年齢構成の改善

を図らなければならない問題点はないが、中長期的な人事政策として 40 歳以下の若手研

究者教員の補充を進めることが必要である。なお、2017 年 4 月には 30 代の刑法担当者が

着任予定である。

授業見学については、見学する教員の率が必ずしも十分であるとはいえない。その１つ

の理由は、本研究科発足時から相互参観制度を実施しているため、各教員は、すでに自分

の担当する科目ないし関連する科目の授業については、過去に参観してしまっていること

にあると考えられる。実施時期・期間を再検討するほか、特に他分野の授業の見学を推奨

することで、参加率を向上させたい。また、従来から、参観者からの感想を当該授業の担

当者に伝えるのを原則としてきたが、感想の中で他の教員に参考になるものについては公

開し、それを共有財産として授業改善の成果に結びつけるとともに、参観のためのインセ

ンティブとすることを検討したい。

教材作成や問題作成を共同で取り組む仕組みを充実させ、教員間の差異がないような形

で学生にそれらを提供していく必要がある。

〈34〉大学院スポーツ科学研究科

本研究科には、「スポーツ文化／スポーツビジネス／身体運動科学／スポーツ医学／コー

チング」の５つの研究領域（修士課程 2 年制コースおよび博士後期課程）があるが、その

教員配置にあたっては、本学術院の専任教員の中から大学院研究指導担当教員として適当

であるかどうかの資格審査を経て認められた教員が、上記 5 領域のどこに所属するかを本

人が決める仕組みになっており、研究科としての明確な教員組織の編成方針の策定が課題

である。

2012 年 7 月に策定した学術院のアクションプランにおいて「共通科目の拡充」や「プロ

ジェクト研究指導設置」などの施策が掲げられて、実施されたものもあるが、スポーツ科

学研究科としてのディプロマ・ポリシーに基づいた教育プログラムの策定、並びにそのカ

リキュラムを機能させるための教育組織を、適切に整備すべきであろう。

大学院担当教員としての審査について、当該教員個人の研究能力を中心に判定しており、

組織としての教育プログラムを適正に実施するという観点が不足している。

大学院の教育プログラムを改善していくことを目的とした「教員の資質向上」について、

具体的に取り組む必要がある。

〈35〉大学院環境・エネルギー研究科

学生定員の未達成。次世代を担う若手人材の登用（助教、助手レベル）および、教員組

織の高齢化に伴う若手教員の負担軽減とその後任人事を急がねばならない。文理統合を掲

げながら教員数が理系に偏りアンバランスを生じている。

本研究科は設立当初から既存組織の枠を超えた人材の交流（他学術院や研究所）を目指
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してきた。まずは研究科の中での理系と文系の教員交流もっと積極的に行い、研究分野の

活性化を図る。同時に学内他箇所や理工学術院の社会文化領域、グロ－バルエヂュケーシ

ョンセンターでの授業・学生指導を積極的に受け入れ、学部にルートを持たない独立大学

院における学生リクルートを進める。

なお、多くの教員の高齢化による後任問題などを早急に改善すべきである。このために

は、本研究科の将来構想を明確に提示するとともに、その中に人事計画を位置づける。教

員の募集、採用や昇格は、この計画の中で粛々と遂行すべきである。

資質向上については、FD 委員会、教員懇談会等において助手・助教レベルの若手教員

から現在の研究成果や研究科の将来に関する意見まで幅広い内容についてヒアリングを行

う機会を設けるなどして、研究科の運営の参考にするとともに、若手教員の育成を図りた

い。

また、国際性を身につけた若手教員の中から、次世代の教員候補を確保したい。

〈36〉大学院教職研究科

学校における実習指導のさらなる充実などを図るためには、教員数は決して十分とはい

えない。今後、一層の改善を検討することが必要である。

〈37〉国際コミュニケーション研究科

定年退職等による研究指導教員の交代にあたっては、国際教養学部人事委員会が後任人

事は行わないという基本方針を尊重していることから、引継ぎが必ずしも円滑に行われて

いない傾向がある。今後は、学生の学問的ニーズや研究科の研究指導方針を鑑みたうえで、

必要であれば後任人事の導入を学部選出の人事委員とともに検討していくべきと考える。

〈38〉大学院経営管理研究科

本学全体の傾向でもあるが、本研究科においても専任教員の平均年齢はやや高いと認識

している。定年退職する教員の後任採用にあたり、退職者に見合う優れた教育研究能力を

有し、さらに一層の国際化が進むビジネス教育の現場で活躍できる若手人材を継続的に採

用することが本研究科の当面の課題である。
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３．将来に向けた発展方策

（１）効果が上がっている事項

〈１〉大学全体

本学理事会は、2011 年 12 月 2 日に、早稲田大学創立 150 周年（2032 年）へ向けたビ

ジョンとして「Waseda Vision 150」を策定した。その実現のための核心戦略の１つとし

て、「教職員の役割と評価の明確化」を掲げている。

これまで本学では教員の役割および評価基準について明確に定義していない。そこで、

現在、教員が担うべき役割を「研究」「教育」「大学行政」「社会貢献」の 4 つのカテゴリ

ーに分けて分析を行い、その役割を果たす者については公平・公正な基準に基づく適切な

評価を行うことを検討している。また、すでに積極的に公表している教育・研究情報に加

え、前述の評価内容についても公表し、活用できる体制を整備することで、社会への説明

責任を果たしたい。

「Waseda Vision 150」実現のための核心戦略の１つに「グローバルリーダー育成のた

めの教育体系の再構築」がある。ここでは、全学基盤教育をさらに強化し、オープン教育

センター等において教育プログラムとして系統化と組織化を図ることを目標に検討を進め

ている。このことを実現することにより、現在の学術院体制にとらわれない、より効果的

で効率的なカリキュラムの構築が可能になると考える。

学部・研究科等の FD の取り組みを FD 推進委員会（現 教育方法研究開発委員会）な

どで継続的に紹介し、情報の共有化を図る必要がある。

〈３〉法学部

本学部と法学研究科、法務研究科では、法律科目について、それぞれの教員が相互に兼

担し合っている。法務研究科の人事の独立性は尊重しなければならないが、実質的には法

学研究科での研究指導、法務研究科での授業負担能力などを勘案し、各箇所の連携の上に

人事計画を進めてゆく。

学部教育の水準の維持を考えたとき、能力本位、人物本位で採用することはやむを得な

いことであるが、学部全体として年齢や性別のバランスについての認識を深め、候補者の

選定にあたって重要な考慮事項の１つとすることを確認する。

現在の人事体制は幾度かの改革を経て、公正性、透明性を旨として形成されてきたもの

である。今後ともその趣旨を確保する形で運用してゆく。

助手制度の見直しを行い、2016 年度採用助手より博士号取得と連動させた新しい制度で

の採用を行っている。優秀な院生に、早期に博士論文を完成させるインセンティブを与え、

法学研究者の後継者養成に資することを目的としている。

英語による法律科目の体系化を図るとともに、科目のバラエティーを機動的に確保する

ために、この科目群を担当する任期付教員を増員した。法学研究科の LLM 構想との連携

も想定している。
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〈４〉文化構想学部

本学部論系・文学部コース間の教員組織編成については、長期的サイクルで異動が行わ

れるものであり、単年度のカリキュラムなどの短期的課題に関しては、担当科目数によっ

て、所属学部とは異なる論系・コースの運営にも参画できる正・副運営委員制度を設け、

従来の論系・コース運営委員会の柔軟性を確保することで、臨機応変な対応が可能となる。

学術院全体の専任教員の積極的活用策として、本学部自論系・文学部コースにとどまら

ず、文学学術院全体の中にどのような専門科目を担当しうる人材がいるかを把握するため、

全教員アンケートを実施して、そのデータをデータベース化し、カリキュラム設計や教育

課程での適材適所の人材配置に活用する。

学部新設が軌道に乗り、これまでより長期的な視野に基づく人事計画を策定する。

総合人文科学研究センターを中心に、本学部の特長を生かした共同研究の可能性が議論

されている。特別研究期間については、教員すべてが公平な制度適用が受けられるよう、

運用を工夫していく。

〈５〉文学部

本学部コース・文化構想学部論系間の教員組織編成については、長期的サイクルで異動

が行われるものであり、単年度のカリキュラムなどの短期的課題に関しては、担当科目数

によって、所属学部とは異なる論系・コースの運営にも参画できる正・副運営委員制度を

設け、従来の論系・コース運営委員会の柔軟性を確保することで、臨機応変な対応が可能

となる。

学術院全体の専任教員の積極的活用策として、本学部自コース・文化構想学部論系にと

どまらず、文学学術院全体の中にどのような専門科目を担当しうる人材がいるかを把握す

るため、全教員アンケートを実施して、そのデータをデータベース化し、カリキュラム設

計や教育課程での適材適所の人材配置に活用する。

学部新設が軌道に乗り、これまでより長期的な視野に基づく人事計画を策定する。

総合人文科学研究センターを中心に、本学部の特長を生かした共同研究の可能性が議論

されている。特別研究期間については、教員すべてが公平な制度適用が受けられるよう、

運用を工夫していく。

〈６〉教育学部

2014 年 9 月に教授会で人事計画の方法を新たに作成し、2016 年度着任予定の教員人

事から、学術院計画委員会において人事計画を作成し、それにしたがって人事を進め

ていくこととなった。

〈８〉基幹理工学部

教員組織の編成に関する決定プロセスについては、現在の制度が概ね良好に機能してお

り、年齢層の相互バランスや各教員の専門分野のバランスなどは良好に保たれている。ま

た、教育・研究のさらなる深化を目指して実施されている他研究科所属教員との共同指導、

共同研究も今後はさらに発展する形で継続していきたい。
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学系別入試ならびに１年次の共通基礎教育の実施は、在学生の基礎学力を向上させるた

めに有効であり、学内外から高い評価を受けている。この制度の長所をなるべく保持した

まま、さらに発展させるための方策として、各学科に共通する基礎教育科目を統合して、

学部の共通科目として効率的に学習させる方法を実施しているが、そのための人事計画や

教育組織の整備を指向していく必要がある。また、他学部や他研究科教員との学部教育や

卒業研究の共同指導体制のさらなる整備と充実も重要な課題である。

教員の新規嘱任や昇格にかかわる各学科での基本的な選考方法とその決定方法について

は、将来的にもこれを維持し、公正な募集・採用ならびに昇格が行われるシステムを維持

したい。

また、学生による授業アンケートの回答率をさらに上昇させるための方法として、

Course N@vi を用いたアンケート方式への変更などを検討していく必要がある。さらに、

「早稲田大学 Best Teaching Award」への積極的な参加を促すことで、教員の資質向上に

向けた一助とすることが期待されている。本学部の特色である低学年の共通基礎科目につ

いても、担当者間の打ち合わせやカリキュラムの検討会を通じて担当教員の資質向上をさ

らに図ることを考えている。

〈９〉創造理工学部

各学科のファカルティ・ディベロップメント（FD）は積極的に行われており、この継続

が重要である。多数の教員が入れ替わることとなるため、FD が果たすべき役割は大きく

なる。

〈10〉先進理工学部

授業評価アンケートの回答項目および実施方式に関して、定期的な見直しを実施してい

る。また、新任教員は、大学総合研究センターの新任教員セミナーを受講しており、効果

が上がっている。さらに、希望者は海外協定校派遣型 FD プログラムに参加しており、教育

技術の向上に繋がっている。加えて、早稲田ティーチングアワードへの参加により、教員

の教育活動への関心が高まっている。

ホームページによる研究業績、研究内容の公開に関しては、定期的なアップデートの仕

組みを徹底させ、タイムリーな情報公開に努めている。

〈11〉社会科学部

専任教員の新規採用は、2013 年度 3 名、2014 年度１名、2015 年度 3 名、2016 年度

2 名である。うち 6 名は 30 代中盤～40 代前半の若手教員であり、海外の大学での学位取得

者も多いため、今後の学部の国際化への貢献が期待される。

〈12〉人間科学部

専任教員の新規募集に際しては、学術院内の関係する会議体において十分な議論を行い、

教員の構成バランスにも配慮している。例えば年齢の構成を見ても、比較的若い年代の人

材も重点的に採用してきている実績がある。
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現在、人間科学学術院で推進しているカリキュラム改革では、点検・評価で述べた改善

事項を実現することも目指して、多くの教員が協力しながら取り組んでいる状態である。

すでに具体的な科目レベルのイメージの共有もできつつあり、ますます学部の理念・目的

に合致した教育を学生たちに提供できるのではないかと期待している。

学際性の高い学術院であるため、個々の専門領域の違いによって業績評価の基準が必ず

しも一致するとは限らない。そこで、とりわけ研究業績の審査においては適切に当該領域

の固有性にも配慮した評価ができるよう、規程によって手続きを明確化し、公正に審査が

行えるよう審査体制を定めている。

現在進めているカリキュラム改革において、教員間で相互に教育内容（あるいは担当科

目の内容）を情報共有し、協力して科目の構成を検討している。この取り組みによって、

格段に教育内容の発展的な整理が進んでいる。また、本学部には通信教育課程が併設され

ているが、そこではオンデマンドコンテンツを用いた教育が展開されている。そのため、

教員が相互に他の教員の教授法を紹介し合うような取り組みがされており、一定の効果が

上がっていると認められる。

〈13〉スポーツ科学部

2012 年 7 月に策定された本学術院のアクションプランにおいて、教育課程における学

部・大学院の連携が検討されており、それを踏まえた教員組織の再編成を予定している。

これを、今後実施予定の学部・大学院のカリキュラム改訂と連動させて、教育・研究のさ

らなる充実を図る。

学生の履修希望を最大限に満たすことができるような教員配置と、助教や任期付き教員の

活用による教員負担の平準化について、ますます促進することが望まれる。

これまで、専任教員採用に関する内規の中で、「本学術院助手は応募できない」という条件

が付されていたが、公募条件の設定、応募者の審査・選考プロセスの公平性が定着した現

状においては、必ずしも「助手の応募」を禁止する必要はないのではないかとの観点から、

1 年以上の議論・検討を経て解除された。このことは、（他機関を経ずに）助手から専任教

員へと昇格することを奨励・容認するものでは決してないが、教育研究機関としてのスポ

ーツ科学学術院での教員採用のあり方について、従来の慣例にとらわれずに点検・検討し

ようとする試みとして評価できる。

2012 年度より、研究および入試・教育改革タスクフォースを組織し、2013 年度には今後

の学術院の将来構想に向けての提案を行った。前者では、外部資金の獲得、研究資金獲得

のための URA の任用、テニュアトラック制の導入、研究促進のための人事構想案などが

議論され、後者では、学部と大学院の領域の整合性の向上、大学院教育の質の担保と教員

の負担軽減、入試改革と情報発信などについての話し合いがなされた。2014 年度に、タス

クフォースからの提案を受けて、点検・評価委員会の活動が開始されている。

〈14〉国際教養学部

社会の変遷が激しい現代社会では、人材育成に必要とされる分野は多岐に渡り、なおか

つその変化も早いため、クラスターを越えて教員同士が意見交換をする機会を増やすこと



138

により、現状のクラスターを柔軟に改変できる意識の醸成ができると、よりスピーディー

に時代の変化を捉えることができる教員組織を築くことができる。

また、学内でも屈指の国際的な環境を継続して維持するためにも引き続き、国際経験が

豊富な教授陣を確保することが必要となる。今後は段階的に、創設時より本学部の授業を

担当してきた教員が定年退職を迎えるフェーズに入るため、後任人事について十分に戦略

を練る必要がある。2016 年度～2018 年度に 8 名の定年退職者が予定されている。

ファカルティ・セミナーについては、開催頻度が安定せず、スケジュールが浸透できて

いない部分があるので、定期的な開催を実現することにより、より多くの教員が参加しや

すい運用を検討する必要がある。

〈15〉大学院政治学研究科

テニュア・トラック採用を導入し、若手研究者の教育・研究の機会を提供するとともに、

経験を積んだ有能な人材の採用につなげていくことを企図している。また、社会科学、特

に政治学分野での研究を志す女子学生を積極的に受け入れることを通じて、研究者養成を

進め、長期的には女性教員の比率向上へとつなげつつある。

〈16〉大学院経済学研究科

教授への昇任については、これまでは自己推薦のみであったのを、執行部からの推薦を

可能にした。教員の年齢構成については、中期人事計画に基づく人事委員会では全体の年

齢構成を考慮して人事を始めている。またテニュアトラックによる採用も選択肢の１つと

している。

〈17〉大学院法学研究科

本研究科の専任教員は法学部の専任教員として法律科目人事委員会で募集・採用され、

昇格も法律科目人事委員会での審査により行われるが、法律科目人事委員会の構成員も、

基本的に法学部と本研究科の専任教員を兼ねた教員によって構成されており、法学部にお

ける人事採用計画においては、法学研究科の科目担当や研究指導、新たなプログラムの設

置をも当然に含めて、その計画が作成されている。このため、近時の本研究科に対する大

学院生のニーズや、将来戦略も、法学部における教員の採用方針には十分に反映されてお

り、法学研究科においても適切な教員編成が行われている。

〈18〉大学院文学研究科

基本構想委員会において、広領域・学横断的な領域の創出や博士課程一貫教育、修士課

程のみの教育課程等の社会的要請を考慮して、それらの課題に対応しうる教員像や教員編

成方針を検討していく。

本研究科の専門教育体制や、博士課程一貫教育、広領域研究推進に対応するため、文学

学術院全体の専任教員のマンパワーの有効活用を行っていく。

本研究科独自の専任教員人事計画は行っていないが、文学学術院全体での公募・採用に

おいては、研究科での研究指導の担当が可能な人材を前提としている。公募・採用にあた
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っては、複数の学部の論系・コースおよび研究科のコースが密に連携することで、調整を

行っている。

2012 年度に総合人文科学研究センターがスタートし、教員の資質向上のために、研究サ

ポート体制をより強化していくことを図る。

〈19〉大学院商学研究科

本研究科の専任教員（助教を除く）は、商学部の専任教員でもあるため、この点につい

ては商学部の取り組みを参照されたい。

〈20〉大学院基幹理工学研究科

教員組織の編成に関する決定プロセスについては、現在の制度が概ね良好に機能してお

り、年齢層の相互バランスや各教員の専門分野のバランスなどは良好に保たれている。ま

た、教育・研究のさらなる深化を目指して実施されている他研究科所属教員との共同指導、

共同研究も今後はさらに発展する形で継続していきたい。

他学術院や他研究科教員との大学院教育や修士論文研究の共同指導体制のさらなる整備

と充実が重要な課題である。また、学外機関との共同指導や共同研究体制のさらなる拡充、

あるいは他大学院との単位互換制度を含めた相互教育や共同研究指導体制の構築も必要で

ある。

教員の新規嘱任や昇格にかかわる各専攻での基本的な選考方法とその決定方法について

は、将来的にもこれを維持し、公正な募集・採用ならびに昇格が行われるシステムを維持

したい。

また、学生による授業アンケートの回答率をさらに上昇させるために方法として、

Course N@vi を用いたアンケート方式の推進などを検討していく必要がある。

〈21〉創造理工学研究科

これからの人事に関しては、各専攻のみならず、教員数という観点からは研究科として

重要な事項である。そこで、個別主任会の場で将来の人事構想について情報共有を行って

おり、各専攻の状況と研究科の状況とをすり合わせ、コンセンサスを得た人事が進められ

るような体制を整えている。

〈22〉大学院先進理工学研究科

学生による授業評価アンケートの回答項目および実施方式に関して、定期的な見直しを

実施している。また、新任教員は、大学総合研究センターの新任教員セミナーを受講して

おり、効果が上がっている。さらに、希望者は海外協定校派遣型 FD プログラムに参加して

おり、教育技術の向上に繋がっている。

ホームページによる研究業績、研究内容の公開に関しては、定期的なアップデートの仕

組みを徹底させ、タイムリーな情報公開に努めている。
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〈23〉大学院教育学研究科

各専攻の現在の教員組織を維持しつつ、さらなる質的な充実を図りたい。

研究指導担当分野についての学術的専門性の水準を今後も維持するとともに、高度な学

術的能力を有する学校教員および実践的な研究能力を有する学術研究者の養成という本研

究科の目的・理念を共有できる教員の採用を徹底したい。

現状の説明で述べたような専攻ごとに組織された研究会の活動については、学術的研究

と教育実践の相乗的な効果により、教員ならびに学生の研究・教育能力の向上が期待され

ている。

〈24〉大学院人間科学研究科

専任教員の新規募集に際しては、学術院内の関係する会議体において十分な議論を行い、

教員の構成バランスにも配慮している。例えば年齢の構成を見ても、比較的若い年代の人

材も重点的に採用してきている実績がある。

現在、人間科学学術院で推進しているカリキュラム改革では、点検・評価で述べた改善

事項を実現することも目指して、多くの教員が協力しながら取り組んでいる状態である。

すでに具体的な科目レベルのイメージの共有もできつつあり、ますます学部の理念・目的

に合致した教育を学生たちに提供できるのではないかと期待している。

学際性の高い学術院であるため、個々の専門領域の違いによって業績評価の基準が必ず

しも一致するとは限らない。そこで、とりわけ研究業績の審査においては適切に当該領域

の固有性にも配慮した評価ができるよう、規程によって手続きを明確化し、公正に審査が

行えるよう審査体制を定めている。

現在進めているカリキュラム改革において、教員間で相互に教育内容（あるいは担当科

目の内容）を情報共有し、協力して科目の構成を検討している。この取り組みによって、

格段に教育内容の発展的な整理が進んでいる。

〈25〉大学院社会科学研究科

学際性と専門性を兼ね備えた教員が各研究分野に所属し、分野内に配置された科目の性

質を反省しつつ、各分野会議、院運営委員会、人事委員会等を通じて適切な担当教員の配

置を検討していく体制は一応整っているといえる。国際的、多元的な価値理解、語学やコ

ミュニケーション、統計や数学、学術的文章の作成等のアカデミックリテラシーをどう高

めていくかなどは、専門分野を越えた共通の教育課題といえる。また、社会的で臨床的な

問題解決への関心やスキルを高めることも重要である。

教育面での教員の資質向上について、大規模総合大学である本学の利点を生かすかたち

で、全学的な FD システムの活用はある程度有効に機能しているといえる。

先端社会科学研究所のセミナーやカンファレンスの開催を通じて、教員相互が研究発

表の機会を共有し、それを教育にフィードバックすることが期待される。

〈26〉大学院アジア太平洋研究科

教員採用・資格変更等にあたって、この数年来整備した研究科内の諸制度に基づき、こ
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れまで以上に厳格な審査手続きを実施し、教員の質の一層の改善を図る。特に教員の新規

採用にあたっては、国際的評価に耐えうる研究業績を有する人材の確保を最優先にし、今

後もその方針に基づいて人材を確保していく。

〈28〉大学院日本語教育研究科

多様な授業展開と効果的な学生指導を目指し、専任教員全員の協議を踏まえて実行する

教員体制とそれを支える事務職員との連携が取れている。

研究科長を委員長とした将来展望委員会を中心にした研究科の将来構想と、それに応じ

た教員体制のあり方、教育指導のあり方を検討しており、効果を上げている。

教員の募集、採用、昇格に関しては、適正に実施できる体制として、教務会議、専任教

員会議、運営委員会で協議を行っている。

研究教育実践の成果をホームページ、紀要、研究会活動、刊行物の発行等を通じて、教

員間で相互の研鑽を積んでいる。

〈29〉大学院情報生産システム研究科

学生による授業アンケートはほぼ 100%の講義で行われており、授業へのフィードバッ

クが教育の質の向上に効果を上げている。授業アンケートの評価を元にしたティーチング

アワードの制度を作成し設けている。新規嘱任教員に対しては研究科独自の説明会および

全学の「1 Day FD プログラム」を行っている。

〈32〉大学院法務研究科

いわゆる「ダブルカウント」廃止に向けた対応について、2013 年度に 18 名いた併任教

員を 2014 年 4 月には完全に解消した。そのうえで、設置基準上の教員数を十分に確保し

ているため、兼務教員の制度を設置した。(2016 年 4 月時点で 4 名を兼務教員としている。)

FD 活動の一環として、2014 年度から試行を始めた授業のビデオ撮影による効果も検証し

ていきたい。

〈33〉大学院会計研究科

他箇所との併任解消を適切に図るべく、2012 年５月に組織した第３次の将来戦略委員会

において今後の授業科目の再考や、担当教員との適合および適正配置を総合的に勘案した

方策を検討し、2014 年４月に併任解消を実現した。

引き続き、教員の募集、採用、昇格に関する規程および手続きに沿って、適切性や透明

性が担保された教員人事を行っていく。

また、引き続き、教育研究、その他の諸活動に関する教員の資質向上に寄与する活動を

検討する。

なお、女性専任教員の採用についても引き続き努力を行っていく。

〈34〉大学院スポーツ科学研究科

スポーツ科学部とスポーツ科学研究科を合わせた教育課程編成の観点から、不足する人
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材を検討したうえで公募条件が定められており、そこで求められる教員像に適った人材を

採用することができている点で、研究・教育レベルが維持されている。

点検・評価委員会において大学院の教育プログラム等について検討を始めており、将来

構想検討委員会においても中・長期的な観点での研究科のあり方について議論が開始され

る。

学術院としての新規教員の募集・採用・昇格については、各々の内規に則って適正に実

施・運用され、手続きとして定着しているので、引き続き適正に実施・運用していく。

〈35〉大学院環境・エネルギー研究科

地域から地球規模の環境・エネルギー・資源問題に取り組むため、原点に戻り、科学的

な知見に基づく工学的・政策的な手法を総動員すべく有機的な教育・研究体制を維持、発

展させる。研究科の次世代を担い、かつ国際的にも活躍しうる優秀な人材の確保と育成を

行う。

また、多様な問題にチャレンジしようとする学生ニーズに応えるためには、研究科教員

組織のみでは不十分な場合もあり、既存の研究所や他学術院からの協力、支援も必要とな

る。環境総合研究センターや広い分野をカバーしている理工学術院との交流をなお一層深

めることによってこれを補完して行く。

募集・採用については、将来構想の策定と人事計画に則り、有能な人材確保を行うため

にも本学ばかりでなく広く人材を公募して将来の発展に備えたい。人材の確保機関として、

環境総合研究センターなども考慮に入れ、外部資金による雇用も促進したい。

なお、今後とも、中堅、若手教員の国際性と英語による授業への要望から、在外研究や

英語教育 FD 等に積極的に参加させ、その成果を研究科内で共有する方策を考えたい。ま

た、昇格の際の資格要件とすることも併せて考えていきたい。

〈36〉大学院教職研究科

本研究科は、2017年度より教育学研究科と統合し、教育学研究科内の一専攻（高度教職

実践専攻）として再スタートする予定である。そのことにより、教育学研究科の教科専門

に関わる授業科目の履修が大幅に可能になり、高度専門職業人としての学校教員の養成に

より大きな成果を生み出すことが期待される。

〈37〉国際コミュニケーション研究科

グローバル化が進む現代社会においては、人材育成に必要とされる分野は多岐に渡り、

なおかつその変化も早い。そのため、スタディープランの枠を越えて教員同士が意見交換

をする機会を増やすことで、各々のスタディープランが持つ専門性を維持しつつも、研究・

教育環境の変化に適切に対応できる体制を整えることが重要である。2015 年度に開設され

た博士後期過程では、修士課程にある３つのスタディープランを統合し、より現代的なト

ピックのもとに研究・教育を遂行する体制を整えることができた。

教員構成については、すでに国際性豊かな人員配置を行っているが、より一層学問的多

様性と先進性に基づいた採用人事を行っていくことが重要である。
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〈38〉大学院経営管理研究科

本研究科では、「教育研究上の目的」の達成のために、ステークホルダーとの意思疎通を図

り、教員の学術研究の推進に努め、「教育研究上の目的」を達成する授業の実現を図ってい

る。また、実務経験を有する教員が揃い、社会にインパクトのある発信を行っている。
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（２）改善すべき事項

〈１〉大学全体

現在、本件の基本的な考え方やその目的について学部・研究科教務主任から意見を聴取

するとともに、全専任教員に本件に関するアンケートを行い、回答の分析を進めている段

階である。今後、検討・議論を深め、教員の役割と評価を明確に定義し、教員間の共通理

解を醸成していくことになるだろう。

本学では、これまで教養教育についての議論が必ずしも十分になされてきたとはいえな

い。しかしながら、全学基盤教育のさらなる強化を検討するには、本学における教養教育

とは何かということを定義づけておく必要がある。そこで、現在、シンポジウムを重ねて

学内外の有識者の意見を参考に議論を重ねることで、本学における教養教育の共通認識の

醸成に努めている。

「Waseda Vision150」の核心戦略２と３では、それぞれ「教育内容の公開と多言語化」

「対話型、問題発見・解決型教育への移行」についての具体策を検討している。そのため

に各学部・研究科で教員が行っているグッド・プラクティスを発掘し、広く学内で情報共

有するために、2012 年 4 月から 5 月にかけて本学の教員を対象としたアンケートを実施

し、多人数クラスで対話型授業を行っていると回答した教員に対して順次ヒアリングを実

施している。

さらに、発掘したグッド・プラクティスをモデル化して、普及させる方策を検討してい

る。例えば、グッド・プラクティスを取りまとめて、項目別に整理しマニュアル化するこ

とが考えられる。

また、授業収録や授業の参観などによる教育の公開を進め、他の教員の取り組みを相互

に確認し合えるようにする。

〈２〉政治経済学部

2014 年度からは EDESSA プログラムの入学者数を定員の内数として扱い、4 月入学者

数をその分削減する方向で検討を進めている。これにより設置科目数の整理を行い、教員

の授業負担の軽減を促進している。一方でそれが実行されたとしても、専任教員数を現行

以上に確保し、日英両語による教育の質を確保しつつ専任教員の担当授業時間数のさらな

る低減を図ること、および EDESSA プログラムにおいて英語で講義を行うことができる

教員数の比率を現状より高めることは喫緊の課題である。このため、2015 年度から、教員

の公募を行う際には英語で授業が行えることは原則として必須要件であると定めている。

EDESSA プログラムは、現在 30 人定員で実施しているが、2013 年度には定員 50 人、さ

らにそれ以降は定員を 100 人程度まで拡大する計画を実現している（2014 年度時点での

実在籍者数計：89 名、2016 年度入学者数において 101 名に至り、目標を達成した）。

〈３〉法学部

学生による授業アンケートの回収方向について、改善を図る。
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〈７〉商学部

商学部では教員基礎数から 20 名近く少ない人数の専任教員で学部運営を行っている

状況（2016 年 4 月現在）であり、授業においても大規模な履修者数の受け入れなど過度

な教員負担を強いている部分がある。そこで、2015 年度に設置した学部将来構想委員会で

の議論をもとに、専任教員の採用を早急に進めるよう検討を進め、当面の間は一定の退職

者数も見込まれることから、2017 年度から毎年 5 名程度の専任教員を採用することを目

標としている。

また、ウェブ上での授業アンケート回答率上昇については、大学本部が主催する教育方

法研究開発委員会で具体的方法について検討していく予定である。学生の授業アンケート

結果を各科目担当教員の教育方法に反映させる方法については、カリキュラム委員会およ

び学部自己点検・評価委員会において検討する。

〈８〉基幹理工学部

専任教員の対学生比は、従来より大幅に改善されたが、未だに１教員あたりの学生数は

多く、さらなる改善が必要である。また、助手・助教数も、研究のさらなる充実と教育面

での教務補助を考えると、現在の人数ではまだ不十分である。グローバル化のさらなる推

進と教育のオープン化に向けて、外国人教員と女性教員の新規嘱任は本学部にとって緊急

の課題であり、各学科の人事委員会で議題として取り上げるとともに、拡大主任会等でも

継続的な議論を続けていきたい。

現在の教育システムの中で、十分に成果を上げていると考えられる共通教育を今後さら

に発展させる形で継承して、学科の枠を超えて共通に履修できる専門科目群が設置されて

いる。その内容としては、理工学の基礎となる微分方程式、フーリエ解析、複素関数論な

どの数学系科目、電磁気学や電気回路、電子回路などの工学系基礎科目である。これら学

部共通科目の設定により、学科間で重複していた科目群の整理統合をはじめ、効率的な教

育システムの運用が図られている。今後これら基礎科目群の設置を学部高学年や大学院に

まで浸透させることも重要な課題となっている。また，これをさらに発展させる形で、学

生が自らの専門学科の他にもう１つの副専攻学科を選択して、理工学の幅広い知識を学習

する機会を設けるための副専攻制度の運用も順調に進んでいる。

他組織から教員を募集して新規嘱任する際の、教育歴や研究歴、研究業績についての評

価基準、あるいは専門分野ごとに異なる業績の評価法や募集方法に関しては、各学科の人

事委員会で各分野の実情に合った検討をお願いするとともに、学部内で拡大主任会を開催

して指針づくりに着手したい。また、募集・採用・昇格が適切に実施されたか否かを確認

する仕組みづくりも必要である。

全学「FD 推進委員会」の活動と連動して、教育面での資質向上を目指した教員の顕彰

制度や、教員間での授業評価法の新規導入などが必要である。さらに、定期的に教員を海

外に派遣する教育制度研修を積極的に活用できる環境を整えるとともに、こうした教育制

度研修を利用した教員によるセミナーや研究会を定期的に開催する仕組みの整備も検討課

題の１つである。
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〈９〉創造理工学部

教員の人事計画は、大学全体の計画にも影響することであるが、本学部では特にこれか

らの 8 年間で半数の教員が入れ替わることから、人事計画の立案は重要な意味をもってい

る。その場合、個々の学科だけの問題ではなく、創造理工を構成している全学科と領域が

密な情報交換を行いつつ、適切な人事と学部としての教育体制の構築を目指さなければな

らない。そのための検討委員会の設置など、長期的人事の意見交換の場が必要と考えられ

る。

〈11〉社会科学部

とくに 40 代以下の若手教員、および留学生に対応できる教員の増員が必要である。

科目内容の見直しや科目の統廃合・新設の観点からも、系列によらない多様な視点から

カリキュラムや科目を提案する、より柔軟な仕組みによる運用が重要となろう。

必要に応じて候補者の業績内容を適切に評価しうる審査委員を本学他箇所や他大学に依

頼することも考えられる。

全学 FD プログラムへの参加をさらに促進するとともに、教員相互が発表の機会を共有

し、ワークショップ等を増やしていくことが、資質向上に有用となろう。

〈12〉人間科学部

若い教員、女性教員、外国国籍を有する教員の比率をさらに向上させるべきという指摘

もあるかもしれず、改善を検討する余地はあろうかと考えられる。ただ、新規採用公募の

際に、年齢や性別や国籍といった条件を明確に記載することが公募要項として相応しいか

という問題もある。

学部における教育制度についても、特に改めて改善すべき事項があるとは認識していな

い。気がつけば、現在進行形のカリキュラム改革の議論において解決しながら進めてきて

いるのが現状である。もちろん新カリキュラムが立ち上がった以降も、継続して評価や改

善点の洗い出しと対応方法の検討を続けていくことは必要なことであると認識している。

教員の採用や昇格に関しても、本人間科学学術院で現時点では特に問題が顕在化してい

るわけではない。しかし、個々の領域の固有性にも配慮した公平公正な業績評価の方法に

ついては、引き続き検討することは重要な課題であろう。

今後さらに教育内容の発展的な整理を進めていく中で、学生にとってもより履修しやす

い科目体系に変容していくことが期待できる。そのことは、それを推進する教員達自身に

とっても、自ずと学生の要望とのマッチングを踏まえた問題意識の深まりを促し、ひいて

は資質の向上につながるものと期待できる。

〈13〉スポーツ科学部

前項で述べたように、学術院内の教員編成方針が明確化されることが望ましい。

本学部学生のニーズを十全に満たせるような教員配置ができるように、将来に向けた発

展方策を具体的に策定して、着実に実施に移していくことが必要とされる。

新規教員の募集・採用・昇格については、各々の内規が適正に実施・運用され、その手
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続きが定着しているものの、その内規自体の改訂については、手続き上の問題解決にとど

まっていて、「将来に向けた発展」という観点からの点検・評価は必ずしもなされていなか

った。

教養演習等の学部共通プログラムについて、その教育内容の運用・充実に関して、学部

として組織的に取り組む必要がある。

〈14〉国際教養学部

学生による授業評価の結果を、授業内容の改善に生かしたケースの確認や紹介を行い、

授業評価そのものに対する抵抗感を払拭する工夫を模索する必要がある。

〈15〉大学院政治学研究科

英語学位プログラムの提供が開始されたことに伴い、国際的な教員公募体制を導入し、

より一層の国際化に対応した教育プログラムを提供するための教員構成としていく必要が

ある。

教育手法については、ファカルティ・ディベロップメントのため海外の第一線で活躍す

る教育者を招聘するなど、国際基準を満たすようなティーチング・メソッドの獲得につな

がるような機会を提供できるように模索したい。

〈16〉大学院経済学研究科

執行部からの推薦については今後とも慣例化すべきである。教員の年齢構成については、

中期人事計画に基づく委員会方式を踏襲することが考えられる。しかし、この方式の長所

と短所を踏まえて、別の組織を考えることもありうる。テニュアトラックについては必要

であれば導入すべきであるが、昇進条件などは慎重に検討する必要がある。

〈17〉大学院法学研究科

教員の編成は当然に科目編成にかかわるものであるが、現在検討している、リカレント

教育における需要の拡大・多様化への対応および留学生の受け入れの拡大における英語に

よる学位のプログラム創設のための対応としての、LL.M プログラムの立ち上げとの関連で

は、これまでの研究指導を中心とした科目に加えて、多くの関連科目の設置が必要となる

ため、これを見据えた教員の配置が必要となる。その際、これまでは法学学術院の中でも

主に法学部との密接な連携を図り、これは十分に成果を上げてきたといえるが、今後は法

務研究科との共同での科目の設置や、それを担当する教員の配置が重要となる。このため、

今後は法学部との連携に加え、これまでも行われてきた法務研究科との連携をさらに強め、

適切な科目の配置とそれに伴う教員の配置・編成を図ってゆくことが必要である。

〈19〉大学院商学研究科

本研究科の専任教員（助教を除く）は、商学部の専任教員でもあるため、この点につい

ては商学部の取り組みを参照されたい。
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〈20〉大学院基幹理工学研究科

専任教員の対学生比は、概ね良好な数値を示しており、修士課程での研究指導は適切に

行われている。一方、博士後期課程は進学希望者が少なく、研究活動の活性化のためにも

進学希望者の確保が重要な課題である。グローバル化のさらなる推進と教育のオープン化

に向けて、外国人教員と女性教員の新規嘱任は本研究科にとって緊急の課題であり、各専

攻の人事委員会で議題として取り上げるとともに、拡大主任会等でも継続的な議論を続け

ていきたい。

現在の教育システムの中で、十分に成果を上げていると考えられる他学術院、他研究科

あるいは他機関との共同教育体制を今後さらに発展させる形で継承するとともに、専攻の

枠を超えて共通に履修できる専門科目群の設置などが必要である。また、博士後期課程の

学生や海外からの外国人学生に広く門戸を開くことを志向して、大学院入学試験制度の大

幅改善と、一貫して英語で教育・研究を遂行するグローバル化教育の推進が必須である。

他組織から教員を募集して新規嘱任する際の、教育歴や研究歴、研究業績についての評

価基準、あるいは専門分野毎に異なる業績の評価法や募集方法に関しては、各専攻の人事

委員会で各分野の実情に合った検討をお願いするとともに、研究科内で拡大主任会あるい

は拡大人事委員会を開催して指針づくりに着手したい。また、募集・採用・昇格が適切に

実施されたか否かを確認する仕組みづくりも必要である。

全学「FD 推進委員会」の活動と連動して、教育面での資質向上を目指した教員の顕彰

制度や、教員間での授業評価法の新規導入などが必要である。さらに、定期的に教員を海

外に派遣する教育制度研修を積極的に活用できる環境を整えるとともに、こうした教育制

度研修を利用した教員によるセミナーや研究会を定期的に開催する仕組みの整備も検討課

題の１つである。

〈21〉創造理工学研究科

本研究科への外国からの入学希望者数が増大しつつある。しかし、国際コースプログラ

ム実施のための教員組織は十分とはいえない。実学をベースとした本研究科では、専攻に

よってカリキュラム構築の考え方が異なるところも多いため、科目の共通化などによる教

務負担軽減は簡単ではない。専攻内の議論だけでなく、研究科として国際コースを意識し

たカリキュラムとそれに伴う教員組織を検討すべきであると考えている。

〈22〉大学院先進理工学研究科

各箇所主催のセミナー等の情報を集約し、わかりやすいアナウンスを大学総合研究セン

ター中心に行う。さらに「学生」の参加型で進める FD 活動、FD を側面から支える職員

の職能開発（SD）支援の検討を開始している。

〈23〉大学院教育学研究科

理科教育専攻の開設が課題となる。現在、理科教育専攻の設置は学部再編の中で検討課

題となっており、学術院全体で検討すべき課題として認識されている。

教員養成改革の動向を踏まえ、教員養成が大学院に重点化された場合、それに対応して
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教員組織を構築することが必要となる。また、教育実践系科目を担当する教員の業績評価

についての規準を明確にすることが必要である。

授業評価アンケートは、授業の多くが少人数によるゼミ形式で進められており、学部と

同様の方式では適切に行いにくい。またとくに Web による実施率は低い。今後、授業形式

に適合した方法を考案することにより、教員の資質向上につながる授業評価のあり方を検

討する必要がある。

〈24〉大学院人間科学研究科

若い教員、女性教員、外国国籍を有する教員の比率をさらに向上させるべきという指摘

もあるかもしれず、改善を検討する余地はあろうかと考えられる。ただ、新規採用公募の

際に、年齢や性別や国籍といった条件を明確に記載することが公募要項として相応しいか

という問題もある。

大学院における教育制度についても、特に改めて改善すべき事項があるとは認識してい

ない。気がつけば、現在進行形のカリキュラム改革の議論において解決しながら進めてき

ているのが現状である。もちろん新カリキュラムが立ち上がった以降も、継続して評価や

改善点の洗い出しと対応方法の検討を続けていくことは必要なことであると認識している。

教員の採用や昇格に関しても、本人間科学学術院で現時点では特に問題が顕在化してい

るわけではない。しかし、個々の領域の固有性にも配慮した公平公正な業績評価の方法に

ついては、引き続き検討することは重要な課題であろう。

今後さらに教育内容の発展的な整理を進めていく中で、学生にとってもより履修しやす

い科目体系に変容していくことが期待できる。そのことは、それを推進する教員達自身に

とっても、自ずと学生の要望とのマッチングを踏まえた問題意識の深まりを促し、ひいて

は資質の向上につながるものと期待できる。

〈25〉大学院社会科学研究科

必要な科目の性質の見直しや科目の統廃合・新設の観点からも、従来の研究分野の再編

成を含めた抜本的な組織改編を検討する。必要に応じて候補者の業績内容を適切に評価し

うる審査委員を本学他箇所や他大学に依頼することも考えられる。全学 FD プログラムへ

の参加をさらに促進する。

〈26〉大学院アジア太平洋研究科

今後の本研究科の国際的評価を高め、十分な志願者の獲得を実現するために、各教員が

研究教育業績の向上にさらに努める。新規採用にあたっては、研究・教育の両面で優れた

教員を獲得し、教員組織の国際的な競争力を高める。また、研究科の将来像と文科省によ

る大型補助金事業や他の外部資金によって得られた成果を密接に連関させ、世界レベルの

教育研究体制を整える必要がある。
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〈28〉大学院日本語教育研究科

専任教員の減少にともなう新たな教員組織のあり方と教育実践の進め方、およびそれに

ともなった事務体制の見直しを進めていく。

主に、時代の流れと大学全体の将来ビジョンを踏まえた研究科の将来像の明確化と、そ

れに適合した教員組織の見直しを進める。

〈32〉大学院法務研究科

女性の専任教員は 4 名であり、本研究科の教員数に占める割合は 6％にすぎない。女性

の法学研究者が男性に比べて極めて少ない日本の現状を考えたとき、適材の女性研究者教

員を確保することは困難な状況にあるが、教員のジェンダー構成の適正化を考慮し、特に

力を入れて取り組むべき課題と思量している。新規嘱任について、募集要項への記載を含

めて女性教員の採用に努力をしているところであるが、現時点では目立った改善がなされ

ていない。

若手の研究者教員が少ないことについては、全国的に研究者教員の育成ができていない

背景が一因となっている。そのような環境の中で本学法学部・法学研究科と連携し、本研

究科修了者の中から助手・助教を輩出し、若手研究者を育成強化していく仕組みを今後も

確保し続ける必要がある。

〈34〉大学院スポーツ科学研究科

人事委員会を中心として、５つの研究領域ごとにではなく、研究科としての教員組織の

編成方針を明確に定める必要がある。

教育プログラムの発展方策については、具体的なアクションプランとして結実している

が、その教育を担う教員組織についても検討・整備すべきである。

スポーツ科学研究科の教育課程に相応しい教員組織を整備するという観点からその教員

採用、すなわち研究指導担当者としての適否を検討したことはなかったので、まずは、「将

来に向けた発展方策」自体の検討・検証を行っていくべきであろう。

大学院の教育プログラムを改善していくことを目的とした「教員の資質向上」について、

具体的に取り組む必要がある。

〈35〉大学院環境・エネルギー研究科

既存の大学組織を超えて国際的に開かれた学問の場となるように、海外の研究者、社会

人、環境総合研究センター等との連携体制をさらに充実させる。

文理両面において若手の指導者、助手、助教レベルの人材を確保し、充実を図るととも

に、外国人留学生からも登用を進め、教員と学生との接触を常時確保するようにしたい。

また、研究科創立時の教員の後継者問題があるが、人事計画をもってできるだけスムーズ

な引き継ぎを行っていきたい。

また、国際的なコミュニケーション能力の育成に対応しうる人材の確保は、グローバル

な活躍を期待される本研究科学生には重要である。特に、若手人材（外国人、アジア留学

生を含む）、外国人人材の確保も重要である。
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なお、教育・研究・研究科運営にバランスのとれた力を発揮するためには、時間を要す

ることは無論のこと、現状の組織にあって誰がこの指導を担うのかは、一研究科のみなら

ず大学共通の問題である。教員の資質向上にあたっては、若手指導者の育成とともに、教

育面での指導を徹底して行う何らかの組織を必要とする（FD の一環）。

〈37〉国際コミュニケーション研究科

スタディープランによる程度の差はあるものの、本研究科の演習担当者の男女構成比は

必ずしもバランスがとれているとはいえない。また、スタディープランの一部には、外国

人教員が少ない箇所もある。今後はジェンダーバランス、および外国人比率に配慮した人

事を行うことで、より多角的な視点から研究・教育の実践が行えるよう教員組織を整えて

いくべきであろう。

〈38〉大学院経営管理研究科

一層の国際化が進むビジネス教育の現場で活躍できる若手人材を継続的に採用すること、

また、国際認証（AACSB）における SA 教員（学術研究者教員）や査読付き論文の投稿数

が不足しているため、この数を増やしていくことが本研究科の当面の課題である。

「教員の勤務条件」について、ビジネススクールにとって WBS 研究センターが事務局と

なるエグゼクティブプログラム（ノンディグリー・プログラム）への従事は、非常に重要

な業務の一つである一方で、教員には正規授業とは別の負担がかかるため、これに対する

待遇を引き続き検討する必要がある。


