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Waseda Vision 150 スポーツ科学学術院の将来構想の進捗状況報告

１．2032 年度までに（Vision 150 で）達成すべきスポーツ科学学術院の 3 つのビジョン

（１）スポーツを通して世界に貢献する高い志を持った多様な学生の育成

（２）世界の平和と人類の幸福の実現に貢献するスポーツ科学の教育・研究拠点

（３）スポーツマインドを持ったグローバルリーダー市民の育成

２．スポーツ科学学術院の 10 の核心的戦略 （Vision 150）の 2013 年度報告と将来構想

スポーツ科学学術院では Vision 150 の核心的戦略を実行するために、適宜改革を進めながら、2012 年

12 月に学術院内に学術院長の諮問機関として「研究・教育（含入試）タスクフォース」を設置し、2013

年 7 月に報告書を作成し、鋭意改革に努めてきた。

① 入試制度改革

2013 年度の総括評価

（学部入試）

現行の入試制度の問題点の分析を開始した。各種の入試形態（一般入試、センター利用入試：センター

＋一般方式、センター利用入試：センターのみ方式、センター利用入試：競技歴方式、自己推薦入試、ス

ポーツ推薦入試、トップアスリート入試、附属校・系属校推薦）ごとに、入学後の学業成績とスポーツ競

技成績についてデータ集計を開始した。

（大学院入試）

「大学院入試・教育改革タスクフォース」において大学院の受験生増加策について検討し、ア）学生・

教員の研究業績や活動のさらなる発信・アピール、イ）スポーツ科学部からの内部進学の促進、ウ）学部

生への情報発信、エ）現行制度に加えて 3 月入試の導入の検討、の必要性を確認した。

2014 年度の計画・進捗状況

（学部入試）

2013 年度から開始した、各種の入試形態ごとの分析をすすめる。ア）一般入試、センター利用入試、自

己推薦入試：募集人数の比率、小論文のあり方などを検討する。イ）附属校・系属校推薦：附属校・系属

校へスポーツ科学部の情報の発信やアピールをさらに行う。ウ）スポーツ推薦入試、トップアスリート入

試：入学後の学業とスポーツ活動との両立について検討する。

（大学院入試）

現行入試制度に加えて 3 月入試の導入について検討する。スポーツ科学部生特別入試の追加実施につい

ても検討する。
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②教育改革

教育・研究におけるグローバル化を重視し、国内外の大学および研究機関との連携を今後もより一層充

実させ、「教育の質」を向上させるための取り組み（カリキュラム改革、FD など）を積極的に行う姿勢

を保ちながら、社会におけるスポーツの意義を認識し、現代社会における種々の課題に対しても積極的に

関わっていくことのできる有為な人材の育成をめざしていく。その実現に向けて、2013 年度は点検評価

委員会において教育の点検・評価を行うとともに、新たに入試・教育タスクフォースを組織し、同時に組

織された研究タスクフォースと連動しながら学術院長の諮問に対する答申を策定する形式で 2014 年度

以降の教育のありようについて議論してきた。

学部は 2013 年度に一学科制の完成年度を迎えたが、その総括を先の会議体や教務委員会を中心に行い、

進捗状況の確認と課題の抽出作業を行った。2013 年度にチュートリアル英語が東伏見キャンパスから所

沢キャンパスへ全面移転し、学部新入生にとっては移動が少なくなるという利便性が得られた。しかしそ

の一方で、従来の 1〜4 限の開講時限の設定が 2〜5 限となり、時間割の大幅見直しが必要になった。新入

生の必修科目がこれまで例のない 5 限に設定されたことで、課外活動に支障が生じ、体育各部の部長から

も苦情が寄せられた。チュートリアル英語の 1〜4 限開講については引き続き教務部と交渉を続ける。チ

ュートリアル英語の単位認定制度を 2012 年度から導入しているが、能力別の各クラスでの努力度に応じ

た相対評価、能力の高い学生に対応するためのアドバンストコースの設置といった検討課題を残してい

る。他の科目も含めて、2014 年度から大幅なカリキュラム改定に向けての授業の見直しを開始し、2016

年度から順次実施することを目指す。

大学院に関しては、先の会議体や教務委員会を中心に、共通教育や専門教育の充実のための方策を図っ

た。2013 年度からスタートした大学院 1 年制のエリートコーチングコースでは、複数教員による指導体

制が敷かれ、研究領域の学際性や応用性に対応している。博士後期課程においても「プロジェクト研究指

導」が模索され、今後、複数教員による研究指導体制を確立していきたいと考えている。博士後期課程を

対象とした GCOE プログラムが 2013 年度をもって終了したが、大学院生数や学位取得者数を維持しなが

ら、5 ヶ年をかけて築き上げたグローバルな教育・研究システムを保つため、2014 年度からの運営のた

めの財源を模索しているところである。

今後、学部−大学院を通じて体系的かつ効果的な学習ができるように、これまで以上に積み上げ方式の

カリキュラム編成を目指し、学部と大学院の連携を志向した教育内容の検討を進めていく。そのために、

①コースナンバリングの開始、②学部コースと大学院研究領域の整合化、③学部・大学院を連動させた飛

び級制度の採用、④クォーター制の導入（大学院においてすでに一部実施開始）、⑤短期留学・研修制度

および単位認定制度の導入、⑥インターンシップのさらなる充実、⑦優秀な若手教員の増員、を実施する

予定である。④と⑤については、その効果的な組み合わせが学術院のグローバル化に直結し得るものと考

えている。学部ではコースごとに、大学院では研究領域ごとに目指す人材像を明確にし、それに対応した

コース・領域ごとの履修モデルとカリキュラムを構築する。

③教育研究拠点形成

現代社会では子どもの不活動、要介護高齢者など、多くの「心身」に関わる問題が生じている。その深

刻さで日本は世界の課題最先進国である。日本がどのような方向に進むかは世界が注目している。そこで、
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早稲田大学が世界中の研究者が日本に集結してこの問題を研究実践する場となることは大きな意義を持

つ。過去 5 年間の GCOE 拠点活動を通して、スポーツ科学の分野における国際的な先進大学との連携が

強化された。今後もこの関係を継続・発展させ、早稲田大学をスポーツ科学研究における国際的プラット

フォームとするために、以下のような取り組みを推進する。

ア）国際的に有能な教員の確保：ジョイント・アポイントによる外国人教員の招聘。国際公募、ロールモ

デルとなる女性研究者の増員。

イ）大学院教育の充実：学部も含めて系統的な大学院教育、大学院生が連携大学（ラフバラ大、ケルン体

育大、カルガリー大、上海体育大等々）での半年～1 年間の海外研修、大学院生の就職支援制度の充実

（とくに研究機関以外へも博士学位取得学生の進出を図る）、定期的な「国際シンポジウム」の開催。

ウ）留学生の環境整備：英語による博士学位取得制度、（渡日前に決まる）奨学金・宿泊施設を提供（特

にアジアからの優秀な学生の確保）。

エ）研究環境整備：世界規模でのプロジェクト推進のためにスポーツ科学リサーチ・アドミニストレータ

ーの導入、所沢地区に宿泊施設を整備、ポスドクに好条件の待遇を用意する。

④ 教員人事・FD の推進

教員人事

スポーツ科学学術院は学部新設時に各分野の優れた研究者を一度に採用した経緯がある。その後、その

教員集団があまり入れ替わることなく、現在に至っている。今後 2027 年までに約半数近くの教員が定年

を迎えることを考えると、優秀な研究者・教育者を教員として採用することがスポーツ科学学術院の将来

にとって最優先の課題である。

ア）テニュアトラック制度の導入：テニュアトラック制度を運用するにはバッファのポストが必要である。

理工学術院のように大きな組織であれば、常にある空きポストを流用することも可能であろうが、スポ

ーツ科学学術院ではギリギリの運用をしているので、今後、バッファとなるポストの確立に努めていか

なければならない。そこで、SGU 制度などを利用してテニュアトラック用のポストを学術院教員定員

の外に配置することも検討する必要がある。

イ）助手の低給与の改善：助手の給与が十分でないために、優秀な人材が敬遠する。全学的に助手は博士

後期課程学生を想定しているということであるなら、教育に参加できる助教ポスト数を今の助手並みに

増やすことを検討すべきである。

ウ）海外からの優秀な教員の採用：現在のスポーツ科学学術院のスポーツ科学領域における世界での位置

を考えると、欧米の優秀な研究者を早稲田の専任教員として採用することは難しい。そこで、ジョイン

ト・アポイントによる外国人教員の短期招聘（海外で雇用されていない期間に来日）を進める。

エ）リサーチ・アドミニストレーターの採用：講義、研究、雑務・・・と忙しすぎる早稲田大学教員に、

さらに「外部資金を獲得すべく頑張れ」では、一部の教員にしわ寄せが行き、本来力を発揮すべき研

究がおろそかになっているのが現状である。そこで、リサーチ・アドミニストレーターの制度を採用

してこの方面でも優秀な人材を登用する。

ＦＤの推進

FD の推進については、米国内の協定校（ワシントン大学等）におけるファカルティ・ディベロップメ



4

ント・プログラムへ参加した教員から、先進的な教育方法（例えば、教員と学生による双方向的なコミュ

ニケーションを支援するクリッカーの活用など）や英語による授業運営のあり方などに関する情報を提供

してもらい、教育方法の改善を図っている。今後は、学術院内に FD 推進委員会を設置し、Course N@vi

を活用した効果的な e-Learning のあり方や授業評価（学生授業アンケート）の活用方法などについて検

討を行っていく。

⑤ キャンパス構想

ア）留学生や訪問研究者が最低数か月滞在する場所が所沢キャンパス周辺に存在していない。現有のゲス

トハウスは狭隘であり、戸数もごくわずかしかなく、しかも長期滞在に対応していない。これでは留学

生、教員とも魅力を感じない。そこで、研究者、学生のために所沢地区に STEP21 のような施設と学

生寮の設置を整備することが強く望まれる。

イ）2020 年のオリンピック・パラリンピック東京開催が決定したが、競技力向上施策、オリンピックマ

ーケットの開発、ポスト・オリンピック研究の拠点として東伏見キャンパスの存在価値は一層大きくな

る。しかし現状では、スポーツ科学学術院が国家的な事業に大きな役割を果たし、その成果を学生・院

生・社会に還元していくべきスペースがない。所沢キャンパスに加えて、東伏見 STEP22 の中に、ス

ポーツ科学学術院の研究教育拠点として一定のスペースを確保することが喫緊の課題である。

ウ）これまで所沢キャンパスから多くのオリンピアン、トップアスリートを輩出してきたが、所沢キャン

パスの現状のスポーツ施設は 30 余年を経過し、現状では日常的な練習にも支障をきたすほど古くなっ

ている。また、全国の体育・スポーツ系大学・学部のスポーツ施設・設備と比較しても明らかに貧弱と

いわざるを得ない。2014 年度には、スポーツ施設の新設計画に加えて、武道館の新設計画の具体的進

展を図る必要がある。

⑥ 社会貢献・産学官連携・校友連携

社会貢献としては多くの教員がスポーツ関連の様々な団体や機構（ＪＯＣ，日体協、各ＮＦ、ＪＳＣ，

Ｊリーグなど等）に、役員やアドバイザー、各種委員、チームドクターやトレーナー等として参加してい

る。また、地域との連携を深めるために、総合型地域スポーツクラブ実践の一環として Waseda Club2000

において、各種のクラブマネジメントのアドバイス等を提供しながら、様々なスポーツ活動の普及を図っ

ている。また産学官連携では 2013 年度には 24 件の受託研究・共同研究が様々な自治体、企業・団体と

の間で行われた。特筆すべきものとして早稲田大学校友会との協力で開始した WASEDA'S Health Study

（リーダー：岡浩一朗教授）が挙げられる。「高齢化が進んでも、健康で楽しく生活できる社会」の構築には、

それを支える研究の推進が喫緊の課題である。そのために、中高年男女の健康・体力に及ぼすライフスタ

イルの影響を遺伝子多型、スポーツ経験と現在の健康リスク、体力指標（心肺体力、筋力等）と関連させ

大規模・横断的に明らかにするもので、2013 年度から開始された。この研究は 59 万人の校友を対象に

20 年間という長期にわたる追跡調査を通じて、校友のみならず、日本国民の今後の疾病予防や寝たきり

予防、ストレス対策に役立つ貴重なデータを社会に提供していくものである。2014 年度からいよいよ参

加者を募集して本格的な研究がスタートする。このような研究は世界的にも類を見ないもので、その成果

が大いに期待される。

⑦ 競技力・国際競技力向上
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ア）現行のトップアスリート（AO）入試やスポーツ推薦入試を維持するとともに、高い競技力を有する

受験生が受験し易い仕組みおよび活動し易い環境づくりに努めてきた。

イ）2012 年の夏季ロンドンオリンピック・パラリンピックでは、スポーツ科学学術院の現役学生、ＯＢ・

ＯＧ合わせて８名が出場し、そのうちスポーツ科学部の現役学生から５名の出場者を出した。１名が女

子競泳・バタフライ 200m で銅メダルを獲得し、早大生の現役女子学生でのメダル獲得取得は、夏季冬

季オリンピックを通じて初めてのことであった。なお、ロンドンオリンピックには、スポーツ科学学術

院教員から５名が役員・コーチとして参加した。

ウ）2014 年の冬季ソチオリンピック・パラリンピックには、スポーツ科学学術院の現役学生、ＯＢ・Ｏ

Ｇ合わせて８名が出場し、そのうちスポーツ科学部の現役学生から２名の出場者を出した。スキー・ノ

ルディック複合でＯＢの１名が銀メダルを獲得し、他の１名が５位に入賞した。また、女子スケート・

ショートトラックで２名が５位に入賞した。

エ）今後も一層の競技力向上をめざして、競技スポーツセンターとの連携を強化し、スポーツ医科学クリ

ニックおよび各教員の専門的な知識を活用した競技力向上のためのサポート体制を一層充実させるこ

とに努める。

オ）2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、科学的支援のみならず、人的側面や施設

等の利活用の面からも積極的に協力する。

カ）スポーツを通しての海外提携校・海外機関との連携・協力を一層促進する。

⑧ 学生支援

ア）スポーツ科学学術院では、今後とも取得可能な資格と進路をより密接にリンクさせた教育内容の整備

を進める。さらに 2014 年度以降も、新しい資格制度の導入も視野に入れた「モデルカリキュラム」の

作成を継続して行う。

イ）一流アスリートが多く在籍するスポーツ科学学術院においては、すでに学業と競技の両立をよりよい

形で成就させることを目的としてチューター制度を導入してきたが、2014 年度以降も、総合的な学生

アスリートサポート体制の拡充を図る。なおその際には、先般競技スポーツセンターから示された WAP

（早稲田アスリートプログラム）との関連を念頭に置きながら、学業と競技の両立を支援する。

ウ）企業等への広報活動とともに教員が持つネットワークをフルに稼動させ、就職情報の充実による紹介

などを組織的に実施する。さらに、すでに導入されている学部生に対するインターンシップ制度をいっ

そう充実させるとともに、2014 年度からは大学院生を対象とした企業インターンシップ制度の導入も

検討する。

エ）2014 年度は、産官学連携による独自の財源を確保することによって、学術院独自の奨学金制度の設

立を検討する。

⑨ 国際化戦略

１）優秀な学生の確保、２）優秀な教員（研究者・教育者）の採用、３）自由度のある教育、がグロー

バル化のための条件であると認識している。

国内外（特にアジア）からの優秀な学生の確保：

ア）生活の心配をせずにすむだけの奨学金・宿泊施設を渡日前に決定できるシステムの構築を目指す。そ
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のために、優秀な博士後期課程の学生を”研究助手”として採用する。ただし、それに見合うだけの能力

をきちんと判断する制度を同時に整備する必要。また、博士後期課程学生に授業料相当の奨学金を付与

する制度を拡充する。

イ）留学生にとって日本語の壁は大きい。そこで、所沢地区で日本語教育プログラムを設置する。

ウ）大学院生が一定期間（半年～1年）外国の大学で研究することを大学院の制度の中に組み入れる。

国際交流の充実：

GCOE 拠点活動（「③教育研究拠点形成」の項参照）で行っていたように定期的に国際シンポジウムを

開催することは、情報発信、教育研究の充実いずれにとっても有効であり、それを目指して準備する。そ

うした活動を含め、国際的共同研究の推進のために、箇所間協定を結んだ海外の大学を中心として共同研

究を積極的に進める。そのための外部資金の獲得を目指す。

⑩ 財務・資金戦略

スポーツ科学学術院では外部からの研究資金の獲得に力を注いでおり、毎年多数の文部科学省の助成に

よる科学研究費を獲得している。過去 3 年間の獲得件数は、2012 年度には 24 件、2013 年度には 19 件、

2014 年度には新規採択された複数の基盤研究 A を含む 26 件となっている。このように多数の科学研究

費獲得を可能にしたのは、GCOE プログラム『アクティヴ・ライフを創出するスポーツ科学』に採択さ

れ、2009～2013 年の 5 年間にスポーツ科学の拠点として優れた研究成果を多数生み出してきたことに理

由の１つがある。また、GCOE プログラムで獲得した研究資金を学術院内で活用する際に、これを学術

院内の競争資金と位置づけ、獲得するための審査基準や手順を科学研究費のものと合わせたことにより、

教員全体として研究計画書を作成することに熟練したことに加え、質の高い計画書に仕上げるためのコツ

を習得できたことも、現在のような科学研究費獲得状況を生み出すこととなった理由の一つに挙げられ

る。活発で新規性の高い研究活動を益々発展させるべく、今後も外部研究資金の獲得には力を注ぐことと

している。

現在、スポーツ科学学術院では、分野別の世界大学ランキングでのトップを目指し、さらには早稲田大

学が進めている『スーパーグローバル大学』に貢献するべく、将来構想を練っている。GCOE プログラ

ムの採択によって得られた人材や研究実績、海外提携校との協力等を有効活用して、今後も『スポーツ』

『健康』『アクティヴ・ライフ』をキーワードにした様々な機会にさらにチャレンジする。


