
「文科省に要請 
―厳正な設置審査を要求―」 

 

４月２２日（木）に文部科学省と１時間程度の懇談を行いました。文部科学省側からは

宮田高等教育局大学振興課課長補佐（大学設置室長補佐）を含めて４名、組合側からは山

下委員長、乾副委員長、森田全大教書記長の３名が参加しました。 

 まず組合側から河村健夫文部科学大臣宛の要望書を渡し、会談を始めました。要望書で

は、「１）都立の４大学と管理本部との間で協議もなく、一方的に設立準備が進められたこ

と、２）手続きと内容に憲法・教育基本法・学校教育法などに照らしても、重大な問題を

含んでいること、３）設置認可審査においては厳正な審査を行うこと。」の３点を述べまし

た。 

 また文科省側に対しては以下のような問題提起を行い、懇談を行いました。１）設立準

備過程上の問題点 ２）大学・学部の設置主旨と学部名称の問題点 ３）学部の教育組織編

成上の問題点 ４）教育課程と「単位バンクシステム」の問題点 ５）暫定的に設置する大

学院の問題点。以上の点についてかなりつっこんだ意見交換を行いました。 

 文部省側からは、「この間のごたごたについては、各審査委員の先生方もご存じなので、

その点を考慮され、意見を述べられるでしょう」と回答がありました。なお、新しい審査

委員は５月１日に公表されるとのことでした。 

    

                                           

都立新大学首都大学東京の設置申請上の問題点 
 
１．設立準備経過 

 今般設置認可申請される新大学は、その母体となる東京都立大学・東京都立科学技術大

学・東京都立保健科学大学・東京都立短期大学との間の十分な協議がなされぬままにその

設立準備が進められてきたものである。2001年 11月に決定された「東京都大学改革大綱」
に基づき新大学設立準備を進めるための東京都と４大学との間の協議体制が、昨年８月１

日突然一方的に東京都により破棄され計画が変更されて以降、新大学の設計については４

大学との間の正式協議がないままにこれまでに至っている。その間、東京都立大学総長及

び評議会（2003年 10月７日都立大学総長声明、2004年１月 27日都立大学評議会見解）
が「開かれた協議」を東京都大学管理本部等に強く求めるとともに、４大学教員の過半数

の賛同を得た「都立新大学設立のための開かれた協議体制の速やかな確立を求める」声明



（2004年１月 24日）など、現大学とその教員は大学との協議を一貫して強く求めてきた。 
 東京都はこの新大学設立について、「あくまで『大学の統合』や『新大学への移行』では

なく、４大学の廃止と新大学の設置を行うということである」（2003年８月29日「大学管

理本部長発言骨子」）など、現大学と新大学との間の断絶を４大学及び議会などに対して一

貫して行ってきた。しかし設立される新大学が、４大学の敷地・施設・設備及び人員をも

って準備されていることや、教員審査の省略を求める設置認可手続き、新大学設置初年度

入試についてのセンター試験利用手続きなどからも、新大学が現４大学を継承するもので

あることは明らかである。 

 したがって現大学を継承する新大学の設計について、現大学及びその教職員が協議に加

わることは当然といえる。しかるに東京都は現大学との協議に昨年８月以降、一貫して応

じてこなかったばかりか、設置認可申請を目前にした本年３月９日には、「今後の改革の進

め方」について「改革である以上、現大学との対話、協議に基づく妥協はありえない」と

する文書を学長予定者西澤潤一・大学管理本部長山口一久の連名で４大学教員に送付して

いる。 

 なお、以下、文中に「教学準備委員会」がたびたび現れるが、第１回（2003年9月5日）

から第7回（2004年3月29日）まで行われたこの会議が、都立大学を除く３大学学長と都立

大学５学部長をメンバーとして含んではいるものの、各人は各組織を代表しない「個人」

の立場であることを要求され、議事録も存在せず、議論の結果で事を決する協議の場では

なく、どこで決められたのか不明な案を管理本部より提示され「意見を聞き置く」だけの

る形式的な会議であり、なんら「設置者と大学の協議の場」ではないこと、そこでの「決

定」と称する事項が「協議の結果承認された事項」ではないことを強調しておく。 

 

 大学の運営にあたっては憲法第23条に示された「学問の自由」及びその組織的保障とし

ての大学の自治が不可欠である。このことは今回のような複数大学の統合を含む改革にあ

たっても当然のことといえる。したがって設置者権限の名の下に、現大学との協議さえ行

わぬままその改革を進める東京都の今回の新大学設立準備は、明らかに設置者権限の濫用

であり、大学の自主性・自律性の否定である。 

 かかる「設置者権限の濫用」を防ぐためにこそ、文科省は『大学設置申請書類作成の手

引き』において、『設置する大学の概要を記載した書類（様式第２号）』中で、「⑪ ウ当該

申請に係る理事会、教授会等の最終決定時の決議録又は議事録等（『決議録等』というイン

デックスを付してください。）」を付すことを定め、とくに「当該申請に伴い、同一設置者

の他大学等の学部、学科等の廃止又は定員減を行う場合は、これに係る理事会、教授会等

の議事録又は決議録等も添付してください。」という要請があるものと理解するが、少なく

とも、現４大学の廃止を含む今回の設置申請の詳細についていずれの大学の教授会および



評議会に正式に諮られたことはなく、ましてや決議を行った事実はないことを指摘してお

く。 

 

２．大学･学部の設置趣旨と学部名称 
 ＜大学･学部の設置趣旨と構成など＞ 
 新大学は、設置申請事前相談資料によれば、「『都市環境の向上』『ダイナミックな産業

構造を持つ高度な知的社会の構築』『活力ある長寿社会の実現』の 3つを重点的な課題とし
て取り上げ、大都市の現実に立脚した教育研究を行なう」ことがその趣旨とされ、学部と

して都市教養学部･都市環境学部・システムデザイン学部・健康福祉学部を設置するとして

いる。そのうち都市教養学部は、規模において入学定員 900名と新大学全体の 63%を占め
るとともに、人文科学･社会科学･理学･工学など極めて広範囲の専門領域を含むものである。

ちなみに現在、都立大学に設置されている人文学部･法学部･経済学部・理学部･工学部の全

５学部の各専攻の大部分、および科学技術大学の一部を、この都市教養学部が継承するこ

ととなる。その設置趣旨は同資料によれば、「大都市における新しい教養の創設を目指して、

人文･社会･自然科学の諸分野から都市の文明や課題にアプローチする教養教育を土台に、

広い視野から各専攻分野を履修することにより、それぞれの分野における学問の方法や見

方を身に付けさせる」とされている。 
 
 ＜学部名称をめぐる問題点＞ 
 学部の名称は、その学部が行う教育研究上の実体を反映したものであるべきことは当然

の理である。しかし新大学の学部、とりわけその中心となる都市教養学部は、その実体を

反映したものでないばかりか、およそ大学の存在意義や学問の理念についての無理解にも

とづく、大学の存立を根幹から損なうおそれのあるものである。 
大学とは、一言でいえば、学問の場である。すなわち、大学は、学問する者たち、学者

や研究者や学生や学問に関心のある市民が集まり、その各々がそれぞれの学問分野の研究、

教育、学習において事実の究明や真理の探究に従事し、それとともに、その学問の営みを

核にして人格の陶冶をも行なう場であるといえよう。歴史的に見れば、人類はこの学問の

場として生まれた大学を尊重し、その活動ができるかぎり自主的かつ自律的に行われるよ

うに計らって、人類の知的財産が保持され、また学問が発展する場として育て上げ、人類

進化の一つの有力な拠点としてきたのである。つぎに、そうした実体と歴史をもつ大学が

形成してきた学問の諸分野に目を向けてみよう。そこには研究対象の固有性に応じて学芸

（arts）と技術も含められる科学（sciences）という二つの分野があるといえるであろう。
それぞれの分野について特筆すべきことは、学芸については、古代ギリシャのパイデイア



（人間教育）以来の伝統が育まれている。すなわち、知情意の全体に正しい調和と秩序が

生まれるようにする人格の陶冶と徳の形成（教養教育）と、自主独立した自由な個人とし

て政治参加できる能力をもつ市民の育成（市民教育）が教育理念として受け継がれている。

他方、科学については、真理を愛し、自由に知ることを欲する人間知性の開発と発揮が保

障されてきたことである。しかし、これらのことに加えてもう一つ重要なことは、これら

二つの分野が「そして」によって結ばれることである。というのは、これら二つの分野は

そのように一つに結ばれて、相互の密接な影響や協力や批判といった関係をもちうるもの

になるばかりか、さらには新しい学問形成の両輪となって未知の領域をも開拓しうる知的

活力を有しうるものになるからである。これらの三つの観点から見れば、大学とは教養教

育を基礎としつつ、内在的に発展する知性の力を有する学芸と科学技術が分かちがたくに

結びついた場である。つまり、大学とは、分かりやすいので英語表記すれば、university of 
arts and sciences であるということができるであろう。 
 さて、以上のごく基本的な定義に従って現行の都立大学を見てみると、いくつもの arts
や sciencesからなる都立大学はまさにこの university of arts and sciences という名称に
値することに気がつくであろう。この場合、名称は実体をたしかに表わしているというこ

とができる。上述のように「都市教養学部」は、基本的に現行の都立大学の大部分を継承

する。若干の新設される分野やリストラにともなう改変される部門があるにしても、これ

までの学問分野の基本的な在り方が維持されるかぎり、その名称は大学が学部に変わるだ

けで、faculty of arts and sciences と呼べばよいことになる。なおこれを日本語に直せば、
「学芸学部」とか、「学芸・科学技術学部」とか、また教養教育を広い意味で強調して意訳

すれば、「総合教養学部」といった学問の幅広い広がりを収めうる一般的な名称で呼ぶこと

ができ、そうした名称がより適切であるということになる。 
 つぎにそれと比べて、以上の原理的な説明にもとづいて「都市教養学部」なる名称を見

てみよう。そうすると、言うまでもないことだが、「都市」という限定的な地域･文化を示

す言葉が余計であるということに気がつく。余計であるばかりか、この言葉は arts and 
sciences という言葉が示す学問の存立に混乱をもちこみ、その在り様を歪めるとともに、
学芸（arts）の箇所で特筆したようなパイデイアの本来の意味を損なってしまう事態を招
いている。これらの点についてすこし説明を加えておきたい。 
前者についていえば、もちろん、それは総合的な都市学や都市の学際的な研究が無用で

あるなどと言っているわけではない。それらは arts and sciences のなかの一部門として位
置づけられうるものであり、設置者が望むならば、新学部の、さらには新大学の最も重要

な研究領域にすればよいわけである。そしてその場合、たとえば学際的な研究形態がもっ

ともふさわしいと判断されれば、arts and sciences を担う学者や研究者や、その他必要な



人材を集めて共同研究や政策につながる提言を行なえる体制を作れば、それで済むことで

ある。しかし、この要求がいったん arts and sciences の全体を変質させるような要求に変
わるならば、それは明らかに越権行為になる。というのは、「都市」という限定的な地域･

文化を示す特殊概念が普遍的な意義をもつarts and sciencesという概念に制限を加えると
いう奇怪なことが生じるからである。ここであらためて強調したいことはつぎのことであ

る。それは、ここでの問題が大学自治とそのための制度や権限といった問題の前提となる

べき大学の存立可能性そのものに関わっており、その要点は、arts and sciencesが存在す
るかぎりで、したがってそうした自由に学問に従事する人間がいるかぎりで、大学は存立

できるということである。この点の認識と自覚がなければ、正しい名称をつけることの重

要性は理解されないであろう。つぎに後者のパイデイアについていえば、これまた、「都市」

という限定的な地域･文化という特殊概念がそれ以上の人間教育の形態は考えられないパ

イデイアをなにか従属的な位置に貶めるという異常な事態を招くことは明らかである。そ

れに、もし設置者が東京都のために役に立つ人材を望むのであれば、それはむしろ arts and 
sciencesを十分に学んだ自立できる者であることはいうまでもないことである。 
ともあれ、「都市教養学部」という名称はこうした大学の存立原理にかかわることに何ら

の理解もないままに、設置者の思惑を大学の外側から強引に反映させたものであり、正し

く選ばれるべき言葉の使用ができていないことを如実に示しているといえよう。 
 最後に、考えられる一つの疑問に答えておきたい。それは、いわゆる総合大学であれば

すべて university of arts and sciences になるのか、そうなればどの大学の名称もすべて同
じになるのではないか、という疑問である。論理的にはそうなるといわざるをえないが、

それを避けるために各大学は地域名や普遍的な理念を表わすシンボリックな名前を付けれ

ばよいわけである。また、学部については本来その学問分野に固有の名称を付けることが、

「名は体を表わす」点で、一番分かりやすいのであるが、都立大学のような総合大学全体

を学部にする場合、結局 arts and sciences のような原理的な表現しかできなくなるわけで
ある。しかし翻ってみれば、このことは都立大学が新学部として大学の存立の原点にたつ

学問の場としてあることを自覚した原理的な名称をもついい機会なのかもしれない。 

 

３．学部の教育組織編成 

＜新大学の教育組織編成＞ 

 新大学の教育組織編成については、健康福祉学部を除く３学部はそれぞれ単一学科であ

り、そのもとに学系（都市教養学部）及び履修モデルとしてのコース（都市教養学部・都

市環境学部・システムデザイン学部）が置かれることとされている。一方で、募集単位・

定員については都市教養学部は学系（人文・社会学系、法学系、経済学系）及びコース（理



工学系）、都市環境学部・システムデザイン学部はコースとされ、入試科目等も募集単位毎

に異なるものが示されている（東京都ＨＰ掲載の「新しい大学の学部構成・入試概要のお

知らせ」）。 

 以上のように新大学は、健康福祉学部を除き教育組織はそれぞれ一つに大括り化する一

方で、学生募集については学系・コースを単位として入学者に対しても異なる既習科目（入

試科目）を求めている。 

 

＜問題点 教育課程毎の教育責任を十分に果たせない組織構成＞ 

  学部専門教育においては、その専攻分野毎に体系的な教育課程を用意するとともに、当
該教育課程に責任を持つ教育組織が不可欠である。専門領域毎に責任を持つ教育組織は大

学設置基準上の以下の規定からは、学科を基本としていると理解できる。その際、同一学

部内に複数の専攻分野がおかれる場合、その専攻分野ごとに学科がおかれるべきことは当

然であろう。 

 教育研究上の基本となる組織について大学設置基準は第４条において「学部には、専攻

により学科を設ける」こと、及び学科は「それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組

織を備えたものとする」ことが定められ、さらに第 19条において学部及び学科の教育上の
目的を達成するために「体系的に教育課程を編成する」ことが求められている。さらに同

第 18条では、収容定員は学科を単位とすることが求められている。 
 新大学都市教養学部・都市環境学部・システムデザイン学部は、それぞれに複数の専攻

分野から構成されていることは明白である。とりわけ都市教養学部にあっては、これまで

人文学部・法学部・経済学部・理学部（以上東京都立大学）及び工学部（東京都立大学並

びに科学技術大学）に属していた少なくとも 13の専攻分野（コース数、なお人文・社会学
系の各コース内にはさらに複数の専攻分野が含まれる）を含み、入学定員 900名収容定員
3600名を擁する大規模な複合学部である。このような規模と構成をもつ学部に基本となる
教育研究上の組織が一つしか置かれないことは、各専攻分野の教育に責任を持つ上で、極

めて不十分であり、かつ上述の法規上の規定及び趣旨に反するものといわざるを得ない。 

 

 
４．教育課程と「単位バンクシステム」 

＜単位バンク及び教育課程の概要＞ 

 「学部の教育課程の編成の考え方及び特色」（「設置認可申請関連・全学編」７頁以下）

では、新大学の教育課程編成上の特色として「単位バンクシステム」をあげてる。そこで

は「自らの大学の授業科目に加え、大学が適当と認めた他大学の授業科目や、大学が適当

と認め授業科目に位置付けた学外での学修や体験」がこのシステムに登録され、各学生は



それらの中から選択して履修することにより、「それぞれの個性やライフスタイル、希望す

るキャリア形成に合わせた柔軟な履修形態」が可能になるとされている。 

 具体的には、学長・副学長・部局長に外部有識者等を加えた「学位設計委員会」が教育

課程とその履修により授与される学位を設計し、学内教員と企業経営者等学外者によって

構成される「科目登録委員会」が設計された学位に必要とされる授業科目群（教育課程）

に登録する授業科目を評価・認定するとされている（「設置認可申請関連・全学編」７－８

頁、資料６「単位バンクの仕組み」）。 

 また新大学教育課程については、必修科目をおかないことがすでに第５回教学準備委員

会（2004 年２月３日）で示されていた。「『首都大学東京』の標準的な履修方法及び卒業
要件」（「設置認可申請関連・資料７）では、「基礎ゼミ」「情報科目」「実践英語科目」に

「（必修）」との記載があるものの、専門科目は「選択必修」となっており必修科目の設定

はない。またそれらも含め全体について「科目配当年次を定めない」としている。 

  

 さらに第７回準備委員会に報告された単位バンク検討部会報告「『単位バンク』の導入に

ついて」（なお４月８日付で都立四大学全教員に送られた東京都大学管理本部長名文書に

よれば本報告は、「委員会としても組織案として了承した」とされている）には、さらに以

下のことが述べられている。 

 第一に科目登録委員会の役割として「新大学の授業科目を含む教育資源の評価基準を決

めるとともに具体的な評価を行う」ことが示され、「評価に満たない授業科目は新大学の単

位として認定されない」と、当該新大学の提供科目の評価及び事実上の開講の可否につい

ても科目登録委員会が判断するものとしている。 

 第二に単位バンクに対する教授会の役割は、学位設計委員会に「基本コース・横断コー

ス等の提案を行う」こと、「決定された学位（＝コース）に沿って、個々の学生への教育及

び学位認定を行う」こと、「科目登録委員会の定める評価項目についてのデータを科目登録

委員会に提出する」こととされており、教育課程編成に関する教授会の役割は補助的なも

のに留められている。 

  第三に必修科目に関して「新大学では必修科目は設けない」という第５回教学準備委員
会で決定されたとされる内容が再確認されている。 

  第四に「単位バンクシステムの拡張策」として、「他大学の各授業担当教員の許可により
履修を認めてもらう」など「大学間の協定などにこだわらず、単位バンクの趣旨に賛同す

る全国の教員に参加してもらう」としている。 

 

＜問題点１ 系統的で高度な教育課程編成を不可能にする＞ 

 今日の大学教育には、幅広い教養とともにより高度な専門的知識・力量の養成が求めら



れている。それぞれの専攻分野において高度な専門性を確保するためには、学部・学科・

専攻ごとに、必要とされる必修科目・選択必修科目などを設定するとともに必要に応じて

履修順序・履修年次などを指定することで教育課程の系統性を高めることが求められてい

る。 

 こうした措置は、第一にそれぞれの専門教育科目は個々バラバラにあるわけではなく相

互に有機的に関連するものとして構成されており、それらをひとまとまりで履修すること

で、必要とされる専門的資質を獲得できるものであるからである。したがって例え同一名

称でシラバス上は同一内容のように見えようとも、異なる大学の科目同士を組み合わせて

も、当該大学における系統的な科目履修と同様の学習効果が得られるわけではない。 

  第二に、順序性の指定などは、徒に学生の履修を画一的に縛るためのものではなく、ま
すます高度化する専門性への要請に応えるための学習効果を確保するためにほかならない。

一定の限られた時間の中で、幅広い教養及び専門基礎の学生の主体的選択による履修を保

障するためには、一方で高度な専門教育を効果的におこなうことは必須の課題である。 

  大学設置基準第 19条は「大学は、当該大学、学部及び学科または課程等の教育上の目的
を達成するために必要な授業科目を開設し、体系的に教育課程を編成するものとする」と

した上で、同 20条において「必修科目、選択科目及び自由科目」をおき「各年次に配当し
て編成する」としている。これらの規定は上記の目的を達成するために必要なものである

と考えられる。 

  したがって必修科目を設定せず、履修順序・年次指定も行わないこの教育課程編成の原
則は、今日求められる大学教育の質の確保にとって重大な問題を孕むとともに、上記規定

とその趣旨からもはずれるものといわざるを得ない。 

 

＜問題点２ 教授会の教育課程編成権限の剥奪＞ 

 教育課程の編成・実施及び単位認定・卒業判定は、いうまでもなく学校教育法第 59条に
示された教授会の審議すべき「重要事項」に属するものである。この権限を著しく制限す

ることは教員組織の教育責任遂行上からも許されない。 

 しかるに上述のような学位設計委員会及び科目登録委員会の役割は、教育課程編成その

ものである。さらにこれらの委員会との関係では、教授会の教育課程編成に関わる役割は

学位設計委員会に対して「基本コース・横断コース等の提案を行う」こと、「決定された学

位（＝コース）に沿って、個々の学生への教育及び学位認定を行う」こと、「科目登録委員

会の定める評価項目についてのデータを科目登録委員会に提出する」ことに限られている。

教授会には自らの学部内の教育課程に関する決定権もなければ、科目決定の権限もない。

現在の大学間協定に基づく単位互換の場合、協定大学の科目を当該大学の科目に相当する

ものとして認定する権限は当然当該大学当該学部教授会にあることに照らしても、当該教



授会に他大学科目について相当科目として認定する権限がなく、その関与が単位認定手続

きに限られることは、学校教育法をはじめとする諸法規が定める教授会の教育権限を著し

く侵害するものである。 

   

＜問題点３ 学問の自由を侵害するおそれのある科目認定委員会＞ 

 科目登録委員会は学内教員及び企業経営者等の学外者によって構成され、単位バンクに

登録される他大学科目と並んで新大学の開設する授業科目についても全てこの委員会がそ

れを審査し認定するとされていることは、この委員会が当該新大学の授業科目についての

事実上の検閲権限を持つことである。 

 当該大学の開設する授業科目について、学内において絶えず自己評価を加え、必要に応

じて学外者の評価を受けることは、当該大学の教育の質を高めていくために必要である。

このことは学校教育法第 69条３にも規定されている通りである。 
 しかるに、学外者を含む委員会が教授会を越えて直接、当該大学の授業科目としての開

設の可否を審査・決定することは、憲法第 23条の規定する学問の自由を侵し、教員及び教
員組織に保障されるべき教育の自由を侵すおそれをなしとしない。 

 

＜問題点４ 大学間の相互信頼関係を侵す＞ 

 他大学授業科目の単位バンクへの登録にあたっては、大学間の協定など当該大学機関の

了解を得ることなしに、「授業担当教員の許可」のみで行うとしていることは、これまで協

定など大学間相互の信頼関係に基づいて行われてきた単位互換の制度・慣行を侵すことで

ある。大学間協定に基づく単位互換は、相互の大学が当該大学の目的に照らして必要かつ

十分な授業科目を開設していることを前提に、さらに学生の履修の幅を広げる目的で行わ

れている。しかし、当該大学機関の了解なしに他大学授業科目を卒業所要単位として認定

することが認められるとすれば、自大学において十分な授業科目を開設しないまま教育課

程を設定することが事実上可能となるなど、重大な影響を全国の大学に及ぼしかねないも

のといえる。 
 
 
５．「暫定的に設置する大学院」 

 申請書では、設置する大学院研究科・専攻と今後の大学院構想に関しては、「現３

大学の研究科構想を引き継いだ形とする」とのみ記され、「平成１８年度には新しい

構成とする予定である」とされている。見かけ上、都立大学と科学技術大学の工学

研究科が統合されるだけで、現大学院の教育研究がそのまま継承されるような簡単

な記述だが、学部の根本的な構成の変化と全く対応しないために現学生と１７年度



以降に入学する学生にきわめて大きな混乱をもたらすことが必至である。それは、

１８年度発足予定の大学院の研究科、専攻の構成がいまだに全く白紙状態であるか

らである。 

 当然のことながら、独立大学院でない現３大学の大学院は現学部との密接かつ明

瞭な連結関係を持っている。現大学では多くの学部新入生は、将来の大学院の専攻

構成を十分に認識して入学してくる。とくに理工系では過半数以上の学生が修士課

程進学を前提に学部に入学する。 

 

＜問題点１ １７年度入学学部生への責務不履行＞ 
 申請書には、新大学と現大学院（正確には１７年度のみ学生募集する暫定的な大学院。

以下「暫定大学院」）との対応関係のみが記されている。しかも、それが１８年度以降は募

集が停止される、ということは当然ながら明瞭な形では記述されていない。したがって、

１７年度に学部に入学する学生は「暫定大学院」への進学を想定せざるを得ないが、実際

に進学時にはそれはもうない、ということになる。何らかの保障は用意されるにしても、

教員組織、キャンパス構成の大きな変化が予想される中ではその保障は十全とはほど遠い

ものになることは予想に難くない。少なくとも、新入学生の期待に背かない保障を取って

おくべきである。 
 
＜問題点２ 現学生、現院生の学習権が保障されない＞ 
 現在の学部３年生以下でも状況は同じである。たった１年で募集停止される「暫定大学

院」の後にくる「新しい構想に基づく新大学院」の研究科構成すら提示されないための大

きな不安、不満が渦巻いている。博士進学を志している修士課程学生にとっては、さらに

問題は深刻である。「経済学コース」をめぐる事態でも起こったように、東京都の恣意的な

選択によって、専攻、あるいは研究科自体が消滅してしまう可能性があり、いくら「現学

生の教育は保障する」と記されていたとしても、学習、研究の環境が激変すれば、それは

空手形になる。 
 したがって、申請に当たっては、１８年度以降の新大学院についても、最低限、現在の

学部１年生が大学院で希望する専門分野の研究、教育を受けられる具体的な保障策が提示

されていなければ、学習権の重大な侵害といわざるを得ない。 
 このことが杞憂でない証左は、すでに管理本部は現在学生に対して、以下の通告を行っ

ていることである。 
 「１７年度の入試で入学する大学院は、現都立３大学の構成と同じものですが、便宜的

かつ暫定的に新大学の大学院として設置します」 

「１６年度に現大学の大学院に入学を予定している方は、１８年度に博士課程に進学す



るときは、新しい構成の大学院に進学することとなります。また、１６年度末に現大学学

部を卒業見込み（現学部３年生）で１７年度に大学院進学を予定している方は、新大学の

大学院（暫定的な構成、現大学と同様の構成）に進学できますが、１９年度に博士課程に

進学するときは、新しい構成の大学院に進学することとなります。このため、一部教育課

程の内容やキャンパスに変更が生じる場合があります」 

 

 学生が「便宜的かつ暫定的に」扱われ、「一部教育課程の内容やキャンパスに変更が生じ

る」ことがないように、現３大学大学院の専攻の内容、課程が１８年度以降も継承される

計画の明示は設置者としての当然の義務である。 

 

 

 


