
―  v  ―

Ⅰ．駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部（以下、GMS学部）の足跡

1．GMS学部設立準備段階の事情

─平成16（2004）年6月～平成18（2006）年3月─

本学部設立の経緯は、大谷哲夫学長（平成14（2002）年度～平成17（2005）年度）の下、開校
120周年1の統一テーマである「知的生産力の高い都市型大学をめざして」の実現に向けて、教育施
設・設備の充実、教育環境の充実・進展を図る上で、総合的かつ中長期的な視点から、教育研究活
動にもっとも適切に対応し得る環境を構築し、活用するマスタープランとして、駒澤大学「21世紀

1 駒澤大学の歴史は、文禄元年（1592年）に遡るが、開校120周年は、明治8年（1875年）曹洞宗専門学本校が創立
され、同9年には吉祥寺旃檀林に移転、同15年（1882年）に曹洞宗大学林専門学本校と名付けられ、麻布区北日ヶ
窪町に独立した年を起点とし、2002年（平成14年）に開校120周年を迎えた。（『駒澤大學百二十年史』駒澤大学開
校百二十年史編纂委員会編集、平成15年3月25日）

グローバル・メディア・スタディーズ学部10年の歩み

グローバル・メディア・スタディーズ学部長　各務　洋子

駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部が設置認可され開講したのは平成18年（2006

年）4月である。7年を経て同25年（2013年）、駒澤大学大学院グローバル・メディア研究科グロ

ーバル・メディア専攻修士課程が増設認可され、開設に至った。ついで、同27年（2015年）には、

グローバル・メディア研究科グローバル・メディア専攻博士後期課程が認可の運びとなり開設さ

れた。博士後期課程の完成年度は同29年（2017年）であるが、これで学部教育から大学院博士課

程までの一貫した教育体制は整ったと言えよう。

創設10年を経て今日に至る間に、本学部を取り巻く環境も大きく変容している。この10年、気

候変動やエネルギー問題、地域間格差、科学技術や情報技術の利活用など、我々の予想を遥かに

超えて其々の分野で技術革新は劇的に進化を遂げている。そもそも学際学部というカテゴリーで

の学部創設の意図は、既成の細分化された個別の学問領域では解決できない現代社会の抱える地

球規模の問題に果敢に取り組み、多元的かつ複合的な視野で対処できる問題解決型の人材を育成

するためであった。従来とは異なった観点、発想、手法、技術などの新しい組み合わせによって

新たな成果（イノベーション）が生み出されるように、複数の学問分野の組み合わせが、今後、

新たな学問分野を形成する可能性を秘めているのではないかという発展途上の、言い換えれば未

来志向の学部を目指している。今後ますます個々に内包する問題の解決には、一国家、一言語、

一学問領域の枠を超えて連携する能力が一層求められる時代となるであろう。グローバルな変化

を冷静に見抜き、柔軟に対応できる高度な学際的能力をもつ“グローバル人材”を輩出するとい

う本学部の志を貫くためには、学部自体が変化を恐れず、進化し続けることこそが肝要である。

創設10年を迎えたこの節目に今一度、本学部の短いながらもこれまでの足跡を辿り、学部設立の

理念と発展の軌跡を少し詳細に記録しておきたい。今後に向けてGMS学部がより一層の発展と充

実を図るための一助となればと願っている。
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プラン」が策定されたことに始まる。本学の既存学部・短期大学の志願者状況に鑑み、全学的な学
部学科の見直しと、新教育研究組織の構築に向けて、平成18年度を目途として短期大学の廃止と新
学部設置を検討することとなった。平成16（2004）年4月27日開催の21世紀プラン委員会において、
①教育研究組織の抜本的見直しと、②短期大学の廃止と新学部の設置について諮問が出された。平
成16（2004）年5月10日の同委員会において、現行の教育研究組織の抜本的見直しについては、「基
礎となる学部がある改組・再編の場合は、本委員会で検討することはなじまないので、全学教授会
において各学部に検討を依頼することが望ましい」、新学部の設置については、「基礎となる学部が
ないので、新学部の設置構想（設置の趣旨・目的、学生定員、教員組織の概要）を検討する新学部
設置準備検討委員会（仮称）の設置について、全学教授会において報告のうえ設置することが望ま
しい。」と答申がなされた。平成16（2004）年5月の全学教授会において、新学部設置準備検討委
員会を設置して検討に入る旨、全学教授会で報告され、平成16（2004）年6月16日、当時の竹花光
範副学長2を委員長とする新学部設置準備検討委員会が発足された。
「駒澤大学21世紀プラン策定準備委員会」（竹花光範委員長）は平成14（2002）年10月1日に設置
された委員会である。そのプランの一環として、大谷学長による「新教育研究組織」及び「新学部
設置」に関する諮問3に基づき、平成16（2004）年、新学部設置準備検討委員会が発足されたのである。
続いて、新学部設置準備検討委員会小委員会を結成し答申案の作成にいたる。親委員会である新
学部設置準備検討委員会に提案された後、全学教授会での承認を経て、平成16 （2004）年12月1日、
グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置準備委員会が発足された。以下、2006年4

月1日のGMS学部開設に至るまでの準備段階として設置された委員会の事情を記しておく。

1）新学部設置準備検討委員会（平成16（2004）年6月16日～ 9月21日）

大谷哲夫学長による上記の諮問を受け、平成16（2004）年6月16日、新学部設置準備検討委員会
が発足した。委員長は竹花光範副学長である。本委員会の構成員は、駒澤短期大学4を含め法学部、
経営学部、外国語部教員7名（筆者含む。この内、現GMS学部に移籍したのは筆者のみである。本
稿では、現GMS学部に移籍した教員のみ氏名を記載することとする。）に加えて当時の教務部長、
総合企画室長を合わせた9名の委員と、総合企画室（当時）から幹事3名、書記1名の合計13名で構
成された。第一回委員会の議題は「新学部設置準備の件」であった。この委員会を親委員会として、
次回開催までに、小委員会を結成し、審議事項の詳細な検討に入ることになった。

2 竹花光範副学長は、平成20（2008）年2月12日ご逝去された。（享年64歳）
3 【大谷哲夫学長による諮問内容】 
本学の一般入学試験志望者の減少傾向はここ数年顕著であり、この厳しい現況に歯止めをかけ志望者を増やし、
教育研究を充実させるためには、大学、短大における教育研究組織（学部学科等）を抜本的に見直し、学生の満
足度を高め、教育付加価値の高い大学に再構築することが必要です。ついては、本学開校120周年のテーマである
「知的生産力の高い都市型大学」を実現し、かつ「新教育研究組織」を構築するため、下記の事項について、別添
の①「学部学科の新教育研究組織（案）」、②「学部学科等改組計画の概要（案）」を参考にご検討下さいますよう、
ここに諮問いたします。なお、平成15年12月18日付、「報告・中間答申」の短期大学国文科・英文科の改組につい
ては、短期大学を廃止し、新学部を設置するための検討委員会について検討をお願いいたします。また、「新教育
研究組織」及び「新学部設置」については、平成17年6月文部科学省へ届出・申請を予定しております。学事多忙
の折とは存じますが、本趣旨をご理解いただき、検討結果を平成16年10月末日までにご報告くださいますようお
願いいたします。

4 駒澤短期大学は平成18年（2006年）4月に学生募集を停止し、その3年後の平成21（2009年）に廃止された。
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平成16（2004）年9月21日に、第二回新学部設置準備検討委員会が開催され、新学部設置準備検
討委員会委員長である竹花光範副学長より、駒澤大学大谷哲夫学長へ小委員会での9月16日付けの
提案が答申された。答申内容として、同年6月16日付けの諮問を受けて以来、鋭意検討を重ねた結果、
別紙の通り成案を得るに至り、グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置構想の概要
が新学部設置原案として答申された。

［会議日程］

○第一回新学部設置準備検討委員会（平成16（2004）年6月16日（水）午後4時20分）

〔議題〕新学部設置準備の件

○第二回新学部設置準備検討委員会（平成16（2004）年9月21日（火）午後4時20）

〔議題〕小委員会答申について

2）新学部設置準備検討委員会小委員会（平成16（2004）年7月2日～ 9月9日）

新学部設置準備検討委員会の下部組織として小委員会が結成された。構成員は、親委員会の教員
構成員より4名に加えて、総合企画室長以下幹事4名と書記1名の9名で構成された。小委員会におい
て新学部の構想が複数提案された。新学部設置準備検討委員会委員長が提示した新学部に盛り込む
べき条件は、①既存の駒澤大学の学部学科とは重複しない特徴をもつこと、②卒業後の進路（就職
活動）に困らない学生を育成すること、③国際感覚に優れた学生を輩出すること、であった。
第1回小委員会が7月2日に開催され、小委員会委員長は外国語部遠山博雄教授となった。第2回小
委員会が開催された7月23日（金）、最終的に2案に絞り込まれた。英語コミュニケーション学部案と、
グローバル・メディア・スタディーズ学部案（筆者提案）である。両案ともに、カリキュラムの骨
子、科目名の概要が示され議論となった。この小委員会での議論は同年9月9日開催の第4回まで続
き、最終的に同年9月16日付けにて、新学部設置原案としてグローバル・メディア・スタディーズ
学部案5がまとまり、親委員会である新学部設置準備検討委員会に提案された。

［会議日程］

○第1回新学部設置準備検討委員会小委員会（平成16（2004）年7月2日（水）午後4時20分）

〔議題〕1.新学部設置骨子案の作成について

5  【グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置構想の概要】（案）要旨 
◎新学部設立の趣旨（当初案、一部抜粋） 
我が国の大学・大学院教育は大きな変革の時を迎えている。少子化問題で大学経営の危機が叫ばれる一方
で、日本の独自性を備え海外で活躍する人材の不足が深刻化している。経済・社会のグローバル化が加速度
的に伸展するなかで、高度化、複雑化する諸問題の解決に取り組むための人材は特に不足している。……
政府は我が国の新産業創造戦略の骨格において、戦略7分野を取り上げた。①世界との競争をどう
勝ち抜くか、②少子高齢化、環境問題など、社会の要請にどう応えるか、③過疎化など、地域の
低迷をどう脱するかという視点からの検討結果である。中でも、厳しい国際競争を生き抜く先端的
な新産業分野として、燃料電池、情報家電、ロボット、コンテンツの4分野があげられた…… 
グローバル・メディア・スタディーズ学部は、世界的に評価される魅力的な情報の中身を、言語と情報技術を駆
使して自由に創造し、世界のメディアを通して、グローバルに発信できる人材輩出をめざす。グローバルに活躍
するためのツールとして必須である語学力、コミュニケーション能力、クリティカル・シンキング力、プレゼン
テーション力、ディベート力等を培うための独自プログラムを備え、卒業後には世界で通用する人材を育成する。
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○第2回新学部設置準備検討委員会小委員会（平成16（2004）年7月23日（金）午後2時）

〔議題〕1.新学部設置骨子案の作成について

○第3回新学部設置準備検討委員会小委員会（平成16（2004）年7月29日（金）午後2時30分）

〔議題〕1.新学部設置骨子案の作成について

○第4回新学部設置準備検討委員会小委員会（平成16（2004）年9月9日（木）午後2時）

〔議題〕1.新学部設置骨子案の作成について

3）全学教授会における審議事情（平成16（2004）年10月6日～平成17（2005）年3月2日）

新学部設置について、前述のとおり、平成16（2004）年9月22日付けで新学部設置準備検討委員
会より設置構想が示され、同年10月6日開催の全学教授会にて、「新学部設置について」が提案さ
れた。同年11月10日（水）全学教授会にて「新学部設置について（継続審議）」複数の学部より継
続審議とされ、学長より、グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置準備委員会、グ
ローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置準備室の設置について報告がなされた。同年
12月1日（木）全学教授会において、さらに複数の学部が継続審議となり、新学部設置についてご
理解頂くための回答と説明が繰り返された。同年10月の提案より3ヶ月余に亘り審議されることと
なった。平成17（2005）年1月12日の全学教授会において、各学部等からの審議結果報告の中で審
議未了の学部が引き続き複数あったが、大谷哲夫学長より提案6があり、経営責任の立場から当局
主導で進めることとし協力が依頼された結果、特に反対の意見は無かった。今後は、新学部設置準
備委員会で審議され周知することが必要となった場合には、学長より本会に報告されることとなり
閉会となった。さらに、平成17（2005）年3月2日開催の全学教授会において、意見が出された7が、
最終的には、審議事項として馴染むものではないという意見から、各学部学科の種々の意見が付記
され、当局に一任された。
なお、学則の改正8は平成18（2006）年1月開催の全学教授会において提案され、翌月2月に承認
された。

6  「…各学部等からいただいた建設的で貴重なご意見については委員会に付し、不明な点とされる質問事項につい
てはその都度誠意を持って回答してきた。また、新学部設置準備委員会の設置については11月の本会において報
告している。今後の申請手続きの準備には膨大な作業を必要とするが、平成18（2006）年4月開設のためには平成
17（2005）年6月の申請が必要である。したがって、本件については、審議未了の学部もあるが多くの学部等がす
でに了承しており、本学にとって長年の懸案事項である短大の廃止とそれを前提とした新学部の設置は、経営責
任に係る問題でもあり、今後は当局の責任で申請の準備を進めるということで集約を見たものとして引き取らせ
ていただきたい。なお審議が必要となった場合は全学教授会に付議するので、今後も建設的な意見は各学部長等
を通じて出していただきたい。」との提案があり、委員から特に反対の意見は無かった。

7 平成17（2005）年3月2日開催の全学教授会において、（6）新学部設置については、仏教学部より「当初からこの
問題は審議事項として馴染むものでないと考えており、その設置に基本的に反対するものではないが、全学的な
コンセンサスを得るよう努力していただきたい」という強い要望意見が出された。また、文学部からは「新学部
設置の事項は教授会の審議事項になじむものではない」として、各学科の種々の意見を付記して当局に任せると
の判断が示された。今後もできる限りの情報を開示し、建設的な意見は拝聴し参考にしながら設置準備を進めて
行きたいという学長の意向をもって閉会となった。

8 学則変更事案 
駒澤大学学則　第2条に「グローバル・メディア・スタディーズ学部　グローバル・メディア学科」を加える。第
3条の表中、グローバル・メディア・スタディーズ学部グローバル・メディア　学科の入学定員300、編入学定員
3年次15、収容定員1,230を加え、入学定員合計を3,215、編入学定員合計を427、収容定員合計を13,712に改める。
附則として次の条文を加える。　附則　この学則は、平成18年4月1日から施行する。
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4）グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置準備委員会 

（平成16（2004）年12月1日～平成17（2005）年3月31日）

平成16年（2004）12月1日、竹花光範副学長が委員長となり、第一回グローバル・メディア・ス
タディーズ学部（仮称）設置準備委員会が発足された。構成員は、竹花光範委員長以下、事務局長
が副委員長となり、教員4名（内、駒澤大学短期大学教授（当時。現GMS学部モエ・リチャード教授）と、
筆者含む）、教務部長、総務部長、総合企画室長、人事部長、経理部長、管財部長の12名と、幹事4名、
書記2名の合計18名であった。この委員会では、設置申請に向けて、設置の趣旨、カリキュラム構成、
教員構成等、大学内各部署と連携して具体的な申請書類を作成することが主とした業務である。

［会議日程］

○第1回グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置準備委員会

（平成16（2004）年12月1日（水）午後2時）

〔議題〕1.教育課程案、小委員会の設置承認

○第2回グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置準備委員会

（平成16（2004）年12月21日（火）午後1時30分）

〔議題〕1.教育課程の件

○第3回グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置準備委員会

（平成17（2005）年1月8日（土）午前10時30分

〔議題〕1.教育課程の件

○第4回グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置準備委員会

（平成17（2005）年3月30日（水）午前11時

〔議題〕1.学部学科構成の件

5）グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置準備委員会小委員会 

（平成16（2004）年12月8日～平成17（2005）年3月31日）

下部組織として、グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置準備委員会小委員会が
発足され、平成16年（2004年）12月8日に第1回委員会が開催された。グローバル・メディア・ス
タディーズ学部（仮称）案提案者である筆者が委員長となり、親委員会の構成員である教員3名（現
GMS学部モエ・リチャード教授含む）、総合企画室長、更にオブザーバーとして非常勤嘱託1名を
加えて合計6名が委員となり、幹事3名、書記1名を合わせた合計10名で構成された。議題の中心は
カリキュラムの詳細に亘り検討し、具体的な申請書類を作成することであり、毎回教務部より数名
が加わり連携して教育課程、留学の扱いに関する協議が行われた。

［会議日程］

○第1回グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置準備検討委員会小委員会

（平成16（2004）年12月13日（月）午後3時30分

〔議題〕1.教育課程について

○第2回グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置準備検討委員会小委員会
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（平成16（2004）年12月16日（木）午後1時30分

〔議題〕1.教育課程、留学について

6）グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置準備室開設

（平成16（2004）年12月1日～平成18（2006）年3月31日）

平成16年12月14日開催の常任理事会において、駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学
部（仮称）開設準備に必要な臨時措置について承認され、平成16（2004）年12月1日を発令日として、
グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置準備室が設置された。業務内容は、グロー
バル・メディア・スタディーズ学部（仮称）の開設に係る業務全般であり、経理部、人事部、管財部、
教務部、情報センター、入学センター、国際センター各部署との連携により、文部科学省への設置
申請手続きのスケジュール9に則り、準備に入った。設置準備室長は筆者が担当し、その他構成員
は総合企画室より企画課長、総合企画室係長2名の合計4名である。準備室は246会館7階に設置され、
設置室長（筆者）を含む構成員は常駐することとなった。

7）グローバル・メディア・スタディーズ学部設置申請準備委員会

（平成17（2005）年2月1日～平成18（2006）年3月31日）

グローバル・メディア・スタディーズ学部設置申請にあたり、企画室長、総合企画室課長、企画
室係長、書記と筆者の5名にて、平成17（2005）年1月13日、新学部設置に係る件で、文部科学省
に出向き、グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置構想の概要（案）、卒業に必要
な単位数（案）、カリキュラム（案）、駒澤大学学則改正等について事前相談し、申請諸様式に沿っ
て申請準備をすることとなった。
平成17（2005）年2月1日付で、グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置申請準
備委員会が発足され、平成17（2005）年2月18日（金）午前11時より、第一回グローバル・メディ
ア・スタディーズ学部（仮称）設置申請準備委員会が開催された。委員長は竹花光範副学長、副委
員長は事務局長である。委員としては、グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置準
備員会の構成員である教員3名（（現GMS学部モエ・リチャード教授と、筆者含む）に加えて、総
合企画室長、企画課長、図書館、総務部、人事部、経理部、教務部、管財部を含めた13名と、幹事
として、総合企画室より4名が加わり、合計17名で構成された。注9に提示したスケジュールに則り、
準備が行われた10。

9 平成17年2月中旬　教員人事募集開始 
平成17年6月下旬　認可申請書類締切 
平成17年9月下旬　認可（9月審査会で意見がない場合） 
平成17年11月下旬　認可（9月審査会で意見がある場合）

10  ［認可証交付までの日程］ 
〇平成17（2005）年1月13日（木）第一回文科省事前相談 
〇平成17（2005）年1月28日（金）設置準備室主催、第一回グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設
置に係る教場整備等についての打合せ会（経理、管財、教務、情報センター）
〇平成17（2005）年2月1日（火）常任理事会にて、申請準備委員会の設置承認
〇平成17（2005）年2月17日（金）設置準備室主催、第二回グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設
置に係る教場整備等についての打合せ会（経理、管財、教務、情報センター）
〇平成17（2005）年3月16日（水）第二回文科省事前相談 
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8）グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）暫定教授会

（平成17（2005）年1月28日～平成17（2005）3月31日）

平成16年12月14日常任理事会において、グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）開
設準備に必要な臨時措置について承認がなされた。①グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮
称）暫定教授会を設置すること。②学部暫定教授会は、グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮
称）に駒澤大学・駒澤短期大学からの移籍予定教員をもって構成すること。③学部暫定教授会の運
営等は、学部教授会規程を準用すること。④学部暫定教授会は、GMS学部設置準備委員会委員長（副
学長）が招集し、議長となること。ただし、同委員長は移籍予定教員としないこと。⑤学部暫定教
授会の設置期間は、GMS学部開設の日の前日までとすることが承認された。
学部長の選任に関する臨時措置として、⑥GMS学部開設当初の学部長は、学部暫定教授会で学
部長予定者を選考し学長が委嘱すること。⑦前項に基づき任命されたGMS学部の学部長は、GMS

学部開設後の教授会において、速やかに追認の手続きを執らなければならないことが承認された。
上記の常任理事会の承認事項に基づき、グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）暫定
教授会の構成員は、議長として竹花光範副学長、その他構成員は教員3名（内、駒澤大学短期大学
教授（当時、現GMS学部モエ・リチャード教授）と、筆者含む）を加えて教員4名、オブザーバー
1名の合計5名に加えて、総合企画室係長が書記として加わり、合計6名であった。

［会議日程］

〇第1回グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）暫定教授会

（平成17（2005）年1月28日（金）午後3時30分）

［議題］1.文部科学省事前相談（1月13日）の報告、2.GMS学部（仮称）設置準備室設置、 

〇平成17（2005）年3月30日（水）設置準備室主催、グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）設置
に係る教務部関連事項打合せ 
〇平成17（2005）年5月27日（金）文科省相談（寄附行為） 
〇平成17（2005）年6月2日（木）文科省相談（設置） 
〇平成17（2005）年6月9日（木）文科省相談（寄附行為）〇平成17（2005）年6月24日（金）文科省（設置申請）
〇平成17（2005）年6月29日（水）文科省（寄附行為変更認可申請） 
〇平成17（2005）年7月4日（月）文科省（設置申請） 
〇平成17（2005）年8月8日（月）文科省（設置申請） 
〇平成17（2005）年8月30日（火）文科省（寄附行為変更認可申請:ヒアリング） 
〇平成17（2005）年9月1日（木）文科省（設置申請） 
〇平成17（2005）年9月8日（木）文科省（設置申請:意見、教員審査伝達） 
〇平成17（2005）年9月12日（月）文科省（設置申請:教員略歴疑義） 
〇平成17（2005）年9月14日（水）打合せ 
〇平成17（2005）年9月15日（木）文科省相談（設置申請:意見、教員審査） 
〇平成17（2005）年9月22日（木）打合せ 
〇平成17（2005）年9月26日（月）面接審査会の意見について（通知） 
〇平成17（2005）年9月27日（火）打合せ 
〇平成17（2005）年10月6日（木）面接審査会の意見について（回答） 
〇平成17（2005）年10月7日（金）文科省（設置補正申請） 
〇平成17（2005）年10月13日（木）文科省（設置補正申請） 
〇平成17（2005）年10月31日（月）寄付行為変更認可申請（提出） 
〇平成17（2005）年12月5日文部科学省より認可証交付（出席者3名:大谷哲夫学長、水谷延久総合企画室長、設置
準備室長（筆者））
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3.学部長候補の件　[審議事項]今後の計画　①人事の件、②入学試験の件、③募生の件、

〇第2回グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）暫定教授会

（平成17（2005）年2月18日（金）正午）

［議題］教員採用の件

〇第3回グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）暫定教授会

（平成17（2005）年3月4日（金）午後1時30分）

［議題］教員採用の件:学内移籍教員6名（各務洋子、町田尚子、ギャリソン ジェフリー、モエ リチャード、アシュ

ウェル ティム、内山浩道）

新規採用予定教員6名（金山智子、高 媛、西岡洋子、福家秀紀、山口浩、他1名）

〇第4回グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）暫定教授会

（平成17（2005）年3月23日（金）正午）

※暫定教授会構成員として、川崎賢一教授、町田尚子教授、ギャリソン ジェフリー教授が加わり、教員7名となる。

［議題］教員採用の件:学内移籍教員1名（川崎賢一）、新規採用予定教員1名（絹川真哉）

〇第5回グローバル・メディア・スタディーズ学部（仮称）暫定教授会

（平成17（2005）年3月30日（水）午後1時30分）

［議題］教員採用の件:新規採用予定教員3名（石橋直樹、苗村憲司、吉田尚史）

9）グローバル・メディア・スタディーズ学部暫定教授会

（平成17（2005）年4月1日～平成18（2006）3月31日）

平成17（2005）年度となり学部名は（仮称）が外され、グローバル・メディア・スタディーズ
学部暫定教授会が発足された。構成員は、議長として竹花光範副学長、構成員として、川崎賢一教授、
町田尚子教授、内山浩道教授、ギャリソン ジェフリー教授、モエ リチャード教授、筆者（准教授）（以
上 教員7名）と、総合企画室事務職員3名を加えて、合計10名であった。暫定教授会の結成より8ヵ
月後の同年11月1日（火）、第4回グローバル・メディア・スタディーズ学部暫定教授会より、アシ
ュウェル ティム助教授が加わり、教員構成員は8名になった。また平成17（2005）年2月11日、2月
15日、3月11日の暫定教授会及び入試判定会においては、平成18（2006）年度より学科主任予定の
川崎賢一教授が議長となり、竹花光範副学長は所属学部に出席のため欠席となった。

［会議日程］

○第1回グローバル・メディア・スタディーズ学部暫定教授会

（平成17年（2005）4月11日（月）午後4時20分）

※暫定教授会構成員として、内山浩道教授が加わったが、他学部教授1名が辞退されたため教員数は7名である。

〔議題〕教員採用の件:新規採用教員4名（芝崎厚士、白水繁彦、クボタ ラリー、ペルトコルピ

ベサ マッティ）

○第2回グローバル・メディア・スタディーズ学部暫定教授会

（平成17（2005）年4月18日（月）午後4時20分）

〔議題〕教員採用の件:新規採用教員2名（斎藤信男、手塚義治）

○第3回グローバル・メディア・スタディーズ学部暫定教授会
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（平成17（2005）年5月9日（月）午後4時20分）

〔議題〕教員過程の件、非常勤教員採用の件

○第4回グローバル・メディア・スタディーズ学部暫定教授会

（平成17（2005）年11月1日（火）午後4時20分）

※暫定教授会構成員として、アシュウェル ティム准教授が加わり、教員8名となる。

〔議題〕非常勤講師採用の件、平成19年度入学試験の件

◎平成17年度拡大暫定教授会

（平成17（2005）年11月10日

〔議題〕報告事項①文部科学省申請関係、②図書館系、③情報関係、④教務関連/履修要項について、⑤入学試験関

連/平成18年度・平成19年度入試について、⑥国際センター関連/留学方法について、⑦広報活動関連/入学センター

広報課・総務部広報課関連/対付属校・予備校等

○第5回グローバル・メディア・スタディーズ学部暫定教授会

（平成17（2005）年12月5日（火）午後4時20分）

〔議題〕非常勤講師採用の件、平成19年度入学試験の件

○第6回グローバル・メディア・スタディーズ学部暫定教授会

（平成17（2005）年12月15日（火）午後4時20分）

〔議題〕非常勤講師採用の件

○第7回グローバル・メディア・スタディーズ学部暫定教授会

（平成18（2006）年1月26日（火）午後4時20分）

〔議題〕助手の採用　新規採用助手1名（松原大悟）

○第8回グローバル・メディア・スタディーズ学部暫定教授会/平成18年度入試判定会

（平成18（2006）年2月11日（土）午前11時）

〔議題〕1.平成18年度一般入学試験合否判定について（2月5日実施T方式）、

2.平成18年度新人の英知奨学金候補者選考について

〇第9回グローバル・メディア・スタディーズ学部暫定教授会/平成18年度入試判定会

（平成18（2006）年2月15日（水）午前11時）

〔議題〕1.平成18年度一般入学試験合否判定について（2月9日実施S方式）

〇第10回グローバル・メディア・スタディーズ学部暫定教授会/平成18年度入試判定会

（平成18（2006）年3月11日（土）午前11時）

〔議題〕平成18年度一般入学試験合否判定について（3月7日実施T方式）

2．GMS学部開設以降10年の足跡

─平成18（2006）年4月～平成27（2015）年3月─

こうして平成18（2006）年6月16日以来1年9ヶ月を経て、グローバル・メディア・スタディーズ
学部（GMS学部）は当初に提案した企画書のタイトルのまま正式名称となり、無事開設されるこ
ととなった。大学組織は開設年度から4年を経て完成することになる。したがってGMS学部は平成
21（2009）年度、すなわち平成22（2010）年3月31日をもって完成に至ったのである。
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1）GMS学部の基本方針

駒澤大学開校120周年の統一テーマである「知的生産力の高い都市型大学をめざして」の実現に
向けて策定された駒澤大学「21世紀プラン
の一環として計画されたのが新学部設立であった。新学部に盛り込むべき3つの条件（①既存の
駒澤大学の学部学科とは重複しない特徴をもつこと、②卒業後の進路（就職活動）に困らない学
生を育成すること、③国際感覚に優れた学生を輩出すること）に照らして、以下の柱が基本方針
として挙げられた。
〈1〉世界を見渡す広い視野と情報の本質を見極める力を育成すること。
〈2〉国際社会で通用する実践的な英語力とITを駆使する力を修得すること。
〈3〉メディアとコンテンツの本質を理解し新たなものを創出する力を身に付けること。
国際舞台で通用する人材を育成する学部として生まれたGMS学部の最大の特色は『幅広い分野
にまたがる学際的な研究に取り組むこと』、すなわち駒澤大学初の試みとして『学際学部』として
開設したことにある。正確には、単に学問領域が広いということではなく、様々な要素が相互に交
錯する多重領域において、次世代に対応した新しい学術分野を開拓することにあるといえる。近年、
教養系学際学部が増加してきたが、本学部の基本的考え方は、8つの専門分野を基礎として教育す
ると同時に、専門分野を相互に組合せ共通言語を見出しつつ、研究対象となる其々特定の事象を学
際的に研究することを意図している。その為には、設立当初より提示しているGMS学部の概観図11

にある通り8つの専門分野の学問領域を深める教育と、それを相互に連関させる学際性を備えるこ
とが求められる。
冒頭に掲げた3つの条件を実現させるために、社会科学系学際領域を柱とする。すなわち〈経済学〉、

〈経営学〉、〈法学〉、〈政治学〉に加えて、メディア理解の要としての〈情報学〉、またグローバルに
活躍する際に直面するであろう事象を客観的に分析する研究として〈社会学〉、〈文化学〉、〈コミュ
ニケーション学〉を備える。本学部の使命は、この8つの学問分野を中心に据えた学際学部である
ということを、いかに4年間の大学教育を通して学生に深く理解させることができるのかという点
に尽きる。その方法論は、技術革新の流れ、時代の流れに従って常に変革することが肝要である。

11 
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前掲のGMS学部概観図に提示したとおり、英語力、ITを駆使する情報リテラシの力は、現代社
会で力強く生きるためのいわば“読み書きそろばん”力である。手段としての実践的英語力と、IT

力を大学4年間の前段階で身に付け、Late Specializationという考え方に従って、大学の後半では、
演習を通して個々に関心のある学問（演習科目）を選択し、専門性を深めるプログラムを提供して
いる。
カリキュラムの特色として、開設時の新しい取り組みは以下の7 点であった。
〈1〉外国人教員による専門教育

ネイティブスピーカーによる英語で学ぶ専門教育科目を開講する。すなわち、上記8つの学
問分野を英語で講義する科目である。語学としての英語を修得することが目的ではなく、『英
語で何を学ぶのか』という実践的な英語を手段として使いこなせる人材を育成する目的であ
る。

〈2〉少人数制による英語教育
世界を舞台にグローバルな環境で活躍できる学生を育成する目的で、実践的な英語教育に力
を入れる。少人数制、ネイティブスピーカーによる英語力4分野（聞く、話す、読む、書く）
の強化を図るプログラムには定評がある。

〈3〉ノートブックパソコン必携による情報教育
「情報リテラシ-」「情報リテラシ―実習」の2コマ（実習科目を含む）を必修と位置付け、定
員を設けた人数制による徹底した指導である。

〈4〉実務家との共同講義を積極的に採用
産業界の今を知り、ビジネスの現場で取り組む実務家を招くプログラムとして、実務家と専
任教員との共同授業を『実践メディアビジネス講座Ⅰ～Ⅳ』として開講する。この10年、学
生から最も人気のある講義である。

〈5〉留学単位を幅広く認定
短期留学、長期留学、語学留学、その他の留学、海外インターンシップ、海外ボランティア
と、学生が海外で学ぶ機会は多様化している。本学部では開設当初より、積極的に海外での
体験を奨励している。その一環として、海外での各種体験を幅広く卒業単位に認定する取組
を実施している。

〈6〉ワークショップ型の特別授業の採用
ワークショップと付く講義科目を設置し、メディアをはじめとする実践的な現場教育を積極
的に取り入れる。

〈7〉 セメスター制の一部導入
本学部開設当初は、セメスター制度がまだ全学的に取り入れられていなかった。本学では、
本学部が最初に導入し、海外留学や、外国人留学生の行き来が活発化するための方策として
実現させた。その後、全学的にセメスター制度は採用されることになる。

2）志願者数、合格者数、入学者数の変遷

本学部における入学試験志願者については、新学部ということで初年度の平成18（2006）年2月
入試は、学部自体が開設前に当たるために広報宣伝は文部科学省による制限の下、予測不可能な状
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況であった。入学センター広報部、総務部広報課のご協力を得て、毎年刊行している高校生向け
のVOICE（大学広報用冊子）に見開きで「設置認可申請予定」と入れた制限付きのページを入れ、
ホームページや、チラシを通した地味な宣伝活動を実施した。以来、多少の増減はあるが、2,000

名以上の受験者は確保している状況である。

表2） GMS学部志願者数、合格者数、入学者数の推移

志願者 合格者 入学者
一般
2月T

一般
2月S

一般
3月

その
他 合計 一般

2月T
一般
2月S

一般
3月

その
他 合計 一般

2月T
一般
2月S

一般
3月

その
他 合計

2006 455 617 484 31 1587 208 357 50 31 646 98 188 36 31 353
2007 982 789 369 1302 3442 199 295 35 397 926 92 166 25 55 431
2008 732 535 301 1129 2697 204 178 32 319 733 99 95 26 152 372
2009 610 396 253 672 1931 183 179 38 271 671 92 97 21 119 329
2010 753 484 303 1510 3050 145 203 35 354 737 72 119 20 135 346
2011 657 671 268 1095 2691 128 180 47 414 769 63 82 39 205 389
2012 627 488 217 1330 2662 164 180 44 350 738 73 84 26 143 326
2013 646 424 255 1066 2391 182 144 45 396 767 74 61 25 174 334
2014 773 474 306 1196 2749 199 189 34 444 866 78 86 18 161 343
2015 760 482 189 1170 2601 196 169 37 511 913 67 73 23 190 353

3）在籍学生数、卒業生の推移と就職動向

本学部に在籍する学生の男女比をみると、表2）に示すとおり、女子学生が継続して上回わる傾
向にあるのが本学部の特徴かもしれない。果敢に留学に出る学生も女子学生に多い傾向がある。
就職状況については、開設5年目の平成22（2010）年3月に第一期の卒業生を送り出して以来、

GMS学部開設10年目の平成27（2015）年に第6期生を送り出した。平成27（2015）年3月末時点で、
その就職率は80.3%、全学部平均の81.1%より若干低かった。就職以外の進路としては、駒澤大学
大学院GM研究科に2名進学、他大学大学院への進学、専修学校進学の他、就職準備中である。主
な産業別就職状況としては、他学部と大きく変わる傾向はなく、業種も全般に亘り幅広いが、業種
別の数字としては、情報通信業に24.7%、コンピュータ情報産業）22%, 卸売業11.7%, 金融業9,3%, 

小売業8.9%, 運輸業郵便業6.9%, その他サービス業13.8%と続く。
ITと英語を駆使してグローバルなコミュニケーションに積極的な学生は、業種を問わず現代の企
業活動に求められている人材であることの証である。本学部の構想段階において、卒業後の進路に
困らない学生という条件が重要な要素として位置づけられていたことより、大学院進学も含めて卒
業後の進路指導の一層の充実が図られねばならない。
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表3）-1 GMS学部年度別学生数

1年 2年 3年 4年 合計
年度 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
2006 164 189 353 164 189 353
2007 208 224 432 161 184 345 369 408 777
2008 167 207 374 207 223 430 148 177 325 522 607 1129
2009 149 180 329 179 208 387 185 212 397 145 176 321 658 778 1434
2010 149 197 346 153 187 340 156 189 345 223 234 457 681 807 1488
2011 174 215 389 162 197 359 127 178 305 221 207 428 684 797 1481
2012 170 156 326 191 210 401 134 196 330 179 209 388 674 771 1445
2013 142 192 334 181 153 334 174 210 384 192 215 407 689 770 1459
2014 164 179 343 156 192 348 163 154 317 224 242 466 707 767 1474
2015 160 195 355 176 183 359 127 190 317 213 187 400 676 755 1431

（※数字は当該年度 5月 1日時点）

表3）-2 GMS学部卒業生数（9月卒業含む）

男 女 計
平成21（2009）年度 103 147 250
平成22（2010） 年度 147 209 356
平成23（2011） 年度 142 167 309
平成24（2012） 年度 106 181 287
平成25（2013） 年度 124 168 292
平成26（2014） 年度 154 203 357
平成27（2015） 年度 146 159 305

        （※数字は当該年度 5月 1日時点）

4）GMS学部教授会構成員の特徴

平成18（2006）年度の学部開設から平成21（2009）年度の学部完成まで4年間の人事計画通り、
3年目の平成20（2008）年度に学部構成員全員が揃うという形となった。本学部の教員組織の教員
構成数は22名であるが、平成18（2006）年初年度は13名の専任教員と16名の非常勤講師という少
数メンバーで滑り出し、3年目でGMS学部教授会は完成に至る。
教員構成には開設当初より一貫した特徴がある。学部名に依拠して教員の構成員から“グローバ
ルな環境”を具現化しようと試みていることである。表4）-4に示すとおり、開設当初から女性教
員の比率は20%を超え、外国籍の教員は概ね30%を下回ったことはない。英語教育に力を入れる学
部ではあるが、外国籍の教員は語学教員としてだけではなく、経営学、マーケティング、メディア
文化といった専門科目を英語で教授できる教員として構成している。女性比率、外国籍教員比率は、
現在、グローバル化に向けて、ダイバーシティ度向上に努める日本企業の平均値を上回る。日常の
教育環境がダイレクトに学部の教育目標の実現に寄与する手段として教員構成のダイバーシティ度
は、本学部の学生への教育効果を高めることに少なからず繋っているのではないだろうか。
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表4）-1 GMS学部教授会構成員の変遷〔平成18（2006）年～平成21（2009）年〕

平成18年（2006） 平成19年（2007） 平成20年（2008） 平成21年（2009）

教
授

斎藤 信男（学部長）
川崎 賢一（学科主任）
内山 浩道
GARRISON Jeffrey
苗村 憲司
町田 尚子
MOE Richard

斎藤 信男（学部長）
川崎 賢一（学科主任）
内山 浩道
GARRISON Jeffrey
KUBOTA Larry
苗村 憲司
福家 秀紀
町田 尚子
MOE Richard

斎藤 信男（学部長）
川崎 賢一（学科主任）
Ashwell Tim
内山 浩道
各務 洋子
GARRISON Jeffrey
KUBOTA Larry
白水 繁彦
苗村 憲司
福家 秀紀
町田 尚子
MOE Richard
Lynskey Michael

斎藤 信男（学部長）
川崎 賢一（学科主任）
Ashwell Tim
内山 浩道
各務 洋子
GARRISON Jeffrey
KUBOTA Larry
白水 繁彦
苗村 憲司
福家 秀紀
町田 尚子
MOE Richard
Lynskey Michael

助
（
准
）
教
授

Ashwell Tim
各務 洋子
西岡 洋子
山口　浩

Ashwell Tim
各務 洋子
金山 智子
西岡 洋子
山口　浩

金山 智子
手塚 義治
西岡 洋子
山口　浩

金山 智子
テヅカ ヨシハル
西岡 洋子
山口　浩

講
師

PELTKORPI Vesa M
吉田 尚史

石橋 直樹
高 媛
芝崎 厚士
PELTKORPI Vesa M
吉田 尚史

石橋 直樹
絹川 真哉
高 媛
芝崎 厚士
吉田 尚史

石橋 直樹
絹川 真哉
高 媛
芝崎 厚士
吉田 尚史

助
手 松原 大悟 松原 大悟 松原 大悟 松原 大悟

合
計 13名 19名 22名 22名
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表4）-2 GMS学部教授会構成員の変遷〔平成22（2010）年～平成25（2013）年〕

平成22（2010）年 平成23（2011）年 平成24（2012）年 平成25（2013） 年

教
授

福家 秀紀（学部長）
各務 洋子（学科主任）
Ashwell Tim
石川 憲洋
金山 智子
川崎 賢一
GARRISON Jeffrey
KUBOTA Larry
齊藤 信男
白水 繁彦
町田 尚子
MOE Richard
Lynskey Michael

福家 秀紀（学部長）
各務 洋子（学科主任）
Ashwell Tim
石川 憲洋
金山 智子
川崎 賢一（在外研究）
GARRISON Jeffrey
（在外研究）

KUBOTA Larry
白水 繁彦
町田 尚子
MOE Richard
Lynskey Michael

川崎 賢一（学部長）
石川 憲洋（学科主任）
Ashwell Tim
各務 洋子
GARRISON Jeffrey
KUBOTA Larry
白水 繁彦
西岡 洋子
福家 秀紀
町田 尚子
MOE Richard
山口 浩
Lynskey Michael

川崎 賢一（学部長）
石川 憲洋（学科主任）
Ashwell Tim
各務 洋子（在外研究）
GARRISON Jeffrey
KUBOTA Larry
白水 繁彦
西岡 洋子
福家 秀紀
MOE Richard
山口 浩
Lynskey Michael

准
教
授

テヅカ ヨシハル
西岡 洋子
山口 浩（在外研究）
吉田 尚史（在外研究）

芝崎 厚士
テヅカ ヨシハル
西岡 洋子
山口　浩
吉田 尚史

絹川 真哉
芝崎 厚士
テヅカ ヨシハル
吉田 尚史

絹川 真哉
高　媛
芝崎 厚士
テヅカ ヨシハル（在
外研究）
吉田 尚史

講
師

石橋 直樹
絹川 真哉
高 媛
芝崎 厚士
杉森 健太郎

石橋 直樹
絹川 真哉
高 媛（在外研究）
杉森 健太郎
南 政樹

石橋 直樹
高 媛
杉森 健太郎
南 政樹

石橋 直樹
杉森 健太郎
南 政樹

助
教 松前 恵環

助
手 鷲尾 哲 鷲尾 哲 鷲尾 哲 槌屋 洋亮

合
計 22名 22名 21名 21名
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表4）-3 GMS学部教授会構成員の変遷〔平成26（2014）年～平成27（2015）年〕

平成26年 （2014） 平成27年 （2015）

教
授

川崎 賢一（学部長）
石川 憲洋（学科主任）
Ashwell Tim
各務 洋子
白水 繁彦（在外研究）
西岡 洋子
福家 秀紀
MOE Richard
山口 浩
Lynskey Michael

各務洋子（学部長）
Ashwell Tim
石川 憲洋
川崎 賢一
白水 繁彦
西岡 洋子
福家 秀紀
MOE Richard
山口 浩
Lynskey Michael

准
教
授

絹川 真哉
高 媛
芝崎 厚士
テヅカ ヨシハル
服部 哲
吉田 尚史（在外研究）

吉田 尚史（学科主任）
絹川 真哉
高 媛
芝崎 厚士
テヅカ ヨシハル
服部 哲
朴 正洙

講
師

石橋 直樹
Wolf James Patrick
杉森 健太郎（在外研究）

石橋 直樹
Wolf James Patrick
杉森 健太郎

助
教 松前 恵環 松前 恵環

助
手 槌屋 洋亮 槌屋 洋亮

合
計 20名 21名
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表4）-4 GMS学部教授会構成員のダイバーシティへの取り組み

年度 教授会
構成員数

女性
構成員数

女性
構成員比率（%）

外国籍教員
構成員数

外国籍教員
構成員比率（%）

2006 13 3 23.1 4 30.7
2007 19 5 26.3 5 26.3
2008 22 5 22.7 6 27.3
2009 22 5 22.7 7 31.8
2010 22 5 22.7 7 31.8
2011 22 5 22.7 7 31.8
2012 21 4 19.0 7 33.3
2013 21 4 19.0 7 33.3
2014 20 4 20.0 6 30.0
2015 21 4 19.0 7 33.3

5）学部長・学科主任及び教員構成の変遷

開設以来10年を経て、学部所属教員の構成は徐々に変化している。この間、定年及び他大学への
移籍による退職教員、依願退職教員、また新任教員は次の通りである。但し、本学の設置を申請し
た平成17（2005）年6月にはすでに開設から完成年度（平成20（2008）年度）までの教員組織は確
定していた。

<学部長>

初  代　斎藤信男（平成18（2006）年4月～ 22（2010）年3月）
第2代　福家秀紀（平成22（2010）年4月～ 24（2012）年3月）
第3代　川崎賢一（平成24（2012）年4月～ 27（2015）年3月）
第4代　各務洋子（平成27（2015）年4月～現在）

<学科主任>

川崎賢一（平成18（2006）年4月～ 22（2010）年3月）
各務洋子（平成22（2010）年4月～ 24（2012）年3月）
石川憲洋（平成24（2012）年4月～ 27（2015）年3月）
吉田尚史（平成27（2015）年4月～現在）

<定年退職教員・依願退職教員>

PELTKORPI Vesa Matti（平成20（2008）年3月31日依願退職:在職2年）
内山 浩道（平成22（2010）年3月31日定年退職:在職5年）
苗村 憲司（平成22（2010）年3月31日定年退職:在職4年）
斎藤 信男（平成23（2011）年3月31日定年退職:在職5年）
金山 智子（平成24（2012）年3月31日依願退職:在職5年）
町田 尚子（平成25（2013）年3月31日依願退職:在職41年）
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南 政樹（平成25（2013）年6月30日依願退職:在職2年3か月）
GARRISON Jeffrey（平成26（2014）年3月31日依願退職:在職22年）
KUBOTA Larry（平成26（2014）年3月31日定年退職:在職7年）

<名誉教授>

町田尚子（平成25年授与:勤続41年）
GARRISON Jeffrey（平成26年授与:勤続22年）

<新任教員>

○平成18（2006）年度開設時に確定済みの教員（～平成20（2008）年度）
KUBOTA Larry（平成19 （2007） 年 4月1日教授）
福家 秀紀（平成19（2007）年4月1日教授）
金山 智子（平成19（2007）年4月1日准教授）
石橋 直樹（平成19（2007）年4月1日専任講師）
高 媛（平成19（2007）年4月1日専任講師）
芝崎 厚士（平成19（2007）年4月1日専任講師）
白水 繁彦（平成20（2008）年4月1日教授）
LYNSKEY Michael（平成20（2008）年4月1日教授）
手塚 義治（平成20（2008）年4月1日准教授）
絹川 真哉（平成20（2008）年4月1日専任講師）

〇平成22（2010）年、完成年度以降の新任教員
石川 憲洋（平成22（2010）年4月1日教授）
杉森 健太郎（平成22（2010）年4月1日専任講師）
南 政樹（平成23（2011）年4月1日専任講師）
松前 恵環（平成25（2013）年4月1日助教）
服部 哲（平成26（2014）年4月1日准教授）
Wolf James Patrick（平成26（2014）4月1日専任講師）
朴 正洙（平成27（2015）4月1日准教授）
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<非常勤講師>
表5）-1 GMS学部非常勤講師の変遷〔平成18（2006）年～平成21（2009）年〕

平成18（2006） 年 平成19（2007）年 平成20（2008） 年 平成21（2009） 年

非
常
勤
講
師

石橋 直樹
OLAH Ben
金山 智子
KEYES Peter
KUBO Michael
KUBOTA Larry
SULLIVAN Christopher
芝崎 厚士
TRAMBLEY Jeffrey
HARDGRAVE Brant
廣瀬 毅士
BLACK Anthony
南 政樹
山内 康英
RANDOLPH Michael
LEONE James

伊藤 克容
OLAH Ben
大場 みち子
岡田 智博
奥田 敦
KEYES Peter
北川 和裕
絹川 真哉
GARRISON Elena
GRECO Michael
GOULD Fraser
五野井 郁夫
白水 繁彦
菅谷 実
SMETHAM Mark
高橋 克三
TANDON Satish
DARLING Martin
豊川 慎
TRAMBLEY Jeffrey
HARDGRAVE Brant
BERNHART John L.
廣瀬 毅士
FARLOW David
BLACK Anthony
南 政樹
MENISH Marc
MOHAMED Gamal
RABL-GLASER
Friederike
RANDOLPH Michael
LEONE James
ROSE Samuel
WHILEY Anthony
渡辺吉鎔

伊藤 克容
OLAH Ben
大場 みち子
岡田 智博
奥田 敦
北川 和裕
GARRISON Elena
GRECO Michael
GOULD Fraser
五野井 郁夫
新保 史生
菅谷 実
SMETHAM Mark
高橋 克三
TANDON Satish
DARLING Martin
豊川 慎
TRAMBLEY Jeffrey
HARDGRAVE Brant
BERNHART John L.
春木 育美
廣瀬 毅士
FARLOW David
BLACK Anthony
増渕 敏之
南 政樹
MOHAMED Gamal
RANDOLPH Michael
LEONE James
ROSE Samuel
WHILEY Anthony

石川 憲洋
伊藤 克容
OLAH Ben
大場 みち子
岡田 智博
奥田 敦
北川 和裕
GARRISON Elena
GRECO Michael
GOULD Fraser
五野井 郁夫
新保 史生
菅谷 実
SMITH Guy A.
SMETHAM Mark
SLOAN Daniel
DARLING Martin
DYER Michael
高橋 克三
TASSERON Michael
TAFERNER Robert H.
TANDON Satish
豊川 慎
TRAMBLEY Jeffrey
BERNHART Jo
廣瀬 毅士
FARLOW David
BUCHER Urs Jos
BLACK Anthony
BROADBRIDGE James
BOSSIEUX James
McMASTER Patrick
増渕 敏之
南 政樹
MOHAMED Gamal
RANDOLPH Michael
LEONE James
ROSE Samuel
渡辺 吉鎔

兼
担

佐藤アヤ子
SAGE Kristie
山村恒雄

佐藤アヤ子
山村恒雄

佐藤アヤ子
山村恒雄

計 16名 37名 33名 41名
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表5）-2 GMS学部非常勤講師の変遷〔平成22（2010）年～平成25（2013）年〕

平成22（2010） 年 平成23（2011）年 平成24（2012） 年 平成25（2013） 年

非
常
勤
講
師

明田 守正
伊藤 克容
今村 誠
OLAH Ben
岡田 智博
奥田 敦
GARRISON Elena
KWOK Rossalie
GRECO Michael
GOULD Fraser
小林 雅一
五野井 郁夫
堺 真良
新保 史生
菅谷 実
SMITH Guy A.
SMETHAM Mark
SLOAN Daniel
鷹野 孝典
高橋 克三
DARLING Martin
DYER Michael
豊川 慎
DOYLE Shane
BERNHART John L.
RIPE Jason
廣瀬 毅士
FARLOW David
BUCHER Urs Jos
BLACK Anthony
BOSSIEUX James
McMASTER Patrick
増渕 敏之
南 政樹
MOHAMED Gamal
LEONE James
ROSE Samuel
WHILEY Anthony
渡辺 吉鎔

明田 守正
伊藤 克容
今村 誠
ESSEX James
ELAM Jesse
OLAH Ben
岡田 智博
奥田 敦
金子 Kamsin
GARRISON Elena
KWOK Rossalie
GOULD Fraser
五野井 郁夫
塩原 良和
新保 史生
菅谷 実
SMITH Guy A.
SMETHAM Mark
高橋 克三
DARLING Martin
友岡 邦之
豊川 慎
PIPE Jason
廣瀬 毅士
FARLOW David
BUCHER Urs
BOSSIEUX James
前田 利継
増渕 敏之
松原 大悟
MOHAMED Gamal
LEONE James
ROSE Samuel
渡辺 彰規
渡辺 吉鎔

明田 守正
伊藤 克容
今村 誠
ESSEX James
ELAM Jesse
OLAH Ben
岡田 智博
奥田 敦
金山 智子
金子 Kamsin
GARRISON Elena
KWOK Rossalie
小寺 敦之
GOULD Fraser
五野井 郁夫
新保 史生
菅谷 実
SMITH Guy A.
SMETHAM Mark
関根 政美
高橋 克三
高橋 直治
DARLING Martin
豊川 慎
PIPE Jason
VAN VEELEN Darren
廣瀬 毅士
FARLOW David
BUCHER Urs
HONISZ-GREEN John
BOSSIEUX James
前田 利継
増渕 敏之
松原 大悟
MOHAMED Gamal
LEONE James
ROSE Samuel
渡辺 吉鎔

明田 守正
伊藤 克容
今村 誠
ESSEX James
ELAM Jesse
OLAH Ben
岡田 智博
奥田 敦
金山 智子
金子 Kamsin
GARRISON Elena
KWOK Rossalie
小寺 敦之
GOULD Fraser
五野井 郁夫
新保 史生
菅谷 実
SMITH Guy A.
SMETHAM Mark
関根 政美
高橋 克三
高橋 直治
DARLING Martin
豊川 慎
PIPE Jason
VAN VEELEN Darren
廣瀬 毅士
FARLOW David
BUCHER Urs
HONISZ-GREEN
John
BOSSIEUX James
前田 利継
増渕 敏之
松原 大悟
MOHAMED Gamal
LEONE James
ROSE Samuel
渡辺 吉鎔

兼
担

佐藤アヤ子
山村恒雄

佐藤アヤ子
山村恒雄

佐藤アヤ子
山村恒雄

佐藤アヤ子
山村恒雄

計 41名 37名 40名 40名
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表5）-3 GMS学部非常勤講師の変遷〔平成26（2014）年～平成27（2015）年〕

2014年 （平成26） 2015年（平成27）

非
常
勤
講
師

明田　守正
井口　雄介
伊藤　克容
今村　誠
ESSEX  James
ENOMOTO Andrew
ELAM  Jesse  R.
OLAH  Ben
岡田　智博
奥田　敦
河井　大介
古賀　裕子
GORHAM Thomas
GOULD  Fraser
五野井　郁夫
進藤　幸代
DARLING  Martin
豊川 　慎
西野　弘
庭山　雄吉
HISEY Hal
PIPE  Jason
黄　允一
VAN VEELEN  Darren  M.
廣瀬　毅士
FARLOW  David
福島　啓之
BUCHER  Urs  Josef
Honisz-Greens  John
BOSSIEUX  Eric
前田　利継
増渕　敏之
松原　大悟
MOHAMED  Gamal
LEONE  James
ROMAN Delgado

明田　守正
井口　雄介
伊藤　克容
今村　誠
VAN VEELEN  Darren  M.
ESSEX  James
ENOMOTO Andrew
ELAM  Jesse  R.
OLAH  Ben
岡田　智博
奥田　敦
GORHAM Thomas
GOULD  Fraser
五野井　郁夫
DARLING  Martin
DAVIES  Huw Cleaton
豊川 　慎
西野　弘
HISEY Hal
PIPE  Jason
廣瀬　毅士
FARLOW  David
黄　允一
BUCHER  Urs  Josef
福島　啓之
HELLER Patrick
BOSSIEUX  Eric
MARTIN  Jerome Paul
前田　利継
増渕　敏之
松原　大悟
MOHAMED  Gamal
LEONE  James
ROSE  Samuel
ROMAN Delgado

兼
担

佐藤アヤ子
山村恒雄

佐藤アヤ子
山村恒雄

計 38名 37名
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Ⅱ．グローバル・メディア・スタディーズ・ラボラトリの足跡

本ラボラトリは、学内外の共同研究の活性化・研究成果の発信・社会的貢献を目的として、平成
22（2010）年度に設置された。GMS学部開設の際、他学部所属の研究所と同様の形式で設置を希
望していたが、大学院が設置されていないという理由で実現に至らなかった。しかし、本学部の趣
旨を実現するためには、自由な発想で研究を進める機関が不可欠であることはいうまでもなく、学
部の完成（平成21年）年度終了直後に新たな形式で開設に至る。
その趣旨は次の3点に集約される。①外部との共同研究の受け皿、②対外的研究成果発信、③
社会的貢献、である。企業からの外部資金を受ける場合、本ラボラトリを受け皿として受けるこ
とができれば、大学全体を通すよりも素早い意思決定となり、複数の教員で活動することができ、
GMS学部の目指す学際的研究を活性化させ、結果的に学部・大学全体に、共同で研究することの
効果の向上が期待できる。公的な競争的資金の獲得にも効果を発揮する。学外に成果を発表・発信
する際に、大学としてではなく、また教員・学生個人としてではなく、ラボラトリを通じて発表す
ることができれば、学際領域でその成果を共有でき、学内・学外ともメリットが大きいと考えられる。
学生（学部生・大学院生）が対外的に研究活動をする場合、学生個人が接点となるよりも、ラボラ
トリを通じて接点となった方が、様々な人と接点ができ、プロジェクトマネジメントやナレッジマ
ネジメントが活用できれば、総合的に効果が期待でき、大学としての社会貢献が可能となる。海外
からの研究者を受け入れる際に、ラボラトリの研究員として受け入れることにより、海外の団体と
の交流の活性化も期待でき、グローバルな活動、グローバルな社会貢献が活性化していく。
以上に述べた通り、学部の研究、教育、社会貢献の活性化をはかるために、ラボラトリを設置す
る12。

（ア） 研究員について
本ラボラトリはGMS学部の下に設置された組織であるので、GMS学部の専任教員は、本人
の希望により研究員となることができる。専任教員以外の研究者（学部生、大学院生、他学
部教員、職員、非常勤教員等、他大学教員、企業研究員等）が研究員となるためには、専任
教員が受け入れ者となり、その研究員を保証する13。

（イ） 研究プロジェクトについて
本ラボラトリでは、GMS学部の専任教員を研究代表者とする研究プロジェクトを設置する
ことができる。これまでのプロジェクトのテーマは以下の通りである。

①オーバレイネットワークを用いた自律分散型デバイス連携研究 /A Study of Autonomous

and Distributed Cooperation of Devices using Overlay Network

②Shibuya Dreamscape

③Global Media Studiesと実践知:横浜市寿地区周辺の海外向け観光情報サイトの制作/Global 

12 平成24（2012）年3月ラボラトリ活動報告書、第一章 設置の趣旨より一部抜粋。
13 ラボラトリの研究員、研究テーマ等の報告書は、駒澤大学HP内GMS LABORATORY（http://gmsweb.komazawa-u.

ac.jp/Lab/）掲載。
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Media Studies and Practical Wisdom: Creating an information website of Kotobuki-cho area in 

Yokohama-city for tourists from abroad

④GMS DIGITAL FABRICATION 普及プロジェクト/Digital Fabrication in Global Media Studies

⑤アジア・グローバル都市の消費社会・文化研究/A study of the consumer culture in Asian 

Globalized cities

⑥スマートフォン等を利用したセンサーデータの収集・管理・利活用に関する研究/A

Study on Acquisition, Management and Utilization of Sensor Data Using Smart Devices such as 

Smartphone

⑦学生のキャリア支援ツール開発/Development of Career Support Tools for Studies

⑧ビジネスアーキテクチャの研究と実践/Studies and Practice on Business Architecture

Ⅲ．駒澤大学大学院グローバル・メディア研究科（以下、GM研究科）の足跡

1．GM研究科グローバル・メディア専攻（修士課程及び博士後期課程）設立準備段階の事情

本研究科の設置構想はGMS学部開設当初より予定されていた。当初、GMS学部の完成年度は平
成21（2009）年度であることから、平成22（2010）年3月末に卒業を迎えるGMS学部第1期生が本
学大学院への進学が可能となるように、平成22（2010）年4月開設を計画していた。平成22（2010）
年5月31日、GMS学部内WGが立ち上がり、斎藤信男初代GMS学部長の下、苗村憲司教授が委員長
となり骨子案をまとめた。同年11月19日付にて、当時の池田練太郎学長へ宛て、大学院グローバル・
メディア・スタディーズ研究科の設置計画（案）が出されていた。
平成21（2009）年1月29日（木）開催の平成20（2008）年度第6回大学院委員会（臨時）において、
審議事項（3）グローバル・メディア・スタディーズ研究科の設置計画について異議なく了承され、
平成21年2月の全学教授会で承認された。その直後、大学院研究科設置について文部科学省に事前
相談に出向いた際に指摘された事案があった。当局により検討の結果、平成22（2010）年4月開設
を目指して準備を進めていたが、平成21（2009）年度申請は困難という結論に至る。理由は、「学
校法人の寄付行為及び寄付行為の変更の認可に関する審査基準」に定められている負債率25%以下
という条件をクリアしていなかったことが判明したからであった。そこで、文部科学省への申請は
一旦先送りされることとなった。
その後、前述の基準がクリアできる見通しとなり、2年遅れの平成23（2011）年5月に入り、

GMS研究科（仮称）設置準備委員会が新たに設置された。

1）GMS研究科（仮称）設置準備委員会（平成23（2011）年5月1日～ 12月21日）

グローバル・メディア研究科（仮称）設置準備委員会

（平成23（2011）12月22日～平成24（2012）年10月末）

2年遅れで設置準備委員会が新たに立ち上がることになった本研究科（仮称）の設置認可申請に
おいては、従来、申請準備委員会が担当していた申請書類作成の他に、教場確保等の学内的な諸問
題の検討機能を有す委員会として、GMS研究科（仮称）設置準備委員会を設置し、認可申請に向
けて準備を進めることになった。平成23（2011）年5月13日、福家秀紀GMS学部長より、駒澤大学
理事長須川法昭理事長宛てに、大学院グローバル・メディア・スタディーズ研究科の設置計画（案）
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が提出され、大学院研究科の開設を依頼した。
GMS学部からの委員選出として、本学部の教員は専門分野が多岐にわたっており、各分野から
一人ずつ選出した場合、専任教員だけで7人近く挙がることから、福家秀紀学部長、学科主任（筆
者）、学部内の設置準備委員会委員長白水繁彦教授、計3人を選出し、学部内の設置準備委員会と連
携を取りながら準備を進め、また必要に応じて、外部からの意見を聴取することを目的にしたオブ
ザーバーの参加も想定することとした。
本委員会委員長として齊藤正副学長、副委員長は事務局長、構成員は、福家秀紀GMS学部長、
学科主任（筆者）、白水繁彦GMS学部教授の教員3名に加えて、法人企画室長、法人企画室課長、
人事部、経理部、管財部、教務部、図書館、法人企画室より2名、幹事2名の16名であった。学内、
学外手続きは以下スケジュール14に沿って進められた。
［会議日程］

○第1回GMS研究科（仮称）設置準備委員会

（平成23（2011）年6月21日（火）午後4時）

〔議題〕1.GMS研究科（仮称）設置認可申請に係る準備の件

○第2回GMS研究科（仮称）設置準備委員会

（平成23（2011）年10月11日（火）午後5時30分）

〔議題〕1.GMS研究科（仮称）設置認可申請に係る施設・設備の整備について15

○第3回GMS研究科（仮称）設置準備委員会

14 平成23年度 
5月16日（月）常任理事会報告（設置準備開始、委員会設置） 
5月24日（火）理事会、評議委員会　報告（設置準備開始） 
6月21日（GMS研究科（仮称）設置準備委員会開催 
6月　大学院委員会、全学教授会　報告 
7月　GMS研究科（仮称）設置準備委員会開催 
8月　文科省事務相談（大学設置室、私学行政課） 
以後、事務相談を適宜実施 
2月　理事会、評議員会（学則及び寄付行為変更） 
平成24年度 
4月　申請書類学内締切 
文科省事務相談 
5月末　文科省へ認可申請・寄附行為変更認可書類提出 
6月末　寄付行為変更認可に係る追加書類の提出 
7月　【私学行政課】書面審査 
8月　【大学設置室】示唆意見伝達、実地又は面接審査 
9月　補正申請書類提出 
10月末　認可

15  ・設置計画の概要 
（1）研究科の名称　グローバル・メディア研究科【Graduate School of Global Media】 
（2）専攻の名称　グローバル・メディア専攻【Program in Global Media】（修士課程） 
（3）学位の名称　修士（メディア学）【Master of Global Media】 
（4）開設時期　平成25（2013）年4月　第一年次 
（5）入学定員　10人（収容定員:20人） 
（6）修了要件単位数　30単位（演習及び論文指導の選択必修18単位を含む） 
（7）開設科目数　50コマ（14条特例は実施しないが教員の負担を勘案し、主に5,6時限目開講） 
（8）担当教員数　教授9人、准教授4人、講師4人　合計17人〔職員は平成24年4月現在〕
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（平成23（2011）年12月22日（火）午前10時）

〔議題〕1.グローバル・メディア研究科（仮称）の整備計画等に係る検討結果について、

2. 設置認可申請書及び寄付行為変更認可申請書の作成について

※本会より、GMS学部教授会において了承されたことから、研究科の名称はグローバル・メディア研究

科とする。

※平成24年4月27日（金）16時より文部科学省

［内容］グローバル・メディア研究科の設置届出に係る事務相談

○第4回グローバル・メディア研究科（仮称）設置準備委員会

（平成24（2012）年5月14日（火）午後4時30分）

〔議題〕1.運営委員会への事前相談結果について、2. 今後のスケジュールについて

※構成員には、GMS学部長川崎賢一GMS学部長、石川憲洋学科主任、GMS学部教授福家秀紀、筆

者が加わる。以下事務職員メンバーは変更なし。

2）暫定グローバル・メディア研究科委員会

（平成24（2012）年4月10日～平成25（2013）年3月31日）

平成24（2012）年度となり（仮称）が外され、暫定グローバル・メディア研究科委員会が発足された。
委員長として福家秀紀教授が全会一致で選出され、構成員として、アシュウェル ティム教授、石
川憲洋教授、筆者、川崎賢一教授、白水繁彦教授、西岡洋子教授、山口浩教授、絹川真哉准教授、
芝崎厚士准教授、テヅカヨシハル准教授、吉田尚史准教授、石橋直樹講師、高媛講師、杉森健太郎
講師、南政樹講師（以上 教員16名）と、オブザーバーとして鷲尾哲助手が加わり、合計17名で構
成された。
本研究科は届出方式による設置手続きであり、平成24年5月31日付け、駒澤大学大学院グローバ
ル・メディア研究科設置届出書が、文部科学大臣あてに須川法昭理事長より提出され、届け出た日
付をもって届出手続き完了となった。平成25年11月、文部科学省のHP上に、平成25度開設予定の
大学の学部等の設置届出一覧に掲載された。

［会議日程］

○平成24年4月暫定グローバル・メディア研究科委員会

（平成24（2012）年4月10日（火）午後4時）

〔議題〕（報告事項）1.暫定グローバル・メディア研究科委員会の設置について、2.届出等進捗状況と今後の予定（審

議事項）1.暫定グローバル・メディア研究科委員会委員長の選出

○平成24年6月暫定グローバル・メディア研究科委員会

（平成24（2012）年6月12日（火）午後4時）

〔議題〕（審議事項）1.当面の暫定GM研究科運営体制について、2. GM研究科開設時準備作業予定について、3. GM

研究科入学試験細目について、4.大学院担当教員審査委員の選出について、5. 平成25年度GM研究科入学試験委員

の選出について（報告事項）1. GM研究科設置届出について、2. GM研究科の開設に係る院生募集活動について

○平成24年7月暫定グローバル・メディア研究科委員会

（平成24（2012）年7月10日（火）午後4時半）
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〔議題〕（審議事項）大学院担当教員審査報告について（報告事項）1. GM研究科開設準備状況について、2. 学内推

薦入学試験出願者の推薦について、3. 9月入学試験の出題について、4.大学院進学相談会（7月21日（土）午後1時から）

について

○平成24年9月暫定グローバル・メディア研究科委員会

（平成24（2012）年9月12日（水）午後4時半）

〔議題〕（報告事項）1. GM研究科設置届出書の受理について、2. 平成24年度9月入試について

○平成24年10月暫定グローバル・メディア研究科委員会

（平成24（2012）年10月9日（火）午後5時15分）

〔議題〕（審議事項）1. 平成25年度授業科目担当について、2. GM研究科博士後期課程の設置準備について（報告事項）

1. 平成24年度9月大学院委員会について、2. 平成25年度オリエンテーション日程について

○平成24年11月暫定グローバル・メディア研究科委員会

（平成24（2012）年11月13日（火）午後5時20分）

〔議題〕（審議事項）1. 平成25年度大学院各種委員会委員の選出について、2. 平成25年度時間割編成について（報

告事項）1. 平成25年度大学院要覧について、2.大学院進学相談会の開催について

○平成24年12月暫定グローバル・メディア研究科委員会

（平成24（2012）年12月11日（火）午後5時30分）

〔議題〕（報告事項）1. 平成25年度大学院GM研究科FD小委員会委員の選出について、2. 平成25年度時間割編成につ

いて、3. 平成25年度2月入試の出題について（報告事項）1. 大学院院生用研究室などの変更について、2. 教室・院

生用研究室等の改装について、3. 院生用PCなどの購入について

○平成25年1月暫定グローバル・メディア研究科委員会

（平成25（2013）年1月15日（火）午後3時30分）

〔議題〕（審議事項）1. 平成25年度時間割編成について、2. 平成25年度非常勤講師の採用について（在外研究の代

講としての非常勤講師採用）（報告事項）1. 平成25年度2月入試について

○平成25年2月暫定グローバル・メディア研究科委員会

（平成25（2013）年2月9日（火）午後3時30分）

〔議題〕（審議事項）1.平成25年度大学院案内（概要）について（報告事項）1. 平成25年度2月入試の出願状況について、

2. 平成24年度大学院人事委員会について

○平成25年3月暫定グローバル・メディア研究科委員会

（平成25（2013）年3月6日（火）午後2時10分）

〔議題〕（審議事項）1. 平成25年度新入学生オリエンテーションについて、2. 平成25年度グローバル・メディア研究特

論割当表について（報告事項）1. 2月大学院委員会について、2. GM研究科演習室などの完成検査について
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3）グローバル・メディア研究科グローバル・メディア専攻（博士後期課程）課程変更準備委員会

（平成25（2013）年4月10日～平成26（2015）年3月31日）

博士後期課程の設置は、届出方式により完了となった修士課程の延長線上に継続して申請する計
画であった。ところが設置準備委員会が新たに立ち上がることになった本研究科（仮称）の設置認
可申請においては、従来、申請準備委員会が担当していた申請書類作成の他に、教場確保等の学内
的な諸問題の検討機能を有す委員会として、GMS研究科（仮称）設置準備委員会を設置し、認可
申請に向けて準備を進めることになった。平成23（2011）年5月13日、福家秀紀GMS学部長より、
駒澤大学理事長須川法昭理事長宛てに、大学院グローバル・メディア・スタディーズ研究科の設置
計画（案）が提出され、大学院研究科の開設を依頼した。

構成員は、委員長　桑田禮彰副学長　副委員長　久保田昌希副学長総務局長、財務局長の3名、
構成員、GMS福家秀紀研究科委員長、吉田尚史博士後期課程WG主査　法人企画部長、法人企画課
長、財務部、人事部、管財部、教務部3名、図書館、総合情報センター 16名に加えてえ、幹事　法
人企画部より4名。合計20名。
桑田禮彰委員長が議長となり開会、グローバル・メディア研究科グローバル・メディア専攻の課
程変更認可申請については、5月23日提出の課程変認可申請書及び8月29日提出の課程変更認可申
請に係る補正申請書に基づき、文科省大学設置・学校法人審議会において審査が行われた結果、グ
ローバル・メディア専攻の課程の変更を認可するとの判定が出された。と報告があった。

［会議日程］

○第1回グローバル・メディア研究科グローバル・メディア専攻（博士後期課程）課程変更準備委員会

（平成25（2013）年7月16日（火）午後2時）

〔議題〕1. グローバル・メディア研究科グローバル。メディア専攻（博士後期課程）課程変更届出申請に係る準備

の件

○第2回グローバル・メディア研究科グローバル・メディア専攻（博士後期課程）課程変更準備委員会

（平成25（2013）年10月25日（金）午後3時）

〔議題〕1. グローバル・メディア研究科グローバル。メディア専攻（博士後期課程）課程変更届出検討事項の進捗

状況確認の件

○第3回グローバル・メディア研究科グローバル・メディア専攻（博士後期課程）課程変更準備委員会

（平成26年（2014）1月28日（火）午後3時）

〔 議 題 〕1. 大 学 設 置・ 学 校 法 人 審 議 会 愛 学 設 置 分 科 会 運 営 委 員 会 へ の 事 前 相 談 に つ い て、

2.グローバル・メディア研究科グローバル・メディア専攻（博士後期課程）課程変更届出検討事項の進捗状況確認

の件

○第4回グローバル・メディア研究科グローバル・メディア専攻（博士後期課程）課程変更準備委員会

（平成26年（2014）5月20日（火）午後4時30分）

〔議題〕1. グローバル・メディア研究科グローバル・メディア専攻（博士後期課程）課程変更認可申請に

ついて　2、今後のスケジュールについて

○第5回グローバル・メディア研究科グローバル・メディア専攻（博士後期課程）課程変更準備委員会
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（平成26年（2014）9月16日（火）午後3時20分）

〔議題〕1. グローバル・メディア研究科グローバル・メディア専攻（博士後期課程）課程変更認可申請に

ついて　2、今後のスケジュールについて

〇第6回ローバル・メディア研究科グローバル・メディア専攻（博士後期課程）課程変更準備委員会

（平成26年（2014）11月12日（水）午後1時）

〔議題〕1. グローバル・メディア研究科グローバル・メディア専攻（博士後期課程）課程変更認可申請の

結果について　2、今後のスケジュールについて

2．GM研究科GM専攻（修士課程及び博士課程）の概要

─平成25年（2013）年4月～平成27（2015）年3月の足跡─

こうして平成25（2013）年4月、グローバル・メディア研究科グローバル・メディア専攻（修士課程）
は開設され、2年後の平成27年（2015）年3月に第1期の卒業生を輩出した。同時に、平成27（2015）
年4月にはグローバル・メディア研究科グローバル・メディア専攻（博士課程）が開設され、入学
者を迎えた。完成年度は平成29（2017）年度、すなわち平成30（2018）年3月31日をもって完成に
至る予定である。

1）GM研究科の基本方針

本研究科の基本方針16は、グローバルに発展するメディアの最新動向に関する幅広い知識と実践
的な英語力を融資、企業、政府・自治体、NPO、国際機関などで活躍する専門的な人材の育成を
目指している。グローバルな視点からの問題解決が要請される時代において、様々なコンテンツを
活用し、グローバルに発展したメディアを通して世界に向けて情報を発信し、グローバルに流通す
る情報を選別・利用する能力を備えた人材を育成するため、既存の理論の枠組みを超えて多元的・
複合的な視座と幅広い自由な発想で教育を実施している。当学部開設後も、メディア環境は大きく
変化し、これを踏まえて、国際競争力の強化に向けた政府の取組として「知的財産推進計画2013」
（平成25年6月知的財産戦略本部）に示すような政府の国際競争力強化の取組も積極的に展開してい
る。このように、グローバルな変化に柔軟に対応し、国際競争力を高めることのできる高度な学際
的能力を持ったグローバル人材の必要性は我が国においてマス一方である。このような背景を踏ま
え、本研究科は、学生的な専門知識の上に立った高度な専門的研究・開発能力を有する職業人・研
究者の育成を目指す。複雑化するグローバルな問題を解決するためには、修士、博士として学際領
域における専門性を持ち、国際舞台で認められる専門家でなければならに。科学と技術の発展が産
業の発展を促し、社会や文化に様々な影響を与え、また、これらが新たな科学や技術の発展の土壌
となることを考えると、学際領域の中での特定分野における専門知識を有する修士、博士としての
専門家の責任は重い。さらに、文部科学省「博士課程教育リーディングプログラム」の事業の背景
によれば、専門分野が細分化している現状においては、知の体系やシステムの全体を捉え確かな価
値を見出すことは難しいと指摘されている。このような状況においては、学際領域において専門性

16 本研究科設置申請に提出した設置の趣旨等を記載した書類より一部抜粋。
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を高め、新たな研究分野や方法論を開拓することが、グローバルかつ複雑な社会的課題の総合的な
解決への鍵となる。このような認識を踏まえ、グローバルに展開されるメディアの利活用に関する
複合的な問題解決について、以下に述べるメディア産業・メディア文化・メディア情報の3つの視
点から学際領域上で問題解決・実践的な教育を行うことによって、新しい研究分野や方法論を開拓
し、日本からグローバルな経済社会の諸分野で指導的な役割を果たすことのできる専門家の育成を
図る。
具体的には、①経営・産業動向などを分析し、メディアの利活用に関して専門的な視点から提案
できる人材、②メディアとコミュニケーションの社会的・文化的な影響に関する専門的な研究能力
を有する人材、③メディア分野の新しいサービスに関する専門的な研究・開発能力を有する人材、
の3つの分野の専門性を有する人材の育成に整理し、学際的な思考・実践能力を深めるプログラム
を提供する。

2）志願者数、合格者数、入学者数の変遷

GM研究科（修士課程及び博士後期課程）の入試状況は表2）-1、2）-2に示す通りである。初年度
はGMS学部出身者が学内進学を果たし、学部後の教育環境が整ったことが奏功した結果となった。
中国からの留学生が多く、平成26（2014）年度5名、平成27（2015）年度2名と継続して一定の在
籍数を確保している。特に専門教育の現場において日本語教育の充実が一層求められる状況である。

表2）-1 GM研究科GM専攻（修士課程）志願者数、合格者数、入学者数の推移

9月入試 2月入試
入学者

志願者 合格者 志願者 合格者

平成25（2013）年度 4名 4名 2名 2名 3名

平成26（2014）年度 5名 5名 8名 6名 9名

平成27（2015）年度 1名 1名 4名 3名 3名
（※数字は当該年度 5月 1日時点）

表2）-2 GM研究科GM専攻（博士課程）志願者数、合格者数、入学者数

9月入試 2月入試
入学者

志願者 合格者 志願者 合格者

平成27（2015）年度 1名 1名 ‐ - 1名
（※数字は当該年度 5月 1日時点）

3）修士論文と修了判定状況

平成26（2014）年度に第1期の3名が2年の課程を修了した。修士論文のタイトル、専門領域につ
いては表3）-2に示す通りである。
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表3）-1 グローバル・メディア研究科学生数・修了判定状況

年　度 学　生　数 修　了　判　定
修士課程 博士後期課程 修士課程 博士後期課程

1年 2年 計 1年 2年 3年 計 修了年
度生数 修了者 未修了

者
修了年
度生数 修了者 満退者 未了者

平成25（2013） 3 - 3 - - - - - - - - - - -
平成26（2014） 9 3 12 - - - - 3 3 0 - - - -
平成27（2015） 3 9 12 1 - - 1 9 7 2 - - - -

表3）-2 グローバル・メディア研究科　修士論文　執筆者・タイトル一覧
平成26（2014）年度修了

情報論系 富永 千恵理 産業心理学に基づくカリキュラム・レコメンド・サービスの実現に関する研究
情報論系 小野江　望 集合知を用いた意見収集方式と社会的合意形成支援システムに関する研究
情報論系 佐藤　優子 日本酒を事例とした味覚と感性に応じた情報検索システムに関する研究

平成27（2015）年度修了

情報論系 斉藤　匠平 PUCCプロトコル及びメタデータを用いた家電制御に関する研究
情報論系 川嵜　智央 交通安全促進を支援するための即時的な位置情報提供サービスに関する研究
情報論系 郭　暁龍 A Study on Hybrid Face Recognition System

産業論系 劉　蘊諄
アートフェスティバルの経験価値を通した地域振興の仕組み
─大地の芸術祭越後妻有アートトリエンナーレ・瀬戸内国際芸術祭を事
例にして─

文化論系 石　培霖 ファション雑誌を通して見た日本の女性ライフスタイルについて
─『CLASSY』・『egg』などを中心に─

文化論系 岳　晨 東日本大震災における地方紙の意義
─「河北新報」「福島民報」「朝日新聞」の比較を中心に─

文化論系 左　倩 テレビメディアが伝える日本人イメージ
─「東京印象」を通して─

4）GM研究科教員構成員の変遷

本研究科の教員組織の教員構成数は16名である。初年度に予想外に教員の退職が生じ、また在外
研究での不在者が続いたが、概ね順調に進捗している。平成23（2011）年5月、GMS研究科（仮称）
設置準備委員会設置以来ご尽力いただいた福家秀紀研究科委員長に続き、平成27（2015）年度よ
り白水繁彦教授が第2代目研究科委員長となった。
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<GM研究科委員長>

初  代　福家秀紀（平成25（2013）年4月～ 26（2014）年3月）
第2代　白水繁彦（平成27（2015）年4月～現在）

表4）-1 GM研究科構成員

平成25 （2013） 年 平成26 （2014）年 平成27（2015）年

教
授

福家秀紀（研究科委員長）
Ashwell Tim
石川憲洋
各務洋子（在外研究）
川崎賢一
白水繁彦
西岡洋子
山口　浩

福家秀紀（研究科委員長）
Ashwell Tim
石川憲洋
各務洋子
川崎賢一
白水繁彦
西岡洋子
山口　浩

白水繁彦（研究科委員長）
石川憲洋
Ashwell Tim
各務洋子
川崎賢一
西岡洋子
福家秀紀
山口　浩

准
教
授

吉田尚史
絹川真哉
芝崎厚士
テヅカヨシハル（在外研究）

吉田尚史
絹川真哉
高　媛
芝崎厚士
テヅカヨシハル
服部　哲

絹川真哉
高　媛
芝崎厚士
テヅカヨシハル
服部　哲
吉田尚史

講
師

石橋直樹
高　媛
杉森健太郎
南　政樹

石橋直樹
杉森健太郎（在外研究）

石橋直樹
杉森健太郎

合
計 16名 16名 16名

Ⅳ．GMS学部創立10周年記念事業の概要

平成27（2015）年4月のGMS教授会にて、まず、GMS学部創立10周年記念事業実行委員会の設
置が決まった17。平成27（2015）年の一年間を“GMS学部創立10周年YEAR”と称し、GMS学部の
REBRANDING YEARとして、GMS学部独自の企画を一年かけて発信しよう考えた。様々な企画が
バラバラに散見し、まとまりのない学部という印象を社会に与えないために、GMS学部のブラン

17 GMS学部創立10周年記念事業実行委員会メンバー
実行委員長 各務洋子

現執行部 吉田尚史、西岡洋子、山口浩

各
分
野

メディア（経済経営） 絹川真哉

メディア（文化社会） 芝崎厚士

情報 服部哲

英語 アシュウェル ティム

アドバイザー 福家秀紀、白水繁彦、川崎賢一

助手 槌屋洋亮
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ドを一貫性のある統一感をもって発信することに注力した。
第一に手がけたのは、GMS学部のwebsiteを通して創立10周年を発信することである。GMS10周
年記念版としてアートディレクションを依頼して作成した。製作責任者は株式会社電通のクリエイ
ティブディレクターであった大岩直人氏である。『実践メディアビジネス講座Ⅰ』で10年間、㈱電
通寄附講座をご担当下さった講師の中のお一人であった。10年のご縁ということで友情価格でお引
き受けいただいた。GMSらしさを表現するために、スローガンとロゴを作成した。ロゴは、“グロ
ーバル”を“地球”で表現するために、グード図法で描かれた世界地図を象った。明るい未来を託
してレインボーカラーで塗りつぶした。スローガンは筆者の12年間の思い入れを結実させた4単語
であった。Thinkでもなく、Actでもない。自然体のBeでいること。そして一人一人の独自性（Different）
を際立たせることこそが、Globalな環境で生き抜く力であるという想いであった。

1年間を通して、GMS学部の教員全員が一丸となって様々な企画を発信することができた。まず
は皮切りにGMS学部生全員を巻き込むために、GMS Branding Project Teamを結成。学生のアイデ
アで10周年を祝う企画を進行させた。また、10年目を機に、GMS学部の同窓会組織を立ち上げた。
10月31日のオータムフェスティバルの日に、第一回GMS学部同窓会を開催。第1期生から6期生ま
での卒業生と、現役生、退職されたGMS学部の教授も御出席くださり約160名が集まった。一方で、
アカデミックな研究領域として、11月には本格的な国際シンポジウムを開催。本ジャーナルに特集
として掲載させていただいた。その間、いくつものプロジェクトが立ち上がり、文字通りGMS学
部創立10周年をREBRANDING YEARとして祝うことができたのではないだろうか。以下に、企画
の全容を記載する。

①GMS学部創立10周年記念ホームページの制作
②GMS学部Branding Project Team 結成
③GMS学部創立10周年記念ジャーナル発刊
④GMS学部同窓会発起会、第一回GMS学部同窓会開催
⑤以下、GMS学部創立10周年記念事業企画一覧
○4月20日（月）～ 5月25日（月）『実践メディアビジネス講座Ⅰ』6回シリーズ講義「クリエイテ
ィブ力を発揮する6週間のワークショップ講座」電通クリエイティブディレクター大岩直人氏/6

月6日（土）成果発表会
○5月16日（土）㈱インフォバーンとの連携によるワークショップ「恋と就活に効くマーケティン
グ講座」の実施
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○6月1日（月）～ 7月13日（月）『実践メディアビジネス講座Ⅰ』7回シリーズ講義「宗教とメディ
アの新時代」開催
○7月4日（土）5日（日）GMS学部および大学院GM研究科共催、文化経済学会全国大会/国際シン
ポジウム「五輪文化プログラムの社会的な意義と役割―ロンドン2012の実績と東京2020への展
望」開催
○10月31日（土）GMS学部同窓会発起会、第一回GMS同窓会記念パーティー開催
○11月20日（金）14:00-17:00 国際シンポジウム「グローバリゼーションの進展とメディアの役割」

<招待講演>Prof. Luciano Floridi（Oxford University）、<パネルディスカッション>公益財団法人情
報通信学会会長 三友仁志教授、総務省情報通信政策研究所調査研究部長 福田雅樹氏、日本経済
新聞社 関口和一氏、日本電信電話株式会社取締役 栗山浩樹氏、本学法学部教授 富崎隆氏、本学
GMS学部教授 川崎賢一氏
○11月26日（木）12:15-12:50 「GMS学部卒業生によるキャリアセミナー :映画『海難1890』のVFX

とコンテンツ業界の現場」
○12月11日（木）13:00-14:30 記念講演会『グローバルビジネスの真髄と仕事の本質-数々の国際交
渉を経て世界級キャリアを磨くことの意味を考える』伊藤忠商事代表取締役社長、会長、初の民
間出身駐中国大使、丹羽宇一郎氏
○12月24日（木）『ジャンルとしての「カフェー」-ジャンル論から見た日本における起源と初期の
展開』京都精華大学教授 斎藤光氏
○3月15日（火）15:30-18:00 就活の本質をとらえる「就活対策のリアル」
㈱インテリジェンス採用責任者 佐藤裕氏×ベネッセiキャリア事業責任者 大竹航氏×GMS学部
長によるパネルディスカッション

Ⅴ．GMS学部の今後の課題

GMS学部開設前の約2年を含めた12年間を表面的ではあるが一通り振り返ってみた。やや詳細に
過ぎたかもしれないが、本学部の設立時の特殊性に鑑み記録を主眼とした記述に徹した。基礎とな
る学部をもたず新たな学部として設置された本学部は教員の3分の2を超える構成員が一度に外部
から採用されたという経緯がある。4年制学部から移籍した筆者を含む3名の教員と短期大学から移
籍した4名の教員に加えて其々出身の異なる教員22名の組織でのスタートであり、属性とは言わな
いまでも多様性が高い集団である。創立10周年を迎えた今、特色のある本学部が真に学問の研究・
教育の場として今後の発展をはかるためにはいかにあるべきか、設立時のビジョンと基本方針をふ
まえて研究・教育のプログラムをいかに具体化すればよいのかを改めて考える必要がある。
前掲（p.9）「2.GMS学部開設以降10年の足跡における「1）GMS学部の基本方針」に記述した本
学部の概要は、いわば平成14（2002）年当時の駒澤大学のおかれた外部環境における社会的ニー
ズに基づき提示された3つの条件を念頭に構築されたものである。即ち、①既存の駒澤大学の学部
学科とは重複しない特徴をもつこと、②卒業後の進路（就職活動）に困らない学生を育成すること、
③国際感覚に優れた学生を輩出することである。これを踏まえ、本学部のコンセプトは以下の3点
に絞った。①『学際学部であること』、②『グローバル人材を育成すること』、③『メディアを軸と
すること』である。この3点は、世界の大学の動向を調査した結果、少なくとも日本人の現代的教
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養として今後必須となるであろう三項目に照準を合わせたことになる。〈学際〉や、〈教養〉をコン
セプトとする学部が出始める中で、インターネットを通じてあらゆるモノやサービスが連携するこ
とにより、新しい価値やビジネスモデルの創出を目指した取り組みが世界各国で出現する兆しが見
えてきた。〈メディア〉を利活用する能力は間違いなく次世代を生きる若者の“現代の教養”となる。
本学部の存在意義は、こうした情報技術を駆使した学術的先端技術の創出領域と連携することによ
り一般社会との接点を幅広く探る領域を生み出すことで、グローバルな社会に貢献することに置か
れるであろう。
設置の趣旨に照らしてこの10年を振り返ると、4年を経て学部が完成し、大学院博士課程が来年
度完成に至れば、形ばかりは9年間の教育体系が構築されたことになる。これからの10年はいよい
よ中身の充実に向けて動き出さなければならない。学部開設当初に掲げた目標は未だ発展途上であ
り、未達であると考えるからである。以下、本学部の基本となる考え方を改めて提示することによ
り、今後の本学部の取り組むべき課題とさせていただきたい。

1．現代社会の潮流として

─グローバルの本質を探究すること─

グローバリゼーションに社会的関心が集まるようになったのはこの20年くらいである。ヒト・モ
ノ・カネ・情報の流れが地球規模に生み出され、相互依存の関係が世界規模で生成される。これま
での国際関係論の中での研究を超え、経済、経営、政治、文化、思想、宗教と幅広い領域に大きな
地殻変動を起こしている。学術的な議論からなる解決を求める一方で、日常の“グローバル”な現
象が瞬く間に進化している現実がある。ローカルな日常に目を向ければグローバルという言葉は非
常に安易に使われている。まるで流行語のような扱いから、グローバル化＝欧米化、アメリカナイ
ゼーション、マクドナルド化、マニュアル化、均質化、フラット化、没個性、など固定化された概
念に囚われた前提の上で議論がなされているように思える。
本学部に“グローバル”を冠した理由は、文字通り地球規模の視野で問題解決に取り組む教育
と研究の拠点を目指したからである。語源を紐解いてみるとグローバルには「均質」という意味
は含まれていない。「地球規模の」「球状の」などを表す英語から来ているが、「国境を越えて地球
全体にかかわるさま」を表し、「世界的規模の」という意味と同時に、「ホリスティック＝全体的
な、包括的な」という意味が含まれる。したがってグローバルな環境、グローバルな社会、グロー
バルな市場は存在し得るかもしれないが、グローバル人材など本来の意味では存在しないわけであ
る。正しくはグローバルな社会で活躍する人材となる。筆者の専門である経営学の分野でも、真の
意味でのグローバル企業は世界に6社しかないとも言われる。地球の五大陸すべてに行き渡る世界
共通の商品、サービスなど一握りである。世界はフラット化していないことを検証したインド出身
スペイン・IESEビジネススクールのパンカジュ・ゲマワット教授が学会だけではなく世界的なベ
ストセラーとなった ”Redefi ning Global Strategy – Crossing Borders in a World Where Differences Still 

Matter, Harvard Business Review Press”18を出版したのはグローバル化への波が再燃した2007年であ
った。「世界はフラット化に向かっていない。期待は行き過ぎ」と警告し、多国籍企業に対して組

18 翻訳は『コークの味は国ごとに違うべきか』パンカジ・ゲマワット著、文芸春秋（2009/4/23）
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織の経営陣による国籍の分散を訴えた。世界は完全にグローバル化した状態と鎖国状態の中間より
もむしろ鎖国に近い状態にあると結論付けた。グローバルなローカル化、あるいは、グローバル経
済における島国化とも呼ばれる。グローバルな社会で生き残るには、ますますローカル化による多
様性の共存が必要であり、現地の事情を熟知する人材による意思決定が求められる。組織における
外国人の占める割合が組織の強靭さを示す一つの指標となった。
本学部創立10年目に掲げたスローガンはそれを表現したつもりである。＜Be different, Be global＞
とは、グローバルな社会で生きるために、自身のアイデンティティを際立たせ、差異に気付き、差
異を尊重し、差異と共に生きることが大切であるという意味である。多様性と共に生きることがグ
ローバルな社会の現実である。本学部の趣旨を鮮明に表現するために、主体となる本学部の教員組
織の構成、本学部の学生組織の構成という足元の所属構成員自体をグローバル化することから始め
た訳である。多様化の進む社会に貢献できる人材を育成する実践的な教育環境を追求し、学術的研
究は基より、現実を生きる我々一人ひとりが試行錯誤を繰り返す中でグローバルの本質を探究し続
ける学部でありたい。

2．教育と研究の方法論として

─学際性の追究─

本学部の最大の特色は、〈グローバル〉と〈メディア〉というキーワードを軸として8つの学問分
野にまたがる学際的な研究に取り組むことである。この10年、我が国にも学際学部が増加したがそ
の実現は困難を極める。本学部は対象とする学問分野を限定することにより、その実現可能性を高
め、研究成果の促進に確実に繋げることが今後の課題であるといえよう。学際研究が未来の学問の
創出へ向けた新たな一つの実験場として認知されることができれば本学部の存在意義は更に大きな
ものとなる。
学際研究について概略ではあるがここで共通認識を確認しておきたい。学際は、interdiscipinary

の訳としているが、発展段階によって、multidisciplinary → interdisciplinary → crossdisciplinary → 

transdisciplinaryと、分野間の緊密度に応じて区分する考え方がある。19 multidisciplinaryは各専門領
域の専門家が結果を出し、それをリーダーがまとめるといったアプローチであり、個々の独立した
専門分野の相互作用が少なく並列的に存在し、独自的に貢献している状態を示しており、原学際性
ともいえる学生の一番基本的な位置にある。一方、interdisciplinaryは各専門領域の専門家や非専門
家が相互に各自の知識を交換しながら、グループとして問題を定義し、解決をめざすアプローチで
ある。この場合、リーダーの大切な役割は、いかに上手くコーディネーション（調整）するかとい
うことになろう。実際の学際研究の多くが、原学際領域を脱していないことを示すデータが提示さ
れているが、アメリカにおける2000年代に入ってからのinterdisciplinaryの復興は、その重要さが再
認識されてきたことを反映している20と述べられている。

19 赤司秀明（1997）学際研究入門, pp175.　シェリフ、MとCWシェリフ（1971）学際研究－社会科学のフロンテ
ィア－鹿島研究尾出版会、pp388., Allen F. Repko, Interdisciplinary Research Process and Theory, Sage Publications, 
Oct.12, 2011. 

20 同上
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本学部の目指すところは、interdisciplinary approachである。＜グローバル＞と＜メディア＞をキ
ーワードとして掲げ、8つの学問分野＜社会科学4分野（経済学、経営学、法学、政治学）、人文科
学3分野（社会学、文化学、コミュニケーション学）、情報学＞に限定していることが研究の進め
方においては効果が高いといえる。学際研究の進め方として挙げられる共通認識として以下の手順
がある。①学際思考の動機となる新しい解決策を模索する目的をもつこと、②できるだけ広い範囲
から少しずつ、思考のもとになる要素を抽出して集める。例えば、多くの異なる専門家に集まって
もらい、目的を話し、その目的に役立つものを発表してもらうことで、個人では思いも及ばない多
くの知見を得ることができ、これが要素となる。③たくさん集めた要素を目的にどう役立てるか検
討する。一つ一つの要素はそれ自体が目的にかなわなくとも、2つ以上の要素を組み合わせてみて、
その結合が目的にかなうかどうかを調べることで、要素間に新しい機能分担を規定する。④さらに
時間的流れにしたがって、手順を決める、という順である。学際研究は目的を明確にし、目的の実
践を強く意識する解決思考型の研究であると言い換えることができる21。本学部の教員構成、学問
分野のバランスは、この学際性実現を目指して構想されている。8つの学問分野という要素間の新
たな組み合わせにより革新（イノベーション）生成の実験場となることを期待したい。
学際研究の壁となる原因は比較的明確であるといわれる。①専門分野間の関連性が弱いこと、②
専門と学際を一人の人間がこなすことの困難さ、③扱う問題が複雑で新たな体系を構築することが
容易ではないことにある22。学際研究は手法としては困難な側面があり、必ずしも十分に進展して
いない阻害要因があるが、科学技術の進展とグローバル化の促進によって、これまで以上に自然科
学と人文社会科学の融合が必要と想定されていると言われており、問題に関する基本事項について
の共通認識が必要である。分野間での専門用語、概念、基本的アプローチの特色関する共通の理解
あるいは共通の言語が必要であるなど、様々な提言がなされており、また、専門分野間の諸問題が
複雑に変化するためにコーディネーションが鍵となるといった見解が明らかになっている。こうし
た方法論を改めて再考した上で、本学部の基本である〈グローバル〉と〈メディア〉を軸とした8

つの学問分野がともに研究課題に取り組む仕組みを探っていくことで、学際性の実現に向けて具体
的かつ積極的に取り組むことが本学部の使命である。学際研究の実施には、素養を持ったリーダー
を選び、リーダーの役割を明確化することが大切であるといわれている。そうした素養のあるリー
ダー的存在を育てることが、本学部と本大学院における一貫教育の重要な役割となるであろう。

3．GMS学部の中心的基軸として

─メディアとコンテンツに係る新領域の学術の構築─

メディアは現代の教養である。メディアの真の理解が現代に生きる我々にとって教養の一つであ
るいうメッセージである。メディアの技術革新が進展すればするほど、そのメディアを経由して流
れる大量のコンテンツの仕組みの理解が不可欠となる。本学部の特色は表裏の関係性をもつメディ
アとコンテンツの学際的研究を通してグローバルな世界の仕組みを解明することにある。
第4次産業革命といわれるように、AI（Artifi cial Intelligence）、IoT（Internet of Things）、フィン

21 渡辺茂、香山健一、合田周平、公文俊平（1973）学際思考のすすめ、日本経済新聞社、pp.1
22 同上
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テック（Financial Technology）、ビッグデータ、ロボット、クラウドソーシングなどデジタル技術
の革新はこの数年で指数関数的なブレークスルーを遂げたといわれる。これまでにない価値の創造
があらゆる分野で可能となりつつある。あらゆるものがITサービスに繋がることでビジネスお可能
性が無限に拡がり、技術革新に伴う新サービスの出現により、生活者の行動が格段に変化した。
我が国では2016年4月に経済産業省が発表した「新産業構造ビジョン」の中間整理で、第4次産
業革命をリードする戦略的取り組みが発表された。そこでは、第4次産業革命のインパクトを議論
した上で、日本の基本戦略を論じ、第4次産業革命による新たな成長と産業構造・就業構造の変革、
第4次産業革命をリードするための日本の基本戦略について検討されている。メディアとコンテン
ツについては、①足許で起きつつある変化として、「オンライン化による場所を選ばないコンテン
ツ制作や、グローバル規模での流通チャネルの多様化・双方向化が進展」すること。②今後の変革
の方向性として、「顧客の好みに合わせて最適なコンテンツの配信が可能になり、AIやロボットに
よるコンテンツの自動生成や、バーチャルリアリティ（仮想現実）の活用など、より一層多様なコ
ンテンツの生成が可能になる。」と記載されている23。この第4次産業革命をリードする日本の戦略
「新産業構造ビジョン」による「未来に向けた経済社会システムの再設計－7つの対応方針」24を眺
めてみると、本学部が基軸とするメディアとコンテンツに係わる新領域の学術構築が貢献できる領
域は大きい。今後の本学部の目指す方向性として、改めてメディアとコンテンツの学際的研究を通
してグローバルな世界の仕組みを解明することに専心したい。
本学部の卒業証書、さらに大学院修士課程、博士課程の修了証書には、メディア学と記載される。
メディアとコンテンツの学術的研究に終わりはないのである。本学部の教員が8つの専門分野の研
究者であり、其々にメディアやコンテンツに関連した研究を深化させ、それが横軸として様々に連
関する学際研究に繋がること、さらにグローバルな環境で研究と教育を充実させることが本学部の

23 経済産業省産業構造審議会新産業構造部会、新産業構造ビジョン中間整理、平成28年4月27日．
24  （1）データ利活用促進に向けた環境整備 
　・データプラットフォームの構築、データ流通市場の創成　・個人データの利活用の促進　・セキュリティ技
術や人材を生み出すエコシステムの構築　・第4次産業革命における知的財産政策の在り方　・第4次産業革命に
対応した競争ルール　の在り方の整理        
（2）人材育成・獲得、雇用システムの柔軟性向上 
　・新たなニーズに対応した教育システムの構築　・グローバルな人材の獲得、多様な労働参画の促進　・労働市場・
雇用制度の柔軟性向上         
（3）イノベーション・技術開発の加速化（「Society5.0」） 
　・オープンイノベーションシステムの構築　・グローバルトップ水準のイノベーション拠点の整備　・世界を
リードする国家プロジェクトの構築、社会実装の加速（人工知能等）　・知財マネジメントや国際標準化の戦略的
推進           
（4）ファイナンス機能の強化 
　・リスクマネー供給に向けたエクイティファイナンスの強化　・第4次産業革命に向けた無形資産投資の活性化
・FinTechを核とした金融・決済機能の高度化       
（5）産業構造・就業構造転換の円滑化 
　・迅速・果断な意思決定を可能とするガバナンス体制の構築　・迅速かつ柔軟な事業再生・事業再編等を可能
とする制度・環境整備　・労働市場・雇用制度の柔軟性向上（再掲）     
（6）第4次産業革命の中小企業、地域経済への波及 
　・中小企業、地域におけるIoT等導入・利活用基盤の構築 
（7）第4次産業革命に向けた経済社会システムの高度化 
　・第4次産業革命に対応した規制改革の在り方　・データを活用した行政サービスの向上　・戦略的な連携等を
通じたグローバル展開の強化　・第4次産業革命の社会への浸透
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使命である。
最後に、創立10周年記念号の刊行に際し、GMS学部の活動に暖かい御支援を下さいました学内
外の皆様に深甚なる謝意を表します。そして、原稿の作成には事務部局の方々に大変ご協力を賜り
ましたことを厚く御礼申し上げます。今後とも末永く、学部の発展のために、忌憚のない御批判並
びに御指導、御鞭撻のほどお願い申し上げます。
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【補足】グローバル・メディア・スタディーズ学部創立10周年記念事業一覧

① GMS学部ホームページ創立10周年記念版製作

② GMS学部創立10周年記念　スローガンとロゴ製作

③ GMS学部学生全員による GMS Branding Project結成

④ インフォバーン×駒澤大学　「恋と就活に効くマーケティング講座」

 日時：2015年5月16日（土）、23日（土）13:00-17:00

 場所：9-173

⑤ 実践メディアビジネス講座Ⅰスペシャル「クリエイティブ力を発揮するワークショップ講座」（電通クリエ

イティブディレクター×GMS）

 日時：2015年4月20日、27日、5月4日、11日、18日、25日、6月6日、13:00-14:30

 場所：1-401

⑥ 実践メディアビジネス講座Ⅰスペシャル「宗教とメディアの新時代」

 日時：2015年6月8日、15日、22日、29日、7月6日、13日、13:00-14:30

 場所：1-401

⑦ 文化経済学会全国大会共催「五輪文化プログラムの社会的な意義と役割―ロンドン2012の実績と東京2020

への展望」

 日時：2015年7月4日、5日、9:00-17:00

 場所：1-301

⑧ GMS学部第一回同窓会設立発起会／第一回懇親会開催

 日時：2015年10月31日（土）15:00-20:00

 場所：駒澤大学深沢キャンパス大ホール

⑨ 国際シンポジウム「ITS Supported International Symposium: The Development of Globalization and the Role 

of Media」（基調講演者：ルチアノ・フロリジ博士）

 日時：2015年11月20日（金）14:00-17:00

 場所：駒澤大学深沢キャンパス、アカデミーホール

⑩ GMS学部公開講演会「グローバルビジネスの真髄と仕事の本質～数々の国際交渉を経て世界級キャリアを

磨くことの意味を考える」（講演者：伊藤忠商事元代表取締役社長 丹羽宇一郎氏）

 日時：2015年12月17日（木）13:00-14:30

 場所：1-401

⑪ GMS学部公開講演会「ジャンルとしての「カフェー」－ジャンル論から見た日本における起源と初期の展開」

（講演者：京都精華大学ポピュラーカルチャー学部長　斎藤　光氏）

 日時：2016年1月14日（木）14:30-16:30

 場所：深沢キャンパス2-1

⑫ 駒澤大学×インテリジェンスによるコラボ企画「就活マーケットとメディアの本質」

 日時：2016年3月15日（火）15:30-17:30

 場所：1-301
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