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スポーツ科学学術院の将来構想

系統的な教育・研究体系を構築することにより、スポーツ科学分野において世界トップテンの教育・研究拠点と

なるための礎を築く

１．2032 年（創立 150 周年時）のイメージ

以下の３つの Vision を達成することにより、スポーツ科学分野における教育・研究拠点として、日本

のトップから世界のトップへと飛躍している姿。

【スポーツ科学学術院の３つの Vision】

（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

（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

２．５年程度の将来像

（１）スポーツ科学学術院における将来像

スポーツ科学部は 2003 年に、大学院スポーツ科学研究科およびスポーツ科学研究センターは 2006 年

に創設された。学部創設時の目標は、日本で有数のスポーツ科学における教育・研究拠点を目指すこと

にあった。学部創設後、今年で 10 年目を迎えたが、この間の優秀な学生の確保、教員による顕著な研究

業績および GCOE への採択などから、当初掲げた目標はほぼ達成されたといえる。従って、早稲田大学

が創立 150 周年を迎える 2032 年までには、スポーツ科学学術院はグローバル化に対応するとともにさら

なる飛躍を遂げることで、スポーツ科学の分野において世界のトップを目指すことを目標とする。

（２）学問領域としてのスポーツ科学の位置づけ

スポーツ科学は、人文・社会科学系から自然科学系を含む複合領域と位置づけられており、教育・研

究において対象とすべき領域が幅広い学際的分野である。

今後はスポーツ科学の学問領域としての位置づけを一層明確にした上で、それに相応しい学費の設定

と教員数の確保が必要であると言える。このことにより、今まで以上に留学生を含めた優秀な学生の確

保が可能になると思われる。同時に、優秀な教員の増員をはかることで、スポーツ科学部およびスポー

ツ科学研究科におけるカリキュラムがより一層充実するとともに、学術院全体の研究活動もより活性化

することとなろう。

（３）求められる教育・研究

これからの時代を考えれば、教育・研究におけるグローバル化は今まで以上に重要となる。そのため

には、これまでにスポーツ科学学術院が行ってきた国内外の大学および研究機関との連携をより一層充

実させることが必要である。また、昨今、大学および大学院における「教育の質」保証も求められるよ

うになっている。従って、スポーツ科学学術院でも、「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）を積極的に行わなければならない。これらの課題に適切に対応することによって、

スポーツ科学の知識を身につけた社会に役立つ有為な人材の育成が可能になると考える。

一方、2011 年にはスポーツ基本法が施行され、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全

ての人々の権利である」ことが唱われた。そして、その基本計画においては、スポーツ科学系大学が果
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たす役割についても触れられている。例えば、確かな力量を備えた教員の養成、健康づくりのための普

及・啓発およびスポーツ参加の促進、スポーツ環境の整備やスポーツクラブへの支援、ならびにスポー

ツ科学研究の社会還元、国際競技力向上に向けた人材の養成やスポーツ環境の整備などである。それゆ

え、スポーツ科学学術院では、社会から求められているこれらの課題に対しても、積極的に関わってい

くことが必要であると言える。

（４）10 の核心的戦略

このような考えを背景として、スポーツ科学学術院ではビジョンの実現に向けて、当面５年間の実行

計画として、以下の 10 の核心的戦略を実行する。

① 入試制度改革

一学科制に移行した 2009 年以降、学部の受験生は少しずつではあるが増加している。多様で優秀な学

生を獲得するための入試制度については、引き続き検討することが必要である。そこで、以下の各種入

試制度について、2013 年度から検討を開始し、2015 年度から順次施行することを目指す。

１）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、競技力以外の評

価法、などについて検討する。また、一般入試における円滑な出題体制については大学に対して提言

を行う。

２）附属校・系属校推薦：定員枠の設定を再考するとともに、意欲の高い優秀な生徒を獲得できるよう

な仕組みの検討を行う。

３）スポーツ推薦入試、トップアスリート入試（AO）：現行制度を基本としつつ、奨学金を充実させる

ことなどによって、競技力に優れた受験生が受験し易い仕組みについて検討する。

４）大学院入試：現行制度に加えて３月入試の導入を検討する。

② 教育改革

2013 年に完成年度を迎える一学科制における教育の点検・評価を踏まえて、2014 年度には新しい教

育内容について議論し、2015 年度から順次実施することを目指す。現時点での基本的な改革の方向性は、

以下の２点にまとめることができる。

１）導入・基礎教育の充実

学部では、英語を中心とする外国語教育を継続して行うが、能力の高い学生に対応するためのアドバ

ンスコースの設置を検討する。また、チュートリアル英語の単位認定制度を導入する（2012 年度から実

施）ことにより、英語以外の外国語履修機会の提供をはかる。さらに、クラス規模の縮小について検討

する。

大学院（特に 2 年制修士課程を中心として）では、共通教育の充実をはかるとともに、多様な入学者

のレディネスに対応した導入教育を実施する。

２）専門教育の改革

学部、大学院ともに、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

キュラム編成をはかり、学部と大学院の連携を志向した教育内容とする。そのために科目のナンバリン

グを導入する他、クォーター制、短期留学・研修制度および単位認定制度を導入し、インターンシップ

についても充実させる。

一方、学部におけるコースと大学院における研究領域のグループ化などについて見直しをはかる。そ

して、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。

また、2013 年度からスタートする大学院 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
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導体制のもとで指導を行うことにしているが、博士課程においても「プロジェクト研究指導」を立ち上

げ、2013 年度からは複数教員による研究指導体制を本格的に展開する。

③ 教育研究拠点形成

スポーツ科学学術院では、平成 21 年度から平成 25 年度にかけて 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」が進行中である。このプロジェクトでは新しい大学院教育システムを整

備するとともに、スポーツ科学分野における先端的な内外研究機関・大学との関係構築を進めてきた。

GCOE 終了後はこれらの成果をフルに活用して、人々や社会の健全な発展に資する人材育成を行うとと

もに、

１）海外との連携を一層強化する。

２）ポスト GCOE の公的資金（リーディング大学院、基盤研究 S･A、ナショナル競技力向上プロジェク

など）獲得を目指す。

３）スポーツ科学研究における日本の中心的なプラットフォームを構築する。

４）産学官連携を強化するとともに、特に博士課程大学院生の活躍の場を開拓する（インターンシップ

制度の導入）。

④ 教員人事・FD の推進

１）女性教員および外国人教員の採用を意識した教員人事を積極的に行い、教員の多様性を推進する。

また、専任教員と非常勤講師のバランスに配慮しながら、専任教員の教育エフォートと研究エフォー

トを適切に評価する仕組みを検討する。

２）学術院における FD を推進するために、FD 委員会（仮称）を設置する。

⑤ キャンパス構想

2032 年には東伏見への全面移転が可能となるように提言を行いつつ、当面はこれまで通り、所沢と東

伏見の２つのキャンパスを拠点として、学生の利便性やサービス向上をはかるために、少なくとも 1 年

次の必修科目は所沢キャンパスで履修できるようにする。そのため 2013 年度より、チュートリアル英語

を所沢キャンパスで開講する。また、引き続き東伏見のキャンパス機能の向上を大学に提言するととも

に、それに資するようチュートリアル英語移転後の STEP22 施設の利活用について積極的に提案してい

く。さらに、スポーツ科学系学部に相応しい国内トップレベルのスポーツ施設を目指して、スポーツ施

設の改修や中期整備計画を立案する（2014 年）。また、今後増加が予想される外国人留学生および研究

者を受け入れるための宿泊施設の整備を大学に提言する（2015 年～2017 年）。

⑥ 社会貢献・産学官連携・校友連携

早稲田大学（スポーツ科学学術院）卒業生を対象にして、健康維持・増進に関する大規模コホート調

査を開始する（2013 年あるいは 2014 年）ことと、10 年～20 年の長期間に亘って継続調査することを検

討する。このことが可能となれば、その分析結果を一般市民あるいは国民に還元することで、大きな社

会貢献に繋がると思われる。また、この調査を足がかりにして、連携大学・研究所などの他研究施設と

の共同研究に発展させるとともに、より有用な新しい用具や機器の開発に繋げることも可能となる。さ

らに、小規模ながらすでに類似のことを実施している早稲田“健康の杜”や WASEDA Club 2000 と緊密に

連携することで、校友連携や地元市民へのサービスを積極的に展開していく。

⑦ 競技力・国際競技力向上

当面の目標としては国内競技力を向上させる方策を検討し、多くのスポーツ科学部生が日本学生選手

権での優勝や各種目の日本代表となれるような支援体制を構築する。そのために、スポーツ推薦入試お
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よびトップアスリート入試等を維持し、スポーツ技能に秀でた優秀な学生を引き続き確保するとともに、

競技力向上および学生の教育に携わる優秀な指導者を配置する。優秀な指導者を確保する方策として、

スポーツ指導が可能な人材の採用や若手スポーツ指導者の獲得について検討する。併せて、スポーツ施

設の維持・管理に対応できる人材の確保について大学に提言する。

教育とのリンクでは、競技力向上に必要なスポーツ科学の知識やデータの活用方法などを各科目の中

に反映させる。また、早稲田アスリートに相応しい態度を養うための学生教育の機会を設ける（アスリ

ート教育プログラム実施の検討）。さらに、選手のみならず将来指導者として活躍できる人材の育成を視

野に入れた教育を行うなど、コーチ資格の早期取得に向けた協力体制を構築する。

これらに引き続いて、国際競技力の向上に向けた以下の方策を検討する。

１）現役オリンピアンおよび現役メダリストの育成

・現役オリンピアンの輩出については、今後５年間に行われる冬季および夏季五輪の代表になる可能性

の高い有望な学生の確保が必要である。そのために、現行のトップアスリート（AO）入試やスポーツ

推薦入試を原則維持するとともに、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

環境づくりについて検討する。

・競技スポーツセンターと連携を強化し、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。

２）海外提携校・海外機関との連携・協力

・スポーツ活動による海外合宿および海外提携校での活動を促進するための仕組みづくりを検討する。

具体的には、スポーツ活動を中心とした海外留学および短期留学を実現させる。留学費用については

学費の範囲内もしくは各種奨学金の運用などによって賄えるよう検討を行う。また、留学期間中に単

位を取得できるように提携校との個別の折衝を行っていく。

・強化種目に応じた海外の提携校として、2013 年度以降に年間 4 箇所以上を目標に 5 年間で 20 校以上

を確保する。

⑧ 学生支援

１）スポーツ科学学術院では、多くの資格が取れるようにカリキュラムが整備されているが、今後は一

層、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」の作成を行う。

２）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、トレーニングと学業の両立をより

良い形で成就させることを目的として、現行のチューター制度の拡充を含めた総合的な学生アスリー

トサポート体制を構築する。

３）GCOE の導入によって博士後期課程に在籍する学生が増えたが、今後は、学部生も含めていわゆる

「理系」の就職先の確保にも注意を払いながら、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、学部生に対する

インターンシップ制度を充実するとともに、大学院生を対象とした企業インターンシップ制度の実施

も検討する。

４）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

2009 年度に採択された GCOE プログラムの事業において、箇所間交流協定を締結したラフバラ大学

（英国）、ケルン体育大学（ドイツ）、ソウル大学、韓国体育大学、清華大学、北京体育大学、上海体育

学院、カルガリー大学（カナダ）、台湾師範大学との間での学生派遣や研究者交流によって、これまでも
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研究教育の国際化を促進してきた。今後も引き続き海外提携校を拡充することで、スポーツ科学の様々

な領域における研究・教育交流を促進し、アクティヴ・ライフを創出するスポーツ科学を世界規模で展

開する。この提携機関を世界的なスポーツ科学研究教育のネットワーク作りの基盤として、スポーツ科

学の教育・研究拠点を形成するための活動をより一層発展させる。これを実現するために、創立 125 周

年記念奨学金等を活用した留学制度を構築することにより海外への留学生派遣を促進するとともに、早

稲田大学への留学生を支援するための奨学金や宿泊施設の充実をはかることによって、海外からの受け

入れをさらに進める。

⑩ 財務・資金戦略

今後は新たに資金獲得戦略を策定する。
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３．将来イメージ
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４．具体的構想

2012 年度 【学 部】点検評価の実施

英語単位認定制度の導入

【大学院】点検評価の実施

1 年制エリートコーチングコース設置の検討

博士課程における「プロジェクト研究指導」の試験的導入

2013 年度 【学 部】一学科制完成年次（2009～2012 年度）

創立 10 周年記念式典の挙行

学部卒業生を含めた学術院同窓会の立ち上げの検討

Tutorial English の所沢キャンパスへの移行

クォーター制の試験的導入

新入試制度の検討（2013 年度前半から）

健康維持・増進に関する大規模コホート調査の検討（もしくは 2014 年度）

社会連携モデル研究成果の発表

スポーツ施設（トレーニングルーム）の改修

アスリート教育プログラムの検討

【大学院】共通科目の拡充

インターンシップ導入の検討

1 年制エリートコーチングコースの創設

プロジェクト研究指導の設置

学部・大学院との連携検討（ワーキング設置）

新入試制度の検討（2013 年度前半から）

健康維持・増進に関する大規模コホート調査の検討（もしくは 2014 年度）

社会連携モデル研究成果の発表

【その他】 FD 委員会（仮称）を設置

資金獲得戦略の策定

2014 年度 【学 部】新カリキュラムの検討

スポーツ施設の中期整備計画の立案

アスリート教育プログラムの実施

【大学院】ナンバリング検討（一部実施）

インターンシップの導入

ポスト GCOE 体制の構築

学術院独自の奨学金制度の検討

【その他】資金獲得戦略の策定

2015 年度 【学 部】新カリキュラムの実施

新入試制度の実施

外国人留学生および研究者のための宿泊施設の整備（～2017 年度）

スポーツ施設（トレーニング施設以外）の増改築の実施

【大学院】ナンバリング（体系化、学部連携）の実施

新入試制度の実施

外国人留学生および研究者のための宿泊施設の整備（～2017 年度）

学術院独自の奨学金制度の導入



スポーツ科学学術院

【その他】資金獲得戦略の策定

2016 年度 【学部】 2013 年度～2015 年度までの取り組みの点検

【大学院】同上

【その他】資金獲得戦略の策定

2017 年度 具体的構想の総点検に基づきその後の具体的構想を策定

５．課題

（１）スポーツ科学学術院に相応しい学費設定と教員の適正配置

（２）スポーツ科学学術院に相応しいスポーツ施設の整備・充実

（３）グローバル化に対応した奨学金制度の充実と留学生寮の設置

（４）キャンパス問題の解消


