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はじめに 

 

早稲田大学は創立 150周年を迎える 2032年の大学のあるべき姿をイメージし、

中長期計画「Waseda Vision 150」を 2012年 11月に発表し、順次実行に移して

います。「Waseda Vision 150」においては、理想とする姿を可能な限り数値化、

具体化し学内外に示しています。その Stage1 の完了年度である 2017 年度の数

値目標達成を目前に控え、今年度は大学改革をより加速化し、諸課題について

抜本的な検討を行い、可能なところから速やかに実現してまいります。 

あわせて、スーパーグローバル大学創成支援トップ型に 2014年度採択された

「Waseda Ocean 構想～開放性、流動性、多様性を持つ教育研究ネットワークの

構築～」は、「Waseda Vision 150」による改革を基盤に、それをさらに加速す

るものと位置づけ、教育・研究の質と量の飛躍的向上を推進していきます。 

 

今年度は、これらの中でも特に「入試制度の抜本的な改革」「Waseda Ocean 構

想の推進」「クォーター制の拡大」「奨学金の拡充と戦略的制度の新設」「学生全

員留学実現へ向けて」「研究規模の拡大と国際展開」「オリンピック・パラリン

ピックに向けた戦略的支援」「早稲田大学百五十年史の編纂開始」を重点的に推

進してまいります。また、大学を取り巻く社会・経営環境がますます厳しくな

ると予想されるなか、本学の教育・研究を持続的に発展・充実させていくため

には、ガバナンス体制をより一層強化し、社会に対する説明責任をこれまで以

上に果たしていくことや安定的な財政基盤を確立・維持してまいります。 

 

抜本的改革に対する理事会の覚悟と到達点を本事業計画書に示し、本学に課

せられた使命や将来構想の実現に向けて、教職員一同が取り組んでまいります。 

  



早稲田大学は、教旨の下、「世界に貢献する高い志を持った学生」が集まり互いに切磋琢磨し、「世界の平和と人類の幸福の実
現に貢献する研究」が行われ、「グローバルリーダーとして社会を支える卒業生」が世界中のありとあらゆる分野で活躍する将来像
（Vision）と、その将来像の実現のための大学の事業実施方針を、広く社会に示し、その成果を社会に還元すべく、様々な改革
を推進する。 

Waseda University  Policies on Project Management 

１ 学問の独立 
―  世界へ貢献する礎  ― 

２ 学問の活用 
―  世界へ貢献する道  ― 

３ 模範国民の造就 
―  世界へ貢献する人  ― 

早稲田大学 教旨 

P R O J E C T  

P O L I C Y  

Waseda Ocean構想 

Waseda Vision150核心戦略 

学術院(学部・研究科)・学院・芸術学校 教育・研究 推進基盤 

Visionの実現に向けた取り組み 

学生関係 

教員関係 大学運営関係 

ディプロマ・ポリシー 
カリキュラム・ポリシー 
アドミッション・ポリシー 
学生支援ポリシー 

リサーチポリシー 
教員採用ポリシー 
ＦＤポリシー 

大学運営ポリシー 
職員採用ポリシー 
ＳＤポリシー 
情報公開発信ポリシー 

地球規模の課題の解決と未来を創造する 
研究・教育システムの構築 

教育・研究における徹底的な 
国際化の推進 

教員採用システムと 
大学運営ガバナンスの抜本的改革 

国際的に評価の高い６拠点に先行集中投資 
効果を全学的に波及 

国際日本学 実証政治経済学 健康スポーツ科学 ナノ・エネルギー 数物系科学 ICT・ロボット工学 

入試制度の抜本的改革 
グローバルリーダー育成のための 
教育体系の再構築 

教育と学修内容の公開 

対話型、問題発見・解決型 
教育への移行 

大学の教育・研究への積極的な学
生参画の推進 

早稲田らしさと誇りの醸成を 
めざして ― 早稲田文化の推進 

独創的研究の推進と 
国際発信力の強化 

世界のWASEDAとしての 
国際展開 

新たな教育・研究分野への挑戦 

教職員の役割と評価の 
明確化 財務体質の強化 

進化する 
大学の仕組みの創設 

早稲田を核とする 
新たなコミュニティの形成 

改革を実現するための検討・実行チーム 改革の中心として各分野の発展を担う 改革を支え、更なる推進を促す仕組み 

早 稲 田 の V i s i o n  

アジアの大学のモデルとなる 
進化する大学 

グローバルリーダーとして 
社会を支える卒業生 

世界の平和と人類の幸福の 
実現に貢献する研究 

世界に貢献する 
高い志を持った学生 

Vision 

教育・研究 

Vision 

教育・研究 

Vision 

教育・研究 

Vision 

大学経営 

人間力・洞察力を備えたグローバルリーダーの育成 校友・地域との生涯にわたる連携の強化 

未来をイノベートする独創的研究の推進 進化する大学の仕組みの創設 

改革の加速化 



2016年度は、早稲田大学が一丸となって様々な改革に着手する。Waseda Vision150におけるStage1の完了年度である2017年
を見据え、13の核心戦略と様々なプロジェクトを着実に実行に移すとともに、Waseda Ocean構想や、学部・研究科・学院・芸術学校
の精力的な取組みと、全学的な推進基盤の強化をとおして、教育・研究の質と量の飛躍的向上を目指す歩みをより一層加速させる。 

2017 2013 

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4 

2018 2032 

2016  

2028 2027 2023 2022 

   入試制度の抜本的な改革 

多様で優秀な学生の獲得 ✔ ○公募制学校推薦入試（FACT 選抜）の実施 

○英語4技能テスト利用型入試の実施 

○高大接続実行会議の設置 

  学生全員留学実現へ向けて   クォーター制の拡大 

  早稲田大学百五十年史の編纂開始 

Point 

入試改革 

  奨学金の拡充と戦略的制度の新設 

         に向けた戦略的支援 オ リ ン ピ ッ ク 
パラリンピック 

Point 

教育制度 

Point 

研究推進 

Point 

学生支援 

Point 

スポーツ振興 

Waseda University Outline of Projects for FY2016 

戦略的入試広報の実施 ✔ 

高大連携の推進 ✔ 

2017年度授業カレンダーを完全クォーター化 ✔ 

編纂データベースを逐次社会に公開 ✔ 

入学前予約採用給付型奨学金の拡充 ✔ 

既存の奨学金制度の改革を実施 ✔ 

各種留学プログラムの開発・拡充 ✔ 

体育各部および個人に対する支援の充実 ✔ 

スポーツ振興・推進の方策検討と体制構築 ✔ 

  研究規模の拡大と国際展開 
Point 

国際化推進 

国際連携プロジェクトの創出 ✔ 

Point 

文化推進 

社会変革に貢献する研究拠点の強化 ✔ 

   Waseda Ocean構想の推進 
Point 

教育・研究 

世界トップレベルの教員と学生の獲得 
 

✔ ○ジョイントアポイントメントおよび訪問教員制度の推進 

○英語学位プログラムの拡充、試行的ジョイントディグリーの実施 

○海外連携大学との国際共同教育研究と国際シンポジウムの実施 

○経営戦略本部の設置、先行６モデル拠点の成果の全学波及 

海外連携大学等との共同教育研究の実施 ✔ 

国際インターフェースを持つ教育システムの構築 
 

✔ 

ガバナンス改革の推進と国際情報発信の強化 ✔ 



「Waseda Vision 150」では、2032年の目指すべき姿を数値の上でも明確にするため、学生数、留学生数などについて具体的
な数値目標を掲げている。2012年11月に「Waseda Vision 150」を策定・公表した際に用いた数値と、2015年度実績(数
値未確定のものは、2014年度実績または2015年度見込)、2017年度および2032年度の数値目標は以下のとおり。 

  2012年度 201５年度実績 2017年度目標 2032年度目標 

学部生 43,974人 42,778人 40,000人 35,000人 

大学院生 9,357人 8,638人 9,761人 15,000人 

  2012年度 201５年度実績 2017年度目標 2032年度目標 

受入留学生数 4,362人 5,084人 7,000人 10,000人 

  2012年度 2014年度実績 2017年度目標 2032年度目標 

派遣留学生 2,399人 3,313人 5,000人 全学部生 

  2012年度 201４年度実績 2017年度目標 2032年度目標 

授業の公開率 ０.３％ 15.4% 100% 100% 

  2012年度 2014年度実績 2017年度目標 2032年度目標 

学部 ６％ 9% 20% 50% 

大学院 ９％ 8% 30% 50% 

  2011年度 2014年度実績 2017年度目標 2032年度目標 

受入れ研究費 89億円 108.9億円  122億円 200億円 

  2012年度 2015年度見込 2017年度目標 2032年度目標 

社会人教育 34,944人 4２,100人 42,000人 50,000人 

  2011年度 2014年度実績 2017年度目標 2032年度目標 

寄付金 22億円 36億円  41億円 100億円 

  2012年度 2015年度実績 2017年度目標 2032年度目標 

女子学生(学部・大学院) 18,800人(35％) 18,546人(36%) 19,900人(40%) 25,000人(50%） 

女性教員 226人(13％) 260人(15%) 300人(18%) 600人(30%) 

女性職員 32％ 36%(2015年見込) 37% 50% 

  学生数   学部生2割減、大学院生1.6割増 ✔ 

  受入留学生   受入留学生10,000人の達成 ✔ 

  派遣留学生   学生全員が海外留学 ✔ 

  授業の公開率 ✔ 

  外国語による授業割合 ✔ 

  受入研究費   研究事業の自立化 ✔ 

  社会人教育   ノンディグリー教育の充実 ✔ 

  寄付金 ✔ 

  女性人数・割合 ✔ 

※2017年度の数値は、WasedaVision150を4つのStageに分け、そのStage1の達成目標を示す。 



 

 

早稲田大学 

１．教育改革事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(１)入試制度の抜本的な改革 

○抜本的な入試改革の推進による多様で優秀な学生の獲得 

 国内外のリクルート強化、新しい入試制度の創設と既存入試制度の改革、入試戦略

と連携した奨学金制度の設立など、抜本的な入試改革の方向性について今年度末を目

途に定める。そして、日本および世界の各地域から、多様で優秀な学生をバランスよ

く獲得することを目指す。また、そのための戦略的入試広報を実施する。 

・公募制学校推薦入試（FACT 選抜）の実施（人間科学部） 

 現代社会の諸問題に対応するために必要な“５つの力(対話・論理・表現・分析・省

察)”の萌芽を総合的に評価する選抜方式を導入する。 

・英語 4 技能テスト利用型入試の実施（文化構想学部、文学部） 

 世界社会・文化の理解、交流、貢献に必要な、英語の４技能（読む・書く・聞く・

話す）のバランスのある学生獲得のため、外部検定試験利用の選抜方式を導入する。 

○高大連携の推進 

高大接続実行会議を設置し、大学と附属・系属校との連携にとどまらず、早稲田大

学すべての入学者の選抜、教育に係る課題として全学的に共有する。特に、入試改革

と教育改革を統合的に推進し、加速的に実現する。あわせて、文部科学省の高大接続

改革施策、補助事業への全学的対応を図る。 

  

・新しい入試制度として、公募制学校推薦入試（FACT 選抜）および英語 4 技能テ

スト利用型入試を実施する。あわせて抜本的な入試改革を進め、高大連携を推進す

ることによって、多様で優秀な学生獲得を目指す。 

・「Waseda Ocean 構想」の一環として、ジョイントアポイントメントおよび訪問

教員制度の推進、英語学位プログラムの拡充、試行的ジョイントディグリーの実施、

海外連携大学との国際共同教育研究と国際シンポジウムの実施、先行６モデル拠点

の成果の全学波及を目指す。 

・クォーター科目数を拡大し、2017年度からは全学で授業カレンダーをクォーター

に統一する。 

・各種留学プログラムを全学部に水平展開し、学生全員留学の実現へ向け、「学部のカ

リキュラムと密接に連携した国際教育プログラム（SSA）」の開発を推進する。 

・入学前予約採用給付型奨学金を拡充し、既存の奨学金制度の改革を実施する。 



 

 

  (2)グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築 

○「Waseda Ocean 構想」の推進 

文部科学省・スーパーグローバル大学創成支

援(SGU)に申請し採択された、グローバル人材

の育成するプログラムである「Waseda Ocean 構想」に基づき、

教育・研究の質と量の飛躍的向上を推進する。 

2023 年を目途に目標達成することを目指し、2016 年度は

「Waseda Ocean 構想」の軸である 6 つの先行モデル拠点(国際

日本学、実証政治経済学、健康スポーツ科学、ICT・ロボット工

学、ナノ・エネルギー、数物系科学)に対して引き続き先行して

集中投資を行い、以下の事業を実施する。 

（国際日本学拠点） 

・博士・学部の英語学位コースの 2017年度開設へ向けた準備

を行う。 

・コロンビア大学・UCLAとのシンポジウムを開催し、共同プロジェクトを実施する。 

（実証政治経済学拠点） 

・ジョイント・アポイントメントおよび協定校締結の協議を推進する。 

・招聘した外国人教員等とのワークショップを開催する。 

（健康スポーツ科学拠点） 

・英語による大学院科目を拡充しつつ、博士の英語学位コースを開設する。 

・海外大学との共同指導を実施し、国際シンポジウムを開催する。 

（ICT・ロボット工学拠点） 

・海外大学教員による共同指導、 QE、ワークショップを実施する 

・拠点学生を海外派遣し成果発信と国際共同研究を推進する。 

（ナノ・エネルギー拠点） 

・ジョイント・アポイントメントおよび訪問教員の雇用・契約を拡大する。 

・モナシュ大学等と試行的ジョイント・ディグリープログラムを実施する。 

（数物系科学拠点） 

・拠点を母体としたユニットコースを開設する。 

・海外大学と国際研究組織を構成し、共同指導・共同プロジェクトを実施する。 

○クォーター制の全学部・研究科導入準備 

世界各地の大学との交流および効果的で質の高い教育を可能とするため、アカデミ

ックカレンダーシステム（クォーター制）を各学部・研究科に導入し、学生や教員の

国際流動性を向上させる。なお、2016 年度のクォーター科目の目標数を 1200 科目ク

ラスとし、2017 年度からは全学で授業カ

レンダーをクォーターに統一する。また、

クォーター制導入により欧米等で開講さ

れる夏季プログラムであるサマーセッシ

ョンへの参加が増加することを見込んで

いるが、本学でも海外大学在学生と早大生

世界に向けて大学を開放(開放性、多様性)し、 

ダイナミックな頭脳の国際的流動の中で(流動性)、 

教育研究の質と量の飛躍的向上を実現 



 

 

が共に学ぶ、サマーセッションを春学期（後半）に実施する。 

○奨学金の充実と戦略的制度の新設 

予算総額約 34.4 億円を有する国内トップレベルの奨学金制度について、2014 年度か

ら実施している個別の奨学金制度の改編を引き続き実行するとともに、特に「入試前

予約採用給付奨学金（めざせ！都の西北奨学金）の見直し」と「緊急奨学金による家

計急変者への継続対応」を重点的に行っていく。 

○学生全員留学実現に向けて 

先行して実施し実績を上げた各種留学プログラムを全

学部に水平展開し、学生全員留学に向けた、「学部のカリ

キュラムと密接に連携した国際教育プログラム（SSA）」

の開発を推進する。また就職活動との両立を目的に、「中

期・短期留学プログラム」の開発・拡充を進める。 

○留学生受入に関連するグローバル化推進 

受け入れ留学生の増加を図るための「語学と教養科目を組み入れた留学生受入プロ

グラム」を開発し、2016 年度は特に日本語教育プログラムに関する教員の資格等を整

備し、新しい体制作りを目指す。 

また、「新たな交換留学プログラム」の開発を進め、2016 年度は 20 大学 40 名分の

新規開発を目標とする。 

その他、海外有力高校・大学を卒業し、本学の学部・研究科に入学が決定している

外国人を対象に、「日本語を中心とした外国学生導入プログラム」等について関係する

学部・研究科との調整を開始するなど、入学前の導入教育から卒業までの各種サポー

トを推進する。 

○新たな教育体系の構築 

 ・10 年間で 10 万人のグローバルリーダーを育成すると

いう目標のもと、グローバルエデュケーションセンタ

ーにおいて、正課科目として「ソフト・リーダーシッ

プ教育（仮称）」を設置しクラス数の拡充に向けて、体

制強化を行う。 

 ・国際社会の第一線で活躍する人材を効果的に育成する

ことを目標に、各学部が行うリーダー育成プログラムと

GLFP(グローバルリーダースプログラム)およびオナーズプロ

グラムを有機的に連携させ各学部の国際教育プログラムへの

ビルドイン、現行のグローバル・リーダーシップ・プログラ

ムとの融合を図る。 

・大学院生を対象としたグローバルアントレプレナーを育成するプログラムとして、

「WASEDA-EDGE プログラム」を体系化し、その拠点として社会デザイン工房「共

創館」を活用する。 

・教職支援センターを設置し、今まで分散して行われてきた教職課程支援を総合的に

行い、対外的にも早稲田大学の取り組みを明確化する。また、地区稲門教育会との

留学フェアの様子 

GLFP におけるプレゼンテーション 



 

 

連携を深め、教員養成と現職教員のサポート体制を一層強化することにより、初等・

中等教育界における早稲田大学のプレゼンスの向上を目指す。 

○教員増を伴う学術院等将来計画支援 

「Waseda Vision 150」に掲げる理念と数値目標の達成に寄与する積極的な改革案を

学術院等から募り、その将来計画を支援することで「Waseda Vision150」の実現を加

速させることを目的とし、2032年度に向けて 160人(2012年度比)程度の教員を大学雇

用による増員とし、第 1期(2023年度まで)および第 2期(2024年度から 2032年度まで)

で、それぞれ 80 人(うち 10 人程度は大学として戦略的人事を行うための枠とする)の

教員を増員する。当該増員枠については、「Waseda Vision 150」の理念との関連性、

核心戦略・数値目標の実現への貢献、教育や研究の国際展開や発信力への寄与、外国

人教員・女性教員増への計画、テニュアトラックの推進、外部資金獲得のこれまでの

状況と今後の計画等を主な評価項目とし、教育システムの計画を総合的に評価した上

で、教員の増員を中心として各学術院に対し財政的支援を一定期間(3～5年程度）実施

する（政治経済学術院、文学学術院、理工学術院、社会科学総合学術院、グローバル

エデュケーションセンター）。 

○アクティブラーニングの展開 

・平山郁夫記念ボランティアセンターを中心に「体験の言語化」のティーチングガイ

ドを開発・体系化し、学術院との連携（共同開講、ノウハウの提供等）を開始する。 

・大学総合研究センターとキャリアセンターが連携して人間力向上の要素分析を進め、

社会連携推進室やボランティアセンター等における各種プログラムの連携を強化し、

学内におけるアクティブラーニングを展開する。 

 ○社会人学習・生涯学習の拡充 

  生涯学習と社会貢献の促進に寄与するため、Non Degree Program における国内外

のエグゼクティブ向けの受託研修事業を拡充、開発する。また、非正規生向けのプロ

グラムとしては、早稲田、八丁堀、中野で展開するエクステンションセンター事業を

引き続き中核に据え、オープンカレッジの受講生数 40,100 人（2015 年度は 42,100 人

見込）を目指す。 

(３)「教育と学習内容の公開」と「対話型、問題発見・解決型教育への移行」 

○教育と学習内容の公開 

教育内容の公開と教材の共有を実現する教材リポジトリの導入、授業の自動収録シ

ステムやコンテンツオーサリングツールの刷新や授業の自動収録システムなどにより、

教員と学生がコンテンツをより簡便に作成できる環境を整備し、「教育と学修内容の公

開」をさらに促進するとともに、国内外の MOOCs プラットフォームを活用し、講義を

配信する。 

また、学生のアクティビティを可視化する学修ポートフォリオを実現するために

MyWaseda 上で課外活動の履歴も含め、学生が自身の学習履歴・学生参画活動履歴を俯

瞰できる「ワークスペース」機能や、規定されたフォーマットに沿って学生が自身の

成長を記録する「アクティビティシート」機能を開発する。 

 



 

 

 ○対話型、問題発見・解決型教育への移行 

教育方法、工夫等を学内で共有することで、全学的な教育の質のさらなる向上を図

るとともに、「対話型、問題発見・解決型教育」の普及・展開状況の検証を行う。その

ため、ティーチングアワード、eTeaching Award の受賞事例ならびに Tips 集（秘訣・

コツ・ヒント）の公開、授業公開等を通じ、授業

における Good Practice の普及を図る。 

また、2016 年度にトライアル運用を予定して

いる MyWaseda の授業支援機能では、教員があ

らかじめ作成しておいた評価基準（ルーブリック）

を参照しながら、学生が自分自身の成果物を自己

評価する機能や、学生同士が提出物や行動を評価

しあうピアレビュー機能の開発・提供を予定して

いる。 

  ○学修環境の充実に資する学術情報基盤の整備 

対話型、問題発見・解決型教育への移行に伴った学び方の変化に対応できる環境を

模索し、整備する。具体的には、書籍、論文、データ、教材等のコンテンツ、それら

を流通させるシステム・ネットワーク、学修する場(ラーニングコモンズ)および大学院

生による学修支援や図書館職員によるレファレンス・サービス等の人的支援からなる

学術情報基盤の整備を推進する。 

(４)大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進、学生生活の総合的サポート 

○学生参画・ジョブセンターの展開による学生参画の拡充 

学生参画活動に係る学生数を 7,800 名(2014 年度 7,330 名)にまで拡大し、教育・研

究を豊かに展開する過程において、学生の提案を積極的に大学の事業に反映させる。

学生参画・ジョブセンターにおいては、スチューデント・ジョブに関する求人情報の

一括管理、研修コンテンツの作成、学修ポートフォリオの学生参画活動情報の集約・

管理を行うとともに、学生参画運営委員会の活動支援にも取り組む。また、教員・校

友が運営に関わる研究機関等に、事業調査・研究成果などを提供する「高度スチュー

デント・ジョブ」の発掘も行う。なお学生参画活動のデータベース化を進め、学生が

自身の学生参画活動履歴を俯瞰可能学修ポートフォリオの学生参画活動情報の集約・

管理を行う。 

○TA 制度活用方法の見直しによる授業支援の拡充 

SA・TA を中心としてスチューデント・ジョブにおける「質の確保」および「活用方

法の見直し」を実施する。また、TA 業務の教育的補助機能と事務的補助機能を切り分

けるなど、SA・TA の活用方法のありかたも検討する。 

○多様な学生支援の推進 

「障害者差別解消法」の 2016 年 4 月施行に伴い、「早稲田大学障がい学生支援に関

する基本方針」を制定・公表し、本学の障がい学生支援をさらに推進し、障がい学生

が障がいのない学生と平等に教育・研究に参加し、充実した学生生活を送ることを可

能とする。 

eTeaching Award 受賞者による講演 



 

 

また、学生が求める支援の多様化に伴い、外国人

留学生、障がいをもつ学生および LGBT (性的マイ

ノリティ)学生等の多様な学生に係る総合的窓口を

年度内に設置することを目指す。 

○就職活動支援体制の強化 

学生の多様化および企業の採用活動の多様化に伴い、学生が進路選択・就職活動を

する際に直面する様々な問題に対応するため、キャリアアドバイザーの増員等による

個別相談体制の拡充強化を図る。また、就職活動スケジュールの変更により学生が修

学上の支障をきたすことなく就職活動に取り組めるよう、的確な情報提供と企業側へ

の継続的働きかけを行う。 

「大学卒業後、日本で就職したい」という外国人留学生のニーズに対応するため、

外国人留学生採用企業の開拓、海外インターンシップや留学生向けインターンシップ

情報の積極的提供にも取り組む。 

○「早稲田ウィークリー」Webマガジン化による学生関連広報の充実 

  発行開始から 50 年が経過する「早稲田ウィークリー」を Web マガジン化し、「学生

の精神的・知性的滋養となる情報の提供」という基本コンセプトのもと、スマートフ

ォンに最適化したデザインのサイトにおいて、タイムリーな情報、文字数等の制約が

ある紙媒体では実現が難しいコンテンツを充実させ、学生および一般読者の増加を図

る。 

 

２．研究力強化事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)研究体制の戦略的強化 

○研究組織・体制の整備・強化 

  学術院に属する各附置研究所・センターの研究事業における評価システムの検討を

行うとともに、将来的に国際的な研究拠点になりうる研究機構の設置および既存の研

究機構の見直しを行う。あわせて研究力を高め、外部研究資金の受入額 118 億円(2014

年度 109 億円)および QS 分野別ランキング 100 以内 8 件(2015 年度 5 件)を目指す。 

○研究支援体制の強化と若手研究者プロモーションの推進 

  研究者と共に研究活動の企画・マネジメントや研究成果の活用促進を行う研究マネ

ジメント人材(URA) の役割をより明確にし、機能強化を図る。また、若手・中堅研究

者の研究環境の充実と人材育成を目的とした、次代の中核研究者育成プログラムを実

・社会変革に貢献する研究拠点の強化、国際連携プロジェクト等をとおして、研究規模

の拡大および国際展開をすすめる。あわせて研究力向上による世界的プレゼンス上昇

および外部研究資金の受入増額等を目指す。 

・文部科学省事業・研究大学強化促進事業で謳う以下の方針に基づき研究力を強化する。 

方針１．研究の組織化：チーム型、組織型研究の拡充・強化 

方針２．研究指向の展開：社会の課題と結びついた分野への新たな挑戦 

方針３．国際化の推進：国際共同研究への一層の推進、国際人材の活用 

パソコンテイクの様子 



 

 

施し、選定された若手・中堅研究者を中心としたチーム型、組織型研究の促進を図る。 

○研究情報発信力の強化 

   研究シーズ・特許データベース（Seeds N@vi）、研究者プロファイリングシステム

（Pure）を相互活用した研究者データベースを再構築することで研究活動を可視化し、

研究成果発信の強化を行う。戦略的研究広報、国際情報発信の強化を継続して行うこ

とにより、国際研究大学としての評価を高める。 

○研究支援システムの構築 

研究資金公募情報の管理システムおよび研究費一元管理システムを導入する。これ

により、以下にあげる新たな価値の実現を可能とする。また、研究者の研究教育活動

成果の蓄積・管理を強化・拡充するため、外部データベースに公開されている業績デ

ータや Web に公開されている論文を自動収集する仕組みを新たに組み込み、研究業績

の公開を促進する。 

・研究課題に関するすべての情報の統合的管理による外部資金への応募機会拡大 

・研究関連情報の研究戦略活動への活用による獲得研究資金の増大 

・研究資金に関する入金・執行状況のリアルタイム管理の実現による研究者の事務負

担軽減による研究の促進 

・研究関連の公募・採択・実行状況の研究戦略への活用 

(2)研究の国際的競争力の拡充 

○国際展開戦略の策定と海外拠点の活用 

  世界中の大学・機関と、本学の教職員・学部・大

学院・研究機関との関係を分析し、国・地域ごとの

国際化戦略を策定する。策定戦略に基づき、教員・

研究者派遣・受入制度を含む仕組みの再構築を検討

する。 

  また、各海外拠点の役割・機能を明確化し、新設・

統廃合、規模見直しを行って戦略策定に活用する。

ヨーロッパ地域においては、2016 年度新たにブリ

ュッセル自由大学にオフィスを開設する。 

○研究の国際発信支援制度の創設 

   英語での論文投稿を促進することと、本学の研究者の論文が国際的なジャーナルに

掲載されることを目的として、「英語論文の書き方ワークショップ」を開催するととも

に、英語論文投稿のための財政支援を行う。 

○国際共同研究の推進 

  研究力強化本部が主導し、本学の研究者チームと海外有力大学や研究機関の研究者

チーム間での共同研究クラスタを構築する国際研究プロジェクト（研究クラスタ）創

出支援プログラムを実施する。これによって国際的に競争力のあるトップレベルの研

究拠点を形成し、先進的な「国際研究大学」としての地位の確立を目指す。  

ドイツ学術交流会（DAAD）との間の「若手研究者交流支援」プログラムを継続実

施するとともに、実施分の評価・検証を行い、同プログラムの広報を強化し、プログ

ブリュッセル自由大学 



 

 

ラム利用を促進する。また、DAAD に加え、他の大学・研究機関・研究費助成機関と

の間で同様のプログラム実施を検討する。 

(3)新たな研究分野の検討 

○先端社会科学研究所の設置 

先端社会科学研究所を社会科学総合学術院に設置する。同研究所は、社会科学の学

際的総合的発展とその教育へのフィードバック、社会が求める臨床社会科学研究の推

進、国際的研究展開を基本理念とし、社会科学を中心とする学際研究と臨床研究（社

会への応用展開）を推進するとともに、教育（特に大学院教育）の充実に貢献するこ

とを目的とする。 

○健康・医療分野の検討 

早稲田大学における、健康・医療に関わる研究・人材育成のあるべき姿の実現に向

けて、実際の教育プログラムを中心とした具体的な人材育成を検討する。また、「健康・

医療教育に関する懇談会」等での議論を元に、本学の健康・医療の方向性を具体的に

検討する。 

○分野連携の推進 

  重点領域研究として、2013 年度からスタートした「生産からサービスまでを見据え

た融合型農林水産学の展開」、「超高齢社会におけるパラダイムシフト」における研究

プロジェクトの活動支援に加え、新たに「安全安心社会」「環境エネルギー」の研究プ

ロジェクトを始動させる。また、これらの研究プロジェクトの活動内容を学内外へ情

報発信し、認知度を高める。 

 

３．社会貢献および文化・スポーツ推進事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)校友・社会連携の推進 

○教育・研究・大学運営における校友との連携および社会貢献 

2014 年度からスポーツ科学学術院と連携して開始した「WASEDA'S Health Study」

（15,000 人の大規模調査研究で、調査期間は 20 年間のプロジェクト）について、校友

会との連携を強化し、東京都 23区を中心とした支部・稲門会単位での関係を構築する。 

また、2015 年度に実施した校友会初の学生・校友の交流イベント「先輩と語ろう！」

をブラッシュアップし、継続して実施する。 

なお、自治体等と連携した教育分野の事業を推進することを目的に、自治体（奈良

・オリンピック・パラリンピックに向けた戦略的支援として、体育各部および個人に対

する支援の充実、スポーツ振興・推進の方策検討と体制構築に取り組む。 

・早稲田大学百五十年史の編纂を開始し、収集資料・調査成果を継続的に大学ホームペ

ージで逐次公開する。 

・早稲田文化の国際発信として、「国際日本学」との連携事業を実施し、国際文化交流を

図る。 

・坪内逍遥記念演劇博物館、會津八一記念博物館、大学史資料センターが所蔵する貴重

資料を、インターネットを通じて学外に対して公開するシステムの構築を進める。 



 

 

県、佐賀県、三重県熊野市、岐阜県美濃加茂市、川口市、西東京市等）から教育・調

査研究事業を受託し実施する。 

(2)文化資源・情報の発信 

 ○早稲田大学百五十年史編纂開始 

『百五十年史』第１巻の執筆を開始し、編纂に必要な資料の調査と収集を行うとと

もに、早稲田人名データベースの収録データの拡充や戦争犠牲者および戦争体験聞取

り調査も進める。また、編纂作業そのものをネットワーク上で実施し、将来的には一

般の方を含む様々な方々人が大学の歴史編纂事業に参画できる仕組みとして構築を進

めるとともに、事業の進捗状況として、収集資料、調査成果を継続的に大学ホームペ

ージで逐次公開していく。 

○文化・芸術の推進とキャンパスからの文化発信 

早稲田文化の国際発信について、文部科学省・スーパーグローバル大学創成支援

(SGU)のモデル拠点のひとつである「国際日本学」（文学学術院）との連携事業を実施

し、国際文化交流を図る。 

○バーチャルミュージアム 文化資源データベース公開の強化・拡充 

坪内逍遥記念演劇博物館、會津八一記念博物館、大学史資料センターが所蔵する貴

重資料を、インターネットを通じて文化の厚み、蓄積として広く学外に対して公開す

るシステムの構築を進める。 

 (３)オリンピック・パラリンピックに向けた戦略的支援 

2020年東京オリンピック・パラリンピックに向け、体育各部および部員個人に対す

る競技力強化のための戦略的支援をより充実させるとともに、大会を契機として、有

形・無形のポジティブなオリンピック・パラリンピック・レガシーの創出に貢献する

方策を検討し、それを次世代に継承していく。さらに、2019年 3月に予定されている

新記念会堂(仮称)の竣工にあたり、120 年に及ぶ早稲田スポーツの歴史と伝統を顕彰

することで、本学関係者の誇りを醸成するとともに、本学が築き上げてきたスポーツ

文化の継承と発展に寄与するために、スポーツミュージアムを整備する準備に取りか

かる。 

なお、2016 年度は世界的なスポーツメーカーであるアシックスと組織的な連携をは

かり、スポーツを通じたグローバルリーダーの育成、競技水準の向上を促進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 早稲田大学とアシックスの組織的連携に関する記者発表 



 

 

４．進化する大学の仕組みの創設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)組織基盤の強化 

○新たな事業計画の策定 

「翌年度事業計画の重点方針策定～翌年度事業計画案および予算計画案の策定～理

事会の審議・決定～翌年度に事業評価～事業計画の修正・廃止・統廃合」といった大

学の事業計画策定における一連の PDCA サイクルを確立するため、総務部・財務部・

総長室（経営企画課）・情報企画部等の関連箇所が連携して事業別予算制度や新法人シ

ステム等の検討を進める。 

○大学ガバナンスの強化 

大学ガバナンス検討委員会において、引き続き検討すべき課題(意思決定・業務執行

体制等)を審議し、結論を得た事項から順次、実行に移し、大学ガバナンスの強化に努

める。 

  また、特に 2016 年度は、総長選挙制度、理事会の機能、部長会の再編、権限分配規

程、各委員会の権限と位置付け、規約の整理、学術院長会の権限と位置付け等につい

て検討する。 

 ○大学運営システムの構築 

財務、研究支援、人事等の法人系システムについて、各システムの連携強化や業務

プロセス、制度、組織体制の改革によりコスト削減を図ると同時に、大学の研究教育

力強化につながる新たな価値の創出を目指して統合型基幹業務システムの導入を進め

する。 

新システムでは、業務効率化による直接的なコスト削減効果に加え、現行システム

では実現困難であった以下の新たな価値の実現を可能とし、「Waseda Vision 150」実

現のための強力なツールとして構築を進める。  

・エビデンスに基づく意思決定・経営判断  

大学におけるさまざまなレベルの「事業」にかかわるコストを、精緻かつタイム

リーに把握し、管理・評価することにより、財政規律の強化と客観的エビデンスに

基づく意思決定・経営判断を実現する。  

・共通的管理コスト低減と理事会・学術院政策財源の創出  

・本学の教育・研究を持続的に発展・充実させるために、ガバナンス体制をより一

層強化し、大学すべての業務を支える仕組みを構築していく。 

・大学の事業計画策定と予算編成の連動による一連の PDCA サイクルを確立する

ため、事業別予算制度や新法人システム等の検討を進める。「女性活躍推進法」

に基づき、男女共同参画・ダイバーシティの推進を図る。 

・あるべき学費体系の抜本的検討をし、収益拡大事業の支援等をとおして安定的な

財政基盤を確立・維持する。 

・教育・研究環境の整備として、多様なラーニングスペース整備、安全安心なキャ

ンパス整備、新記念会堂（仮称）建設計画の推進に取り組んでいく。 



 

 

決裁のオンライン化・ペーパーレス化による意思決定の迅速化とコスト削減、「事

業」コストの透明化による共通的管理コストの低減に向けた標準化・共通化・効率

化を推進するとともに、予算の柔軟性を高め、理事会や各学術院の政策目標達成の

ための裁量的財源を創出する。 

○IR 機能の強化 

教育研究活動、財務および募金など本学の経営情報に関するデータを統合し多角的

に分析することにより、毎年度の事業計画をより精緻なものにして、教育研究事業の

PDCAサイクルを進化させる。 

その環境整備のために、2015年度に導入した統合データウェアハウス（DWH）ならび

に分析ツールの本格運用を開始し、当面は関係箇所からニーズや課題を抽出する。そ

の後分析用のデータを整備し、分析結果の共有・公開についての検討を進める。 

○男女共同参画・ダイバーシティの推進 

教育・研究・就労の場における男女共同参画・ダイバーシティを推進するため、全

学の意識向上を進め、女性教職員、女子学生比率の増加に向けて働きかけを行う。2016

年度は「女性活躍推進法」に基づき 5 年計画で策定された一般事業主行動計画「任期

の定めのない教員の採用者数における女性比率の向上」および「職員管理職における

女性比率の向上」の初年度であり、関係箇所との協議・連携をさらに強化し、大学全

体として 5年後の数値目標を達成できるよう、基盤となる体制づくりに取り組む。 

○職員人事諸制度改革と職員業務構造改革 

職員業務や組織のあり方等を見直し、限られた人的資源を有効に活用することによ

って、業務の効率化、大学に求められる機能の実現を目指し、業務構造改革を行うと

ともに、職員各人が自律的かつ意欲的に段階的なキャリア形成を実現できる制度の導

入、役割や成果に対する適正な評価と処遇の実施など人事諸制度の改革を順次実行す

る。また、今後職員に求められる能力・専門性等要件に基づき、次代を担える職員（グ

ローバル人材、高度専門人材等）を採用・育成する。 

○サイバーセキュアキャンパスの整備 

利用者が安心して安全に利用でき

る情報環境の提供と日常的な各種情

報システムの利用促進により、本学

の情報資産を守り、ICT 活用をベー

スとした全学のグローバル化を促進

する。特に情報セキュリティの強化

につとめ、標的型攻撃に対するメー

ル訓練について、引き続き 2016年度

も継続し、手口が高度化する標的型

攻撃に対し日常的に注意する習慣づ

ける。また、2016 年度中に災害発生時にパブリッククラウドをリカバリサイトとして

活用できるようにする。その他、MyWASEDA 等の大学提供システムの多要素認証（ID・

パスワードに加え、パターン認証やワンタイムパスワード等）対応を行い、モバイル



 

 

デバイスからも安心・安全な利用環境を提供する。 

特に情報セキュリティの強化につとめ、標的型攻撃等の不正アクセスに対する監

視・防御の技術的対策とその体制整備を更に進めるとともに、利用者に対しても標的

型攻撃メール訓練を、引き続き 2016年度も継続して実施することで、手口が高度化す

る標的型攻撃に対し、日常的な注意を習慣づける。 

また、激甚災害時の事業継続性を担保するために、パブリッククラウド上にリカバ

リサイトを構築し、復旧レベルごとに定められた期間内に本学の各種情報システムが

復旧できる仕組みの構築に、2016年度より構築に順次着手する。 

その他、オープンスペースでの無線 LAN アクセス環境の拡充、スマートフォンやタ

ブレット等の多様な情報機器にも対応した新たなメールサービスの提供を行い、情報

セキュリティの強化と情報利用環境の利便性向上の両面から整備する。 

○早稲田ブランドのさらなる強化 

戦略的な情報発信により本学に対する社会の信頼

性の向上と、グローバルなブランド価値創出を目指

し、統一的広報戦略によるクオリティ・コントロー

ルによって、早稲田ブランドを徹底的に強化、確立

する。 

また、リニューアル後の Web ページを通して、教

育、研究をはじめ本学に関するあらゆる情報を日英

両言語で発信する。 

改訂された UI システムデザインガイドラインの

もと、各箇所で発行している広報物の統一的な運用

を推進する。 

(2)財政基盤の強化 

○予算編成のあり方 

中長期財政見通しや「Waseda Vision 150」等を踏まえ、財政指標として、経常収支

差額の一定額確保（経常収支差額 50 億円、内、施設設備の維持する財源としての一般

財源での 20 億円の確保が目安）を目標とし、予算の効率的な活用に向けた諸施策を実

行してきている。2017 年度予算編成に向けても、当年度の目標を確認し、それを実現

するための更なる諸施策の検討と、継続課題となっている事業計画をふまえた予算編

成の確立に向け、引き続き予算編成プロセスの見直し等を行う。 

○事業別予算制度の構築 

2016 年度は引き続き、事業別予算制度の基盤となる新法人システムの設計を最優先

課題とする。費用対効果を考慮しながら、実効性の高いシステム構築を目指すととも

に、予算の事業別体系整理は、事業計画策定におけるＰＤＣＡサイクルを回すための

事業評価のプロセスと密接に係ることとなるため、新法人システムで使用する新たな

事業別体系について、関連箇所との連携を取りながら作成を行う。 

  

 



 

 

○あるべき学費体系の検討 

大学を取り巻く環境、社会情勢に鑑み、社会的に説明責任が果たせる学費体系の構

築を目的として、大学財政の中長期的な見通しを踏まえた分析や、他大学の学費改定

の調査を行うなど、学費の設定根拠を分析すると同時に、学生に還元されるべき教育

の質および教育環境の改善・研究活動の充実に応じた「あるべき学費体系」について

抜本的な検討を進める。 

 ○常時資金獲得体制の構築・収益拡大事業の支援 

恒常的な募金制度である「WASEDA サポーターズ倶楽部」「教育振興資金」の強化

はもとより、昨年 9 月から開始している「新記念会堂（仮称）募金」をはじめとした

キャンペーン型の各種事業募金ならびに各箇所指定寄付の募集活動の一層の拡大を図

り、2016 年度寄付収入目標額 37 億円（金銭・物品合計）の達成を目指す。 

2015 年に発足した収益拡大支援プロジェクトにおいて、収益の見込まれる事業に対

して積極的にサポートを行う体制を整備し、収益拡大に向けた諸施策（インセンティ

ブのあり方等）について、具体的な検討を行う。 

 ○校友会費の恒常的確保のための校友会認知度拡大 

校友会費の恒常的確保のための校友会認知度拡大校友会費 4年次納入制度(卒業時に

10年分の校友会費前払い)への施策を引続き実施する。2006年次校友に実施した one to 

one学報特別号、還元 DM、促進 DMの評価・分析を行うとともに、2007年次校友への施

策を行う。 

また、在学生に対して、メールによるお知らせ等や校友会が行う各種イベントを通

して、校友会の認知度を高めていき、在学時から母校愛の醸成を図る。なお校友会費

納入の促進施策として、先ず学内の教職員の納入率向上を目指した施策を行っていく。 

(3)教育・研究環境の整備 

○多様なラーニングスペースの整備 

  グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築、対話型、問題発見・解決型教

育への重点移行等の教育プログラム改革が進行する中、新たな教育スタイルに対応し

た教室はもちろん、通常の個人学習だけではなく ICT 環境が整備されたグループディ

スカッションをしながら学習するスペース、学習成果を発表する場など、学生の主体

的な学習を支援し、様々な学習形態に対応する多様なラーニングスペースの整備・充

実が求められている。また、学習環境の整備と連動して、学生たちが集まり交流する

場としての学生ラウンジや喫食環境など学生アメニティ施設の整備も重要な課題とな

っている。 

  このような状況をふまえ、今後の各キャンパスの施設整備計画策定において、学び

の場の整備・充実および学生アメニティ施設の拡充を重点的な施策と位置付け、2016

年度は、早稲田キャンパス 7 号館 2 階に対話型、問題発見・課題解決型授業を行うた

めの教室を整備するほか、西早稲田キャンパスにおいては昨年度整備が完了した中庭

に面した 57号館 2階に、所沢キャンパスにおいては図書館内に新たなラーニングスペ

ースの整備・充実等の事業を進める。 

 



 

 

○キャンパス整備方針 

  Waseda Vision150 の実現およびスーパーグローバル大学創生支援（SGU）事業の推進

を踏まえた、各キャンパスの中長期的な方針を策定するとともに、新たなコミュニテ

ィ形成のための基盤施設整備に向けては、キャンパス内はもとより周辺地域とも連携

した取り組みを検討する。また、施設利用委員会において、本学の事業計画を見据え

た、最適な施設利用を推進する。 

一方、近年重点的に取り組んできている安全安心なキャンパス整備として、バリア

フリー化の取り組みをさらに強化するとともに、大規模空間天井やエレベーターの耐

震化改修を継続して進める。 

○新記念会堂（仮称）建設計画の推進 

   未来の教育環境・地域環境・地球環境の向上に貢献する「地域環境共生型多目的ア

リーナ」としての建設計画を推進し、2019年 3月からの利用開始をめざし、2016年 2

月より着手した新築工事を進める。 

   新記念会堂（仮称）新築計画では、地球環境に配慮した次世代型環境建築を目指す

ほか、延べ床面積をかつての記念会堂より大きくすることにより、スポーツ施設の充

実、学生アメニティ施設の拡充および式典時収容人数の拡大（6,300 人規模）を図り、

アリーナに加え、拳法道場、一般学生が利用できるスポーツ施設、ラーニングコモン

ズ、スポーツミュージアム、

競技スポーツセンター関連施

設等を整備する。さらに、建

物屋上の大部分を緑化し、広

場空間とすることにより戸山

キャンパスを利用する学生の

アメニティ向上を図るととも

に、非常時の防災広場として

の機能を果たすことによる周

辺地域への貢献も考慮した施

設計画とする。 

○主なキャンパス等整備事業 

 ・早稲田キャンパス教育研究環境整備 

7号館 2階共通教室整備に伴う改修工事（2017年 3月末竣工） 

 ・戸山キャンパス教育研究環境整備 

新記念会堂（仮称）新築工事（2019年 3月末竣工） 

 ・西早稲田キャンパス教育研究環境整備 

57号館 2階ラーニングコモンズ整備に伴う改修工事（2017年 3月末竣工） 

 ・所沢キャンパス教育研究環境整備 

100号館 4階図書館ラーニングコモンズ整備に伴う改修工事（2017年 3月末竣工） 

 ・本庄キャンパス教育研究環境整備 

本庄セミナーハウス整備に伴う改修工事（2017年 3月末竣工） 

新記念会堂(仮称)完成イメージ図 



 

 

 ・新たな教育環境整備 

早稲田通り新教室棟（旧日産跡地）新築工事（2017年 3月末竣工） 

○新たなコミュニティ形成のための基盤施設整備 

  旧戸山中学校跡地において、新宿区と連携した施設整備を検討する。 

○安全安心な環境整備 

・大規模空間天井の耐震改修工事（Ⅱ期）（2017年 3月末竣工） 

・法改正に伴う既存不適格エレベーター改修工事（Ⅳ期）（2017年 3月末竣工）  



 

 

附属校・芸術学校 

１．早稲田大学高等学院 

 

 

 

 

(1)事業の概要 

高等学院は 2016 年に、新制高校、高等学院として発足して 67 年目を迎える。2010 年

度には中学部を開設し、その第 1 期生が 2016 年 4 月、学部へと進学した。急速にグロー

バル化が進み、国際社会において改めて日本のあり方が問われる今日、これまでにない

取組も含め、さまざまな教育活動を展開していく必要がある。日本の教育全体に求めら

れる役割を念頭に、学部卒業後も社会に貢献することのできる「地球市民」としての基

本的資質を育成していく。2014 年度に高等学院は文部科学省よりスーパーグローバルハ

イスクールに指定され、長年の SSH 校としての実績に加え、あらたな成果を残すことが

出来た。2016 年度は、これまでの実績をさらに充実させつつ、一人ひとりの生徒をそれ

ぞれに相応しい学部へと進学していくことができるよう、将来に向けた新しいプログラ

ムも開拓していく。 

 

(2)主な事業 

○Waseda Vision 150と高等学院の将来構想の具体化 

   Waseda Vision150 をふまえ、高等学院においても教育内容の改革と新たな取り組み

を始めている。文系・理系に関わらず基礎的な教養を充実させ、学部での専門に円滑

に入っていくことができるよう教育課程を改めたが、その成果を検証しつつ、学部・

学術院との共同事業を推進し、学部の教育内容にふさわしい「接続教育」ができるよ

う環境を整えるようにしていく。2014 年度に採択されたスーパーグローバルハイスク

ール事業は「多文化共生社会におけるグローバルリーダーの育成」を研究課題として

いるが、この研究課題に沿って 7 つのプログラムが進められている。2015 年度にはオ

ーストラリアにおける多文化共生研究プロジェクト活動やオンデマンドによる配信の

開始などをおこなったが、2016 年度においてはドイツにおける移民・難民問題もテー

マに加え、グローバル社会に生きる生徒の能力涵養に資していく。スーパーグローバ

ル大学創生支援事業トップ型に指定された大学とも協力しながらさらにSGH事業等を

進めていく。 

   2015 年度にはオーストラリア(シドニー)の学校と協定締結がなされたが、2016 年度

はドイツ(ベルリン)、中国(北京)の学校との協定締結を目指す。韓国のハナ高校主催の

国際シンポジウムにも参加予定である。その他これまでの各種の国際交流プログラム

も継続的に進行させる。 

 ○日常教育活動全般の充実と改善 

中学、高校で教育内容、指導方法に違いはあるものの、どちらにおいても教科活動、

教科外活動の両面で生徒が自主的に学ぼうとする意欲を高める指導を教員がさらに工

スーパーグローバルハイスクール事業の研究課題に新テーマを加え、生徒の能力

涵養をよりはかる。新たにドイツ、中国の学校との協定締結を目指す。1年間の留

学期間を含む 3年卒業の制度」の 2017年度導入へ向けた環境整備を行う。 



 

 

高等学院オーストラリア研修（夏休みの 3 週間、ホームステイをしなが
ら現地の高校に通い、語学研修と国際交流を図る） 

夫していく。アクティブラーニングを含め、さまざまな分野の指導だけでなく、評価

や発達障がいに関する最新の知見を取り入れられるような機会を作っていくとともに、

個々の教職員が自主的に FD の意識を高められるような環境整備をしていく。 

充実した教科指導に加え、生徒の国際交流、部活動、プロジェクト活動などを支援

し、困難なこと、新たなものに「挑戦する心」を生徒自らが育んでいける機会を増や

し、内容を充実させていく。 

○中学部と高校の効果的な連携 

  これまで中高においてそれぞれの自立と協力が効果的になされてきた。高校の学芸

発表会と中学部学習発表会の同日開催、同窓会学術研究奨励金支給、論文作品集に中

学部生徒作品も所収対象とするなど、連携してきたが、2016 年度は生徒同士の交流を

さらに積極的に支援し、SSH、SGH 活動なども含め、自己を成長させる様々な可能性

に、早いうちから挑戦していく意欲を涵養する。 

○留学を含む 3年間卒業 

生徒の正規留学を促進し、積極的

に支援するために、「1 年間の留学期

間を含む 3 年卒業」の制度を 2017

年度から導入することを決定した。

2016 年度は、この留学制度が円滑

に実施できるよう環境を整えると

ともに、その内容について生徒・保

護者に周知し、派遣留学生数の増加

に向けた働きかけを行っていく。 

○各学術院との連携強化 

   各学術院は Waseda Vision 

150 のもとで、それぞれ教育に新たな取り組みをしている。その方向性を踏まえて、学

術院と協力しつつ、一貫性をもつ教育プログラムを開発し、連携を深める方向性を探

る。各学術院におけるリクルート戦略の中で、高等学院の育てる人材が進学後その存

在感を示すことができるよう、一貫教育の観点でさらなる協力体制を検討する。 

○大地震への備えと生徒・教職員の安全確保 

新体育館棟竣工に伴い、備蓄がより確実におこなわれるようになった。東日本大震

災時には 200 人近い生徒・教職員が宿泊を余儀なくされたが、今後、予想される直下

型地震などに備えるため、備蓄品の準備、連絡方法など、緊急事態への対応を着実に

改善していく。 

 

 

 

  



 

 

２．早稲田大学本庄高等学院 

 

 

 

 

(1)事業の概要 

早稲田大学 100周年を記念して創立された本学院は、2012年に 30周年を迎えた。現在、

「Waseda Vision150」で提示した将来構想をさらに発展させたロードマップを作成中で

あり、創立 40周年(2022年)を目途に、新たな第二ステージの完成を目指す。 

30 余年の教育成果を踏まえつつ更なる革新を遂げ、附属高校としての責務を果たすだ

けでなく、アジアの交流校のハブおよび地域のグローバル化の拠点を目指し、以下の事

業を行う。   

 

(2)主な事業 

○早稲田大学の中核となる人材、グローバルリーダーとして世界に貢献する人材の育成 

早稲田スピリットを継承し、大学のコアとなる人材、グローバルリーダーとして世

界の平和や人類の幸福の実現に貢献できる人材を育成するため、以下の事業を行う。 

・文科省より SGH(スーパーグローバルハイスクール)に指定されたことを受け、テーマ

として掲げる「国際共生のためのパートナーシップ構築力育成プログラム」を展開

する。具体的には、SGHの核となる生徒参加型「マイクロプロジェクト」群の活動を

通して、国内外の高校、大学や企業、地域社会と交流・連携し、社会課題に協働で

取り組む。 

・修学旅行をベースにした中国・韓国・台湾の協定締結校との交流、シンガポールや

米国など各国の高校との交流を深化発展させ、学術・教育・文化などの国際協働プ

ロジェクトに取り組む。 

・交流プロジェクトの企画運営においては 10 年以上にわたる SSH(スーパーサイエン

スハイスクール)指定校として得られた成果と知見も活用する。 

多面的評価によって学部推薦を決定するＧ選抜制度の 2018 年度開始に向けた

整備を行い、高大一貫教育の充実につなげる。教科横断型プロジェクトを「大久保

山学」としてカリキュラムに位置づけ、2017年度開始の準備を進める。 



 

 

○高大一貫教育の充実 

基礎学力の充実、知的好奇心の伸長を図るとともに探究心を養い、大学のグローバ

ル化を牽引できる逞しい心身を育てる。 

・新カリキュラムにより学部のみならず将来様々な分野で要請される基礎学力を涵

養する。 

・文理いずれの分野に進んでも対応できる確かな学力を涵養する。 

・「自ら学び自ら問う」という基本方針を具体化した「卒業論文」を更に充実させる。 

・Inbound及び Outbound双方の留学制度を整備・充実させグローバル化を推進する。 

・学業成績だけでなく、思考力や判断力、意欲、主体性など多面的評価によって学

部推薦を決定するＧ選抜制度を 2018年度開始に向けて整備する。 

○教科横断型授業、地域の環境を活かした教育の展開 

教科横断型授業、地域の環境(大久保山に位置するキャンパス)を活かした教育を展

開する。 

・里山である大久保山の緑豊かな自然環境の中で、生徒たちに自然と共に生き、自然

の知恵に学ぶという本学院独自の多様な教育プログラムを経験させる。 

・本学院独自の教科横断型プロジェクトを「大久保山学」としてカリキュラムに位置

づけ 2017年度より開始する準備を更に押し進める。これにより学際的な知見を習得

させ、実際的に知識や学問が活用されることを体験させる。 

・日本のみならず、海外の各地域固有の課題解決のための複合的視点を養い、グロー

バル人材に求められる資質を生徒に身に付けさせる。 

 

  



 

 

芸術学校講演会「「デッドエンド・モダニズ
ム」をめぐって」（岸和郎氏 建築家・京都
大学大学院教授） 

３．早稲田大学芸術学校 

 

 

 

 

(1)事業の概要 

   芸術学校は 1911年の工手学校としての創立以来、105年の歴史を有する夜間の教育機

関として、常に時代の求める職業人育成を行ってきた。2011年には建築に特化した高度

建築家養成機関として再編され、広く社会に開かれ、社会人・学生を問わず多様で優れ

た人材を受け入れながら、芸術・工学分野を横断した独創的で実践的な建築教育を目指

して再スタートが切られた。ここでは、第一線で活躍する建築家や大学教授陣による、

少数精鋭主義をモットーとしたスタジオ制による親密で丁寧な指導が行われ、優れて高

い成果を上げてきており、建築科(２年制)と建築都市設計科(３年制)の２学科構成によ

る、以下の３つの大きな教育方針を掲げた、教育を実践している。 

  ①共につくる collaboration 

②個性をのばす one on one teaching 

③領域をこえて beyond the genre 

2016年度は、さらなる飛躍を実現すべく昨年度に引き続き「文科系社会人を対象とし

た建築の高等教育を行う国際的なスーパースクールを目指した専門学校と大学院との連

携体制の強化」をテーマに掲げ、教育水準の一層の向上を目指し、「Waseda Vision150」

に提示した将来構想の具体的諸計画をより強力に推進していく。 

 

(2)主な事業 

○広報戦略の強化 

より多くの優れた学生の確保を目指し、１）ウェブ媒体の

広報強化、２）現在活躍している卒業生によるポートフォリ

オを題材とした学校案内別冊を作成する、３）学内で出身実

績の多い学部への説明会開催で需要を開拓する、など今まで

と違った切り口で訴求力のある広報を行い、プレゼンス向上

を目指す。 

○若手建築家や著名建築家の招聘による教育力の拡大 

年々顕著となる入学生の高学歴化・高年齢化に伴うさらな

る向学意欲の向上に鑑み、有力な若手建築家と著名建築家を

適宜招聘することにより、時代のニーズをタイムリーに捉

えた教育体制の刷新と教育内容の強化を促進する。 

○創造理工学部建築学科との連携強化と相互交流の促進 

2015 年度より開始した創造理工学部建築学科との特別聴講制度における授業内容をよ

り充実させる。また、建築講演会やワークショップ等イベントへの創造理工学部学生へ

の参加を呼びかけ、学生レベルの相互交流をより深化させる。 

「文科系社会人を対象とした建築の高等教育を行う国際的なスーパースクール

を目指した専門学校と大学院との連携体制の強化」をテーマに、教育水準の一層の

向上を目指す。 


