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はじめに

今日の社会は、新しい知識・情報・技術が、政治・経済・文化をはじめ社会のあらゆる

領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増す「知識基盤社会」となっています。その

ような中で、個人の人格形成の上でも、社会の発展や人類の幸福を実現するためにも、ま

た、我が国の国際競争力の確保等、国家戦略の上においても大学の果たす役割が大きくな

っています。こうした観点から最近では、多くの場面でイノベーションの推進などと並ん

で、大学改革を含む人材力の強化が叫ばれています。これは、我が国がさらに発展し、国

際社会の中で一定の地位を占めることができるようにするためには、経済力のみならず、

教育、学術研究の発展が極めて重要であるという、大学に対する大きな期待を物語ってい

ると同時に、今のままの大学ではこの先が危ういという危機感の表明であると言えます。

そういう意味で、大学は自らの役割、使命を自覚し、大きく発展を期すための自己改革を

進めていかなければならないと考えています。

本学では、2012 年 11 月に新たな中長期計画「Waseda Vision 150」を策定し、教育・研

究を通じて我が国や国際社会の発展に貢献する大学であり続けることを目指して不断の改

革を行っていくことを宣言いたしました。そこでは、「世界に貢献する高い志を持った学生」

が集まって互いに切磋琢磨し、「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」が世界のいたる所で、ありとあらゆる

分野で活躍し、大学と密接な協働関係を構築していくという将来像(Vision)を思い描き、そ

れを実現するために 13 の核心戦略と 76 のプロジェクトを示し、いくつかの項目について

数値目標も掲げました。

人間力・洞察力を備えたグローバルリーダーとなるためには、外国語を学ぶだけでは不

十分で、外国人と常に接して異文化を理解することが必要です。本学は、様々な留学制度

を持ち、日本一多くの外国人留学生と海外派遣学生がおり、外国語で行う多彩な授業があ

るなど、教育・研究環境とキャンパスのグローバル化は我が国トップクラスのものになっ

ています。また、2022 年度までに「学部生全員の海外留学」という目標を掲げ、グローバ

ルな視点を持って課題解決に貢献する人材をキャンパス内外において育てていく取り組み

を推進してまいります。

国際的な研究大学として一定の地位を確保するため、若手研究者の育成、新たな研究分

野の創出、研究成果の発信力強化など、組織的な戦略に基づいた研究力の強化、国内外の

研究機関との連携強化や新たなパートナーシップの構築を進め、社会の未来へと繋がる大

型研究に挑戦する体制を整備します。

2014 年度は、「Waseda Vision 150」も２年目となります。１年目の成果、反省点を踏ま

え、創立 150 周年となる 2032 年に我々が思い描いた Vision が実現されるよう、精力的に

自己改革を図ってまいります。

総長 鎌田 薫
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特色ある取り組み

本学では、2012 年 11 月に中長期計画「Waseda Vision 150」を策定し、創立 150 周年を

迎える 2032 年のあるべき姿を定め、その実現に向けて 13 の核心戦略のもとに 76 のプロジ

ェクトを設定している。

2014 年度は、「Waseda Vision 150」の各プロジェクトの活動をさらに推進するとともに、

社会に貢献する大学として時代の要請に応えられるよう、様々な取り組みを行っていく。

１．早稲田発・グローバル社会への次なる貢献

文部科学省が進める大学教育のグローバル化を目的とした体制整備推進事業、「グローバ

ル人材育成推進事業」の採択に伴い、本学の全学部生（1学年約 9,480 人）が、広く世界に

貢献する「グローバル人材」となる機会をつくることを目指す。

世界・日本のいかなる場所・場面においても、グローバルな視点を持って課題の解決に

貢献するグローバル人材は、幅広い知識や優れた知的能力（叡知）はもちろん、奉仕・勇

気・チャレンジ精神等の高い精神(志)、そして問題解決能力や物事を最後までやり遂げる

力（実行力）を兼ね備えている必要がある。このような人材の育成を目指し、本学学生の

海外での国際的な学びと国内での国際的な学びの機会を、「学部生全員の海外留学」と「知

識と実践の学びのスパイラル」によって量・質ともに飛躍的に拡充する。2022 年度までに、

全学部生を卒業までに一度は海外への留学を体験させる。2013 年に設置したグローバルエ

デュケーションセンターは、留学前には外国語教育を、そして留学後には世界の文化・歴

史・社会を世界中の言語で学ぶ機会を提供する。

■グローバル人材として求められる能力の育成

■語学力を向上させるための入学時から卒業時までの一体的な取り組み

■教員のグローバル教育力の向上

■日本人学生の留学を促進するための環境整備

■教育課程の国際通用性の向上

２．大学院の充実-「実体情報学分野(Embodiment Informatics)」リーダーの養成-

文部科学省の「平成 25 年度博士課程教育リーディングプログラム」に採択された、「実

体情報学博士プログラム」を 2014 年４月より開始する。

実体情報学博士プログラムでは、「情報系」と「機械系」の融合学としての新領域である

「実体情報学（Embodiment Informatics）」において、イノベーションを先導する「先見力」

「構想力」「突破力」を兼備した「システム・ネクスト」リーダーの養成を目指し、国内外

の第一級の教員を結集するとともに、産学協働と海外大学等との連携により修士課程と博

士後期課程あわせて５年一貫の世界に通用する質の高い学位プログラムを展開する。同プ

ログラムでは、教員の研究室から独立した主体的研鑽の場として「工房」を設置し、学生・

教員・企業等の教育・研究共有空間とすることで、学生が異分野の方法論を学び異分野の

融合研究が誘発される仕組みを構築する。また、工房で行うプロジェクト研究、あるいは

海外研修を含む実習プログラム、異分野インターンシップ等を行うことで、学生が多方面

にわたる知識・経験を有した「システム・ネクスト」リーダーとなり、イノベーションを

推進していく人材となるよう、様々な仕掛けを行っていく。
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３．「研究大学強化促進事業」の推進

本学は文部科学省が支援する「研究大学強化促進事業」に 2013 年度選定されたことに伴

い、世界水準の優れた研究を推進するため、国際的に通用する研究体制・環境の整備に取り

組む。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)の確保・活用、競争力のある研究への加速化支援、先駆的な研究分野の創出、国際水

準の研究環境整備など集中的な研究環境改革を効果的に組み合わせた取り組みを行う。

研究環境を整備するため、「チーム型・組織型研究の拡充・強化」「社会の課題と結びつ

いた分野への新たな挑戦」「国際共同研究への一層の推進、国際人材の活用」を３つの柱と

し、多分野の研究者の協働による研究活動を促進して集団としてのプレゼンスを向上させ

るとともに、国内外の企業・研究機関等の研究者の参加を促す制度を整備して学外人材の

研究への参加を促し、社会の未来へと繋がる大型研究に挑戦できる体制を構築する。

また、学内外の研究情報を分析し、新たな研究プロジェクトの企画・進捗管理・調整・

情報発信等を行う URA を８名増員し、大型の外部研究資金の獲得推進、学内研究者の研究

教育専念時間の増加を目指し、2014 年度は外部獲得資金を含む研究費総額 110 億円で研究

を推進していく。

４．早稲田大学中野国際コミュニティプラザの展開

東京都中野区に建設中だった早稲田大学中野国際コミュニティプラザ（地上 11 階、地下

１階）が、2014 年３月に竣工した。この施設は、「国際学生寮」（Waseda International Student

House 通称 WISH）と生涯学習事業施設からなり、早稲田大学の新しい拠点として活用される。

・国際学生寮でのプログラム実施

留学生と日本人学生 872 人が共生する国際学生寮では、SI(Social Intelligence)プロ

グラムを実施する。同プログラムは、ディスカッションを中心としたグループワークや

ファカルティビジットなどのプログラムから構成され、課題解決能力、コミュニケーシ

ョン力、多様な知識・経験の獲得が期待されるとともに、多様な国籍・言語・歴史・文

化・精神をもった学生が交流するキャンパスの実現を目指す。

・生涯学習事業における教育プログラムの整備

2014 年 4 月から早稲田校、八丁堀校に続く第３の拠点として「エクステンションセン

ター中野校」を中野国際コミュニティプラ１階で開設する。従来から展開してきた文学、

哲学、歴史、芸術、ビジネス、語学など、自由に学べる豊富な講座に加え、武蔵野にゆ

かりのある小説や演劇、中野国際コミュニティプラザの場を意識した異文化理解など中

野校ならではの講義や、企業の第一線で活躍する方や文化人などを招いた「なかの自由

討究」等も開講される。

５．新たな情報化推進体制の構築

教育・研究や法人運営・大学運営の質的向上を図り、業務の基盤となる情報システムの

新たなデザインを構築し、その実現に向け全学的で高度な ICT サービスの提供を実現する

ため、新たな情報化推進体制を整備する。総長を本部長とする情報化推進本部の下に、情

報化戦略会議を設け、情報システムを最適化する改革案を策定する。なお、改革案は本年

10 月を目途に策定する。
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主な事業

１．教育改革事業

(１)入試制度の改革

○多様で優秀な学生獲得のための方策の検討と推進

優秀な学生を国内外のあらゆる地域から能動的に発掘すべく、新たな入試制度の開

発や戦略的広報活動を行う。海外でのリクルーティング活動の幅を広げるとともに、

国内の地方高校の定期的訪問等を行う。

○社会の変化に対応して恒常的に入試を改革できる体制の確立

「入試開発オフィス」において、①多様で優秀な学生を獲得するための方策検討 ②

地域・文化・言語等の多様性を確保するための方策検討 ③現行入試制度の評価・改

善 ④戦略的入試広報の計画立案など、入試に係る調査・入試方法の開発と学部に対

して助言や改革案の提案を行い、恒常的な入試改革を進める。

(2)基盤・教養教育の充実

○基盤・教養教育の充実と密度の高い教育の推進

リベラルアーツ教育、共通基礎教育等の全学でのあり方を検討するとともに、基盤

教育科目の充実を図る。また、科目体系化の指標となるコース・ナンバリングをグロ

ーバルエデュケーションセンター設置科目に導入するとともに、2015 年度に向けて学

部・研究科の科目への導入を進める。

○社会貢献・ボランティア活動を通じた人材の育成

副専攻「社会貢献とボランティア」を拡充させ、ボランティア体験を深めるための

知識習得科目と体験を言語化する科目を連動させる。また、体験を言語化するメソッ

ドを開発するための研究プロジェクトグループを設置する。

(3)教育体系の再構築

○新たな研究科・専攻の設置

・基幹理工学部・研究科における情報通信系の再編（2014 年４月）

英語による教育を積極的に導入する基幹理工学部情報通信学科を開設するととも

に、情報に関する研究分野の多様性、シナジー効果を狙いとして国際情報通信研

究科を再編し、基幹理工学研究科情報理工・情報通信専攻を設置する。

・先進理工学研究科先進理工学専攻の設置（2014 年４月）

複数の学術領域を横断して世界水準の教育・研究を一貫制博士課程で展開する先

進理工学研究科先進理工学専攻を設置する。

・国際コミュニケーション研究科博士後期課程の設置（2015 年４月）

○学部・研究科におけるクォーター制の促進

クォーター制を活用した派遣留学プログラムを実施するとともに、外国人学生と日

本人学生がともに学ぶサマーセッションを行う。
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○教育支援システムの構築

教材や講義など教育内容のデジタル化とブレンド型授業の拡大を図り、対話型、問

題発見・解決型教育への移行を促進するとともに、教育と学修内容の公開を進めるた

めの環境を整備する。また、学生自身が設定した目標や振り返り、他者からのコメン

トなどを学習履歴とともに蓄積する仕組みである「学修ポートフォリオ」および「学

生カルテ」について試行的に実施する。

○「Good Practice」の整理および普及・展開

優れた教育を実践した教員を顕彰し、教育方法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。また、「対話型、問題発見・解決型教育」の普及・

展開状況を検証し、改善および一層の普及を進めていく。

○教員派遣制度の見直し

教員海外派遣制度の運用実績を積み重ね、必要に応じて制度の見直しを行うことで

効果的な制度としての確立を図る。

ワシントン大学に委託している夏の FD プログラム、冬の FD プログラム、

GLCA/ACM(五大湖・中西部私立連盟)の FD プログラムの位置づけを明確化し、教員

のニーズ・レベルに合わせた FD プログラムを提供し、教授法のレベルアップを図る。

○授業における TA 制度の活用・授業形式見直し

多人数授業を含め、きめ細かな指導を実現するため、学部におけるティーチングア

シスタント(TA)を活用した優れた取り組みを選定し、モデルケースとして実施状況を

学内に公開し、共有する。

基盤教育科目を充実するため、2014 年度は、「数学基礎プラスα、β、γ」で年間履

修者 5,800 人、「学術的文章の作成」で年間履修者 6,400 人、「統計」で年間履修者 4,000

人を見込み、それに対応できる TA の体制を整える。

○正課外プログラムの拡充

オナーズプログラム検討会議を実施し、本学の教育・研究活動の発展や国際競争力

強化につながるオナーズプログラムのたたき台を策定する。

社会人教育プログラムである国内エグゼクティブ向け受託研修事業については、既

存プログラムの継続実施と並行して新規プログラムの開拓を行う。

○附属・系属校を中心とした高大連携の推進

附属・系属校生に対しては、早稲田への進学意欲を高めるとともに、ミスマッチを

防ぐため、各校 OB/OG の学部在学生等も積極的に活用し、相談会、プレゼンテーショ

ン等を充実させる。また、グローバル人材の育成に向け、附属・系属校のメリットを

活かし、高校在学中の留学プログラムを充実させる。

さらに、新たな連携モデル校も開拓し、高大連携や学生リクルートの試行的取り組

みも進めていく。
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○「副学位」制度の確立とダブルディグリープログラムの改革

米国 GLCA/ACM との全学間のダブルディグリープログラム設置を目指す。また、

高麗大学校との間で、学部レベルのダブルディグリープログラムの検討を行う。

(4)教育のグローバル化推進

○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

各学部の海外留学プログラムのニーズを調査し、新規プログラムを開発するととも

に、既存の商学部 GC-ABS、社会科学部中国語中期留学プログラム、理工３学部 UC

Davis 短期留学プログラムの充実を目指す。

○語学と教養科目を組み入れた留学生受け入れプログラムの開発

日本語別科を改編し、半年および１年間の日本語教育プログラム、３週間・６週間

の短期日本語集中プログラムを春・夏・秋・冬の年４回開講する体制を整えているが、

本年度は同プログラムの企画・開発をさらに強化するとともに、留学生各自のニーズ

に沿った日本語学習計画立案をサポートする「わせだ日本語サポート」を拡充する。

○TSA/ISA から交換留学プログラムへのシフトと新たなプログラムの開発

学生にとって魅力的な交換派遣先大学の新規開拓、留学希望者の多い既存の交換留

学先への受け入れ人数増加依頼を行うとともに、グローバル人材育成推進事業に絡め、

中期留学プログラムに加えて短期プログラムの開発も積極的に行う。また、留学経験

者のキャリア支援に資するため、インターンシップやボランティア活動・就業体験を

組み込んだプログラム、留学後卒業前までの間に参加可能なプログラムを開発する。

TSA(Thematic Studies Abroad)：テーマに基づいた学習を中心にカリキュラムが組まれる留学プログラム
ISA(Individualized Studies Abroad)：現地大学の通常カリキュラムに沿った留学プログラム

○日本語を中心とした外国学生導入プログラムの拡大

正規課程入学前の外国学生を対象に、日本語を中心とした予備教育プログラムのカ

リキュラムを開発し、同プログラムを受講することを義務付ける「条件付合格制度」

を運用するための学内合意形成を図る。

(５)学生支援の充実

○人間力・地力強化プログラムの整備

全学部の新入生ガイダンス・オリエンテーションで、キャリアセンターを中心に学

内で行われている人間力・地力養成の基盤となる「成長の場」を紹介する説明会を実

施するとともに、低学年向けガイダンス・各種講座について、すべてのイベントを

Course N@vi で公開する。

○奨学金制度の充実(予算総額 35 億円)

予算総額約 35 億円を有する国内トップレベルの奨学金制度について、2013 年度に

策定した奨学金制度の見直し方針に基づき、次のとおり奨学金の改編・新設を行う。

・入試前予約採用給付奨学金（めざせ！都の西北奨学金）の大幅増員および指定校

推薦への適用

・渡日前入試予約採用給付奨学金の新設

・優秀な私費外国人留学生を確保するための奨学金連動給付 AO 入試の新施行
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・家計急変に伴う経済支援奨学金の拡充

・小野梓記念・小野梓記念外国人留学生奨学金、私費外国人留学生授業料減免奨学

金、校友会給付一般奨学金の縮減に伴う他奨学金への一部財源の移行

・成績優秀な海外派遣留学者を対象とする奨学金の新設

また、奨学金への寄付を行いやすくすることを目的として、冠奨学金基準額の見直

し等の改善を行い、寄付促進のための条件を整備する。

○課外活動等の場の充実

伝統ある早稲田演劇の一層の発展を期して 2015 年４月に新生「早稲田小劇場どらま

館」を竣工するにあたり、開館に向けて、管理・運営体制の構築、施設利用ルールの

策定、開館記念行事の企画立案等を行う。

サークル活動等学生の授業外活動に関する学外施設利用状況を調査し、課外活動およ

び授業外グループ学習等の積極的促進に向けて有効な支援策を講じる。

○学生参画の仕組みの創設

学生の志向、能力および専門性を活かした仕事を「スチューデント・ジョブ」とし

て大学が提供する。学生が就労体験することは、自律的キャリア教育に繋がり、経済

的支援にもなる。学内外の業務を体系的に提供することを目的としてスチューデン

ト・ジョブ・センターを設置し、事前教育プログラムを実施するとともに学生のポー

トフォリオにも繋げる。

○発達障がい学生への支援体制構築

発達障がい学生に対してカウンセリングを中心に対応してきた学生相談室の経験と

身体障がい学生に対する障がい学生支援室の修学支援のノウハウを基に、障がい学生

支援室の機能を拡充して、発達障がい学生に対する積極的修学支援を行う。

２．研究強化事業

(1)研究体制の戦略的強化

○高等教育研究体制の強化

2014 年２月に設置した大学総合研究センターは、高等教育に関する研究および授業

方法の企画・開発・普及促進とその実践を支援する活動を通じて、本学の教育・研究・

経営の質的向上に資することを目的としている。

2014 年度は、先進的な海外大学の事例を検証し、大学経営のあり方や高等教育研究

の具体的内容の検討に着手する。特に IR(Institutional Research)機能を充実させるた

め、学内外の各種情報を収集・集約する情報基盤の整備を重点的に進める。

○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

大型研究プロジェクト推進と国際研究発信に関する褒賞制度を新設し、全学的な研

究活動の活性化に繋げる。

また、若手研究者によるチーム型研究の活動支援を目的とした、重点強化プログラ

ムの制度設計を行い、公募を開始する。初年度は件数を絞って試行的に実施する。
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○研究組織・体制の整備

学術院に属する附置研究所・センターの研究事業における評価のあり方についての

検討を行うとともに、本学の強みを形成する研究機構の設置・改廃について検討を行

い、研究組織の見直しを行う。

○研究情報発信力の強化

研究者データベースのリニューアルを実施し、研究成果・業績等の効果的な情報発

信を行う。また、2013 年度に構築した研究シーズ・特許のデータベース、研究者プロ

ファイリングシステムの本格運用を開始し、多言語による研究情報発信を強化する。

○研究支援システムの構築

研究活動の生産性向上を支援するために、研究費管理に係る業務プロセスの標準

化・効率化により事務手続きを軽減する仕組みを提供する。また、研究者間の情報共

有や研究成果の蓄積・発信をサポートする研究支援システムにより、研究成果の社会

発信を促進する。

○外国人研究者受入制度の再構築

本学に滞在する外国人研究員について、具体的なプログラムを提示するとともに、

全般的なサービス、サポート、システムの現状を点検した上で、海外大学の事例等を

研究し、より付加価値が高く、国際的にも汎用性のある制度を再構築する。

(2)研究の国際的競争力の拡充

○国際展開戦略の策定

早稲田と世界の大学・機関の関係を示すマップ、大学ランキングのデータを活用し

て得られた世界の大学・機関の強い分野マップ、本学研究分野別マップをもとにマッ

チングを行い、本学の国際展開戦略を策定する。

○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」を年 10 回程度開

催するとともに、2013 年３月から導入した英語論文投稿支援制度の広報を強化し、さ

らなる拡充を進める。

○国際共同研究の推進

ドイツ学術交流会(DAAD)との「若手研究者交流支援プログラム」を新たに開始する。

また、国際共同研究のマッチング戦略の策定・実行により、具体的な共同研究を進め

ていく。

(3)新たな研究分野の検討

○健康・医療分野の検討

今後の日本における医療教育のあり方を抜本的に変革することへの貢献、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、「健康・医療人育成プログラム」を中

心とした具体的な人材育成と「健康・医療教育」に関する情報収集と意見交換を行う。
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○分野連携の検討

重点領域研究として、2013 年度からスタートした「超高齢社会」の研究プロジェク

トの活動支援に加え、新たに「農学」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・文化推進事業

(1)校友・社会連携の推進

○早稲田スポーツの新たな展開

自治体、企業等との連携を深め、地域交流イベント「2014 早稲田スポーツフェスタ in

東伏見」の内容をさらに充実させ、地域を代表するイベントとして定着を図る。また、

文武両道を体現する次世代のリーダーを育成するため、アスリートに対する人間教育、

学習支援、キャリア形成支援を核とした「早稲田アスリートプログラム」を展開する。

○学生・校友支援システムの構築

学生生活を活性化させ、早稲田への帰属意識を高め、早稲田ファン拡大に寄与する

ため、ゼミやサークル、校友会などのコミュニティで学生・校友・社会人の交流をサ

ポートするシステムを提供する。また、QuonNet で提供中の名簿管理機能により、学生

サークルの名簿管理、Web サイト管理や校友等コミュニティの活性化を支援する。

○多様なコミュニティの創出

2013 年度に検討した４つのカテゴリー（教育、研究、大学運営、社会貢献）におけ

るコミュニティについて、以下の５施策の実行を推進する。

・ディスカッションスペースの充実

・若手研究者間の研究交流・対話の場の創出コミュニティ

・学生アスリートを中心とした大学周辺コミュニティ

・地域、校友、学生の新たなコミュニティ

・学生の「体験を通じた学び」の創出・支援に関する職員連絡会

○校友を核とする新たな早稲田ファンの獲得

地域・年次以外の稲門会について活動状況を把握し、校友会本部と連携して方針の

周知と交流を深めて有機的な関係を築く。また、父母会員に向けて早稲田カードの拡

充を展開する。

○教育・研究・大学運営・社会貢献における校友との連携

スポーツ科学学術院と校友会の連携によるWASEDA’S Health Study Projectを推進

する。また、早稲田学報や Web サイトを利用して、校友と大学の連携について展開・

紹介を積極的に進めていく。

(2)文化資源・情報の発信

○世界に向けての文化発信

坪内博士記念演劇博物館、會津八一記念博物館、大学史資料センター等の Web ペー

ジリニューアルおよび多言語化対応を順次進める一方、Web サイトの利用状況を計測
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できる体制を整え、当該 Web サイトへのアクセス数増加を図るとともに、所蔵品 PR

ビデオ(８カ国語版)に基づき、外国人に向けても本学文化資産をアピールし、文化推進

ファンドの寄付募集活動を進める。

「キャンパスがミュージアム」プロジェクトにより小冊子を刊行し、Web 公開をす

るとともに、キャンパス各所に高い評価の芸術・美術作品を展示することで、「早稲田

らしい品格あるキャンパス形成」の一助とする。

○地域との連携による文化発信と施設の有効活用

新たに文化事業の開催に積極的な協力要請があった白河市、小田原市で地域連携事

業を展開するとともに、既連携自治体（鴨川市、軽井沢町、美濃加茂市、佐賀市、中

野区、西東京市ほか）と「おもしろ科学実験教室」、「学生演劇公演」、「大隈祭」、「早

稲田大学交響楽団 Maple Concert」、｢東伏見芸術祭｣等の交流事業を引き続き実施する。

近隣自治体(東京都特別区ほか)が保有する施設を、本学文化資産の収蔵・公開にも活

用できるよう、引き続き各自治体と協議を進める。

○文化資源データベース公開の強化・拡充

「収蔵品管理システム」の導入に向けたシステム開発に取り組むとともに、効率的

なデータベース統合化を行う。同時にデータ移行仕様を検討・決定し、新システムに

約 60 万件余のデータ移行処理を行い、2014 年 9 月に試験運用を開始、10 月に本運用

を開始する。また、「来館者向け展示資料解説システムの構築」の一環として、高精細

三次元デジタルアーカイブ技術をもとにした来館者向けの博物資料のバーチャルな触

覚表現システムの調査・研究を行う。

○早稲田らしさと誇りの探求

2013 年度から読売新聞紙面上において連載された、各界著名人による「私にとって

早稲田大学とは？」を関係箇所の Web サイト等広報等へ有効活用するとともに、創立

125 周年時に生まれた、本学のキャラクターである「ワセダベア」を今後も活用し、新

たな早稲田ファンの獲得、大学ブランドの向上につなげるための方策を講じる。

「在学生」「留学生」を対象に「早稲田らしさ」「誇り」に関するアンケートを実施

する。すでに 2013 年度に実施した「代議員」、「校友・寄付者」へのアンケート結果も

踏まえ、今後の戦略策定に繋げていく。

○早稲田大学百五十年史編纂

早稲田大学百五十年史の編纂・執筆（2015 年度開始）に向けて、①編集委員会を設

置し、第１巻の構成を決定し、執筆・編集体制を検討する ②編纂に必要な歴史資料

の収集と目録化（データベース化を含む）を進める ③関連出版物の検討を進める ④

早稲田人名データベースの構築をさらに推進し、収録データを拡充し、公開可能なデ

ータベースの公開準備を進める。
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４．進化する大学の仕組みの創設

(1)組織基盤の強化

○教員と職員の役割と評価基準の明確化

本学の教育・研究・大学運営・社会貢献活動のさらなる活性化を実現するため、本

学における教員の役割の明文化および役割に対する公平公正な評価基準案を策定する。

また、教職員の給与制度について、業務内容や役割に応じた給与制度、成果を反映

したインセンティブ制度など、社会的に説明できる賃金体系の構築を進める。

○職員人事諸制度の改革と職員業務構造改革

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具体的な改革案を策定し、

今後は実施できる改革から順次実行する。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

成するとともに、研修受講履歴やスキル基準などの職員情報を統合した「職員ポート

フォリオ」システムを完成させ、人材育成を体系的・効率的に推進する。

業務の効率化、人的資源の有効活用を図り、大学に求められる機能の実現を目指し、

要員配置の見直しや業務委託のさらなる有効活用、学術院に分散する共通業務の集中

化および既存事務組織の再編成等を段階的に行う。

○大学ガバナンスの検討

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中長期的な課題（意思決

定等・業務執行、リスク・コンプライアンス体制の見直し、大学運営を支える事務組

織の構築）を中心に検討を進め、10 月を目途に理事会に検討結果報告を行う。

また、事業評価制度・新規事業立案の構築プロジェクトにおいて、「大学運営」「教

育・研究」「Waseda Vision 150 プロジェクト」「新規事業立案」の 4 つのカテゴリーに

分けて検討してきたが、本年度は具体的評価を含めた制度構築を検討し、新規事業立

案に関しては制度を早急に整備して、法人会議に諮る案件から試行的に開始する。

○海外拠点のより高度な活用

2013 年度に行った検討により明確になった海外拠点の役割を基本として、学内各所

との連携により海外拠点をより高度に活用する。

○戦略的広報の推進

全学広報体制を一層強化するため、Web の全学的なリニューアルに着手し、２年程

度をかけて全学サイトを統一感と連携機能を持つものに再構築する。また、全学的な

リスクマネジメントとブランドコントロールが可能となる体制基盤を構築するための

広報ガイドラインを整備する。

海外への発信力を強化するため、大学の英語サイトの充実、海外メディアとの連携

を図るとともに、国際的な大学コンソーシアムへの加入により、大学ブランディング

強化事例の収集と強化策立案・実行を行う。
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○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、女子学生比率の向上に向けて働きかけを行う。また、

教職員・学生がワークライフバランスを保ちながら教育・研究、学業に専念できるよう

な効果的な企画やサポートを行うともに、男女共同参画に必要な各種調査を実施、検証

し改善を行う。

○大学運営システムの構築

制度変更等に応じたシステム改修および業務の標準化・効率化をサポートするシス

テムの提供により、職員業務の構造改革を推進する。特に、事業計画と予算実績管理

の連携、人事に関わる業務プロセス改革、各種申請の電子化を図る。

○サイバーセキュアキャンパスの整備

アクティブラーニング等、対話型、問題発見・解決型の教育への移行を全学規模で

推進するため、教室空間に授業収録、無線 LAN、スマートフォンやタブレットを活用し

た教室内ファイル共有システム等の整備を開始する。また、利用者のライフサイクル

に即した次期ポータルシステムを構築し、利便性を向上させるとともに、利用者が PC

本体やスマートフォン等にデータを残さずに教育･研究活動や業務を行うことができ

るよう、利用者個人のファイル保管領域をクラウド上のセキュアな環境に整備する。

(2)財政基盤の強化

○予算編成のあり方

2013 年度予算決算の分析（事業計画と予算の執行状況の精査）を行い、財政戦略懇

談会における議論や答申を踏まえた、今後の予算編成のための財政指標の見直し・検

証および収支構造の見直しについて具体的な検討案を策定する。

○事業別予算制度の構築

「事業」の定義・分類を継続して見直し、共通経費（人件費、人事業務委託費等）

の配分方法を精緻化する。事業別予算制度に基づく検討結果を 2015 年度予算編成の参

考資料とし、「事業評価制度・新規事業立案の策定プロジェクト」との連携を推進する

とともに、ステークホルダー向け開示資料としての有用性を検討する。

○財政規律指標の確立とその遵守

2015 年度から改正後の学校法人会計基準が適用され、企業会計における損益計算書

のように区分ごとの収支が明示されることになる。これにより、これまで以上に収支

の適正な把握が可能となるため、試行的に早期適用を行い、これを基盤とした、財政

の健全性の担保を図るための新たな財務指標の設定について検討する。

○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、学費の設定根拠を分析し、学生に還元される教育･研究活動の充実に

応じた「あるべき学費体系」について検討を進める。
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○常時資金獲得体制の構築

WASEDA サポーターズ倶楽部・教育振興資金のみならず、箇所の外部資金獲得をさ

らに推進すべく、全学的な取り組みを強化する。具体的には、2013 年から実施してい

る「早稲田大学中野国際コミュニティプラザ・グローバルリーダー育成支援プロジェ

クト」を推進しつつ、募金 Web サイトを含む多様な広報戦略や渉外局と海外拠点が連

携しての海外募金戦略等を積極的に展開していく。

○校友会費の恒常的確保

校友会本部との連携により、校友会ユーザーモデルを構築し、階層ごとに効果的な

宣伝プランを作成して、校友会費４年次納入制度の完成が近づく 2006 年卒業生に対す

る重点的な広報活動準備を行う。また、早稲田カード 25 周年をきっかけとするカード

ホルダー10 万人目標到達へのプランを策定する。

(3)教育・研究環境の整備

○キャンパス整備方針の策定

各キャンパスの中長期的な整備方針を策定する。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。

○キャンパス整備事業

早稲田キャンパス教育環境整備･･･Ｄ棟竣工(2014 年 9 月末予定）

戸山キャンパス教育環境整備･････新 33 号館低層棟竣工(2014 年 9 月末予定)

31・32 号館改修工事竣工（2015 年 3月末予定）

記念会堂建替計画検討

研究開発センター整備･･･････････「スマート･ライフサポート･イノベーション研究開

発センター」新築工事竣工（2014 年 11 月末予定）

新たな教育環境整備･････････････早稲田通り教室棟(仮称)≪旧日産ビル≫新築計画

検討

高等学院整備････････････････････Ⅱ期整備(体育館棟)竣工（2014 年 7 月末予定）

本庄高等学院整備････････････････Ⅱ期整備(90-7 号館改修)竣工（2015 年 3月末予定）

○新たなコミュニティ形成のための基盤施設整備

学生・教職員にとって利用しやすいだけでなく、早稲田を取り囲む様々な人々の交

流の場となり、周辺地域の活性化にもつながる施設整備を推進する。

・「早稲田小劇場どらま館」新築工事の竣工（2015 年 3 月末予定）

・大学所有地を活用した「大隈通り複合ビル」新築計画（大学関連会社による事業）
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５．東日本大震災復興支援

2013 年度に引き続き奨学金制度を中心とする被災学生の就学支援、ボランティア活動

等を中心とする被災地域への支援、研究を通じた復興支援の３つの復興支援活動を中心

に行う。

(１)被災学生支援

被災した学生および新入生に対する学費減免（2013 年度：総額約億 609 万円、半年減免

42 人、１年減免８人）や東日本大震災被災学生支援奨学金（2013 年度：56人、2560 万円）

による学生支援を引き続き実施する。

(２)被災地支援

平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）を中心として被災地および東京において震

災復興支援ボランティア活動を持続的に実施する。

被災地においては学習支援、イベント支援、仮設住宅支援、スポーツ活動支援などのボ

ランティア活動を随時実施する。また、東京では、震災を風化させないための取り組みと

して、学生団体によるセミナー開催、チャリティーコンサート、被災地応援のための物産

販売支援などを実施する。

(３)研究を通じた復興支援

これまで復興支援研究プロジェクトとして「医療・健康系」「インフラ・防災系」「都

市計画・社会システム系」の３プロジェクト７課題を中心に研究を進めてきた。2013 年

度をもって「医療・健康系」「都市計画・社会システム系」の研究成果を発表し終了した

が、「インフラ・防災系」は重点領域研究として引き続き研究を継続する。
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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 2014 年に、新制高校、高等学院として発足して 65 年目を迎える。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、さまざま

な教育活動に取り組んでいる。日本の教育全体に求められる役割を念頭に、学校法人早

稲田大学が設置する高校として、一人ひとりの生徒をそれぞれにふさわしい学部へと進

学させるのみならず、学部卒業後も生かすことのできる基本的資質を育成していく。

変化する環境に対応するため、2014 年度は、通常活動を円滑に進めながら、下記の諸

点に留意しつつ教育活動を実施していく。

(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積極的に教育内容の改革と新たな

取り組みを始めている。2014 年度も引き続き、教育課程においては各教科での新教育

課程への移行、総合的な学習の時間の改善だけでなく、グローバル化に対応する新た

なプログラムの導入なども試みていく。

国際交流については、すでに高等学院では、英語圏との交流だけでなく、必修とな

っている第二外国語も活用して、ドイツ語学習・ドイツ文化圏との交流、フランス語

圏との生徒派遣交換交流、中国語の学習支援、個別学校との交流協定に基づく国際交

流(台湾、韓国)を行ってきた。

2013 年度には、オーストラリアザビエル校との間で新たに交流協定を結んだが、ザ

ビエル校とはこれまでの交流をさらに深め、新たなプログラムへの参加、オリジナル

プログラムの開発などを目指すが、今後、これまで関係が希薄だった地域も含め、国

際交流を進めていく。

○日常教育活動全般の充実と改善

2010 年４月の開設時に入学した中学部生が 2014 年度には高校２年生となり、中学

360 人、高校 1440 人の体制が順調に推移している。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さらに工夫していく。たとえば 2012 年度に

「WASEDA e-Teaching Award 2012」を複数の教員が受賞したが、今年度もさまざ

まな研鑽活動を進めていく。

学校における教育活動は教科活動、教科外活動に大きく分けられる。教科の授業、

教科関連の行事や諸活動にどの程度の成果が見られるかは、評価の大切なポイントと

なる。同時に、教科以外の学校における活動(部活動や行事など)は生徒の人格や社会性

の育成に欠かせない。教科活動に関しては、よりわかりやすい授業、より丁寧な指導

の工夫がなされるように求めてきた。１学年 480 人募集となって４年目となるが、教

科外活動などの面で、若干消極的な生徒が増えている印象を持つ教員が多く、その点

では、さまざまな活動に積極的に取り組んでいく機会を増やし、教科活動にも教科外

活動にも「挑戦する心」を育んでいく。
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○中学部と高校の効果的な連携

中学部を設置して５年目を迎えた。中学校と高校が連携することにより教育的効果

が発揮されると予想されるもの、個別に進める方が内容が深められるものをさらに検

討し、それぞれ運営上の工夫をより重ねていく。高校の学芸発表会と中学部学習発表

会の同日開催、同窓会奨励金支給、高校の論文作品集に中学部生徒のものを加えるな

ど、改善を図ってきたが、今年度もさらなる充実を目指す。

○高校新教育課程の適切な実施

2013 年度から学年進行で新教育課程が導入されており、今年度は２年次にまでの導

入となるが、新教育課程の趣旨を踏まえ、効果的な教育をしていく。

○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。その方向性に鑑みて、高等学院でも、学術院と協力しつつ、独自性のある教育プ

ログラムを開発し、連携を深めていく。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

2011 年 3 月 11 日は 200 人近い生徒・教職員が宿泊を余儀なくされた。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、想定できる限り

の緊急事態への対応をしていく。
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２．早稲田大学本庄高等学院

(1)事業の概要

2012 年に創立 30 周年を迎えた本庄高等学院は、大学創立 150 周年(2032 年)に、創立

50 周年の大きな節目を迎える。Waseda Vision 150 で提示している、本庄高等学院の将

来構想達成時のイメージは次のとおりである。

「地域の特色を活かした『森に想い土に親しむ』教育を一層発展させた『大久保山学』

をテーマに、教科横断型の教育・研究活動を通して、社会の各分野で活躍できるリーダ

ーを育成する。」

2014 年度は、本庄高等学院４つの教育方針を再確認し、将来構想の実現に向けた具体

的計画について詳細を策定していく。

(2)主な事業

○地域の特性、特に大久保山（本庄キャンパス）の環境を活用した教育の推進

広大なキャンパスと恵まれた自然環境を背景に、「森に想い土に親しむ」教育を組織

的かつ継続的に実践する。すでに複数の教科を超えた横断的かつ有機的なプロジェクト

が立ち上がっており、これを基に、大久保山学におけるノウハウの蓄積を図る。

・稲作プロジェクト

隣接する美里町の協力を得て、田植えから稲刈りまで米作りにかかわる「稲作プロ

ジェクト」が 2012 年度に始まっている。地域交流を深めながら、実際に農業を体験

することで、環境と食に対する意識が涵養されている。

・どんぐりプロジェクト

東日本大震災復興支援の一環として「どんぐりプロジェクト」に取り組んでいる。

未来の命を守ることを目的に、地元の植生にもとづく津波に強い照葉樹（常緑広葉

樹）主体の防潮林を作るたいへん長期的な活動である。気仙沼で採集したどんぐり

から苗木を育て、被災地に送り返して植樹することで、生態系の復興を応援する。

森林再生を通じて、生物多様性保全への理解が深まっている。

○附属校としての高大一貫教育の充実および教育の質の一層の向上

「対話型、問題発見・解決型教育への移行」を意識したカリキュラムと教育方法に

ついて、2014 年度も引き続き検討を進めていく。

・教育課程改革

目指すべき学校像を明確化し、数値化できる基礎学力にとどまらず、数値化が困難

な思考力、判断力、表現力などを併せ持つ生徒の育成に向け、教育の質が保証でき

るカリキュラム改革を開始する。

・シラバスの作成

到達目標や概要などの情報公開を進める。

・学部選択・進路形成

サマーセミナー(講師:大学教員,専門家)やウインターセミナー(講師:OB/OG、学部在

学生)開催と同時に進路の相談会も実施し、生徒が学問研究や職業世界の醍醐味に触

れることで、学部進学の関心と意欲を高め、適性を再確認する機会とする。
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○早稲田大学・社会の中核的存在となる人材の育成

・修学旅行の見直し

創立以来、中国・韓国・台湾の協定校を訪問し、教育の国際化と国際交流の点で、

大きな成果をあげている。今後は交流の意義だけでなく、不確実で不透明な時代に

おけるリーダー育成の観点も含め、修学旅行のあり方について見直す。

・交流プログラムへの参加

2002 年の第１期ＳＳＨ(スーパー・サイエンス・ハイスクール)校指定以来、科学を

通じた国際交流に取り組み、様々な国際科学シンポジウムへの参加や海外の高校生

との共同研究など、今後の科学技術社会を担う世代の人材交流を行っており、本年

度も国際的な視野を育むため、多くの交流プログラムへの参加を積極的に進めてい

く。
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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、本年度で 103 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。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特

色のある独創的で実践的な教育を施すべく、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を行い、優れて

高い成果を上げており、建築科(２年制)と建築都市設計科(３年制)の２学科構成で、以

下の３つの大きな教育方針を掲げ、教育を行っている。

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

2014 年度は、さらなる飛躍を実現すべく「<Waseda AA Renaissance 2014>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ざした専門学校と

大学院との連携体制の構築」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、将来構想達成の具体化した計画を推進する。

(2)主な事業

○芸術学校から大学院への特別推薦入学制度の導入

学士の学位を有する学生を対象に、芸術学校から大学院（創造理工学研究科建築学

専攻）への新たな特別推薦入学制度の導入により推薦者枠を拡大する。

○芸術学校と創造理工学部建築学科との授業連携の実施と相互交流の促進

主として製図およびデザイン系計画理論の授業以外の工学技術系の講義科目に関し

て、建築学科教授陣との連携を進める。また、特徴的なデザイン理論の授業は、学部・

大学院生も聴講可能な科目として開放し、両学生が相互の科目を履修できるよう学生

レベルの交流も進める。

○若手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、

著名な若手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再強化を図る。



Waseda Vision 150

【概 要】

「Waseda Vision 150」では
の実現に向けて、2013年度から
て遂行する。毎年、目標に照らし
ることで、常に改善する。また
に鑑み、常に最適化されたプロジェクトを
【推進体制】

総長を本部長とするWaseda Vision 150
た。Waseda Vision 150推進会議
実現に向けた推進体制を整備

【2032年までのロードマップと現在地

※2013年実績は現在確定していないため

※2017年の数値は、WasedaVision150

stage1

2013 2017 2018

2014

今年度
2017

stage1

達成目標

Waseda Vision 150

では20年後に実現する目標を明確に打ち出し、学内外
から本格的に開始した各プロジェクトを当面5年間の
らし合わせて実行内容を評価し、その結果を翌年度

また、成果の上がらないものは中止するなど、環境
されたプロジェクトを実行する。

Waseda Vision 150推進本部の下に、Waseda Vision 150
推進会議は、各核心戦略で進められる各プロジェクトの
整備する。

現在地】

していないため、2012年実績数値を示す。

WasedaVision150を4つのStageに分け、そのStage1の達成目標を示す。

stage2 stage3 stage4

202720232022 2028

学内外に公表した。そ
の実行計画に沿っ

翌年度の計画に反映す
環境の変化や財政状況

150推進会議を設置し
プロジェクトの進捗を管理し、

stage4

2032

2032
stage4

vision150

最終目標
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【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】

【2014 年度概算予算 [核心戦略別]】

2012年実績 2017年目標 2032年目標

学部生 43,974人 40 ,000人 35,000人

大学院生 9,357人 9 ,761人 15,000人

2012年実績 2017年目標 2032年目標

受入留学生数 4,362人 7 ,000人 10,000人

2012年実績 2017年目標 2032年目標

派遣留学生 2,399人 5 ,000人 全学部生

2012年実績 2017年目標 2032年目標

授業の公開率 0.3% 100% 100%

2012年実績 2017年目標 2032年目標

学部 6% 20% 50%

大学院 9% 30% 50%

2012年実績 2017年目標 2032年目標

受入れ研究費 96億円 107億円 200億円

2012年実績 2017年目標 2032年目標

社会人教育 34,944人 42 ,000人 50,000人

2012年実績 2017年目標 2032年目標

寄付金 32億円 41億円 100億円

2012年実績 2017年目標 2032年目標

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

女性教員 226人(13%) 300人(18%) 600人(30%)

女性職員 344人(32%) 400人(37%) 537人(50%)

単位：百万円

総支出

核心戦略① 入試制度の抜本的改革 219

核心戦略② グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築 4,930

核心戦略③ 教育と学修内容の公開 －

核心戦略④ 対話型、問題発見・解決型教育への移行 396

核心戦略⑤ 大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進 －

核心戦略⑥ 早稲田らしさと誇りの醸成をめざして 25

核心戦略⑦ 独創的研究の推進と国際発信力の強化 330

核心戦略⑧ 世界のWASEDA としての国際展開 584

核心戦略⑨ 新たな教育・研究分野への挑戦 60

核心戦略⑩ 教職員の役割と評価の明確化 57

核心戦略⑪ 財務体質の強化 125

核心戦略⑫ 進化する大学の仕組みの創設 31

核心戦略⑬ 早稲田を核とする新たなコミュニティの形成 6

合 計 6,640

※施設・設備費は除く。

※上記概算予算は収入見合いを含む。




