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はじめに

社会のグローバル化・ボーダレス化の進展は、年を追って急速に強まっており、社会が

抱える様々な課題の多くは、地球規模で起きています。また、科学技術や社会経済システ

ムも複雑化してきており、今日の社会が直面している課題を解決するためには、グローバ

ルな視点、高度な専門的知見、幅広い教養、鋭い洞察力と豊かな人間力を備えた優れた人

材の育成と既存の学問研究やノウハウを超えた革新的な解決策を見出すことが必要とされ

ています。早稲田大学はその創立以来、常に不変の真理を尊重しながら社会の変化を敏感

に感じ取り、様々な課題に果敢に挑戦して変革への道を切り開いてきました。幾多の先人

たちの挑戦によって現在の“早稲田”が築かれてきましたが、更なる大きな変化の潮流の

中で先人たちが築き上げてきた伝統を一段と発展させ、世界の“Waseda”を実現すること

が、今日の早稲田人の使命であり、責任であると考えています。

2010 年 11 月に総長に就任して以来、歴代総長の下での諸改革を踏まえつつ、財政基盤

を確立するための諸施策を実施する一方、学内外の幅広い意見を取り入れながら、中長期

計画「Waseda Vision 150」を 2012 年 11 月に策定し、各学部・研究科・附属校等と力を合

わせ、その実現に向けた歩みを進めてきました。「Waseda Vision 150」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 69 のプロジェクトを提示

し、着実にこれを実行しつつあります。

2015 年度は、「Waseda Vision 150」の実現に向けた諸施策を引続き推進するとともに、

2014 年度に採択された文部科学省・スーパーグローバル大学創生支援(SGU)における

「Waseda Ocean 構想」を梃子に、教育・研究の質の飛躍的向上を目指す歩みを加速して

まいります。

創立者・大隈重信は、「高く飛ばんと欲すれば深く学ばざるべからず」と語っています。

「Waseda Vision 150」に基づく大学改革も本年で３年目を迎え、「深く学ぶ」(準備をする)

ステージから「高く飛ばんと」する実行のステージに移ってきます。本年度も全教職員一

丸で世界の“Waseda”実現に向けて邁進していく所存ですので、これからもご支援のほど

お願いいたします。

総長 鎌田 薫



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 69 のプロジ

ェクトを設定している。

2015 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．Waseda Vision 150 実現へ向けた教育・研究事業

人間力・洞察力を備えたグローバルリーダーを育成するため、学生が深い専門性だけで

なく幅広い教養を身につけられるよう教育改革を行っていく。また、学問の枠組みを超え

て地域や地球規模の問題解決に貢献し、世界の平和と人類の幸福を実現するため、研究組

織と支援体制の整備を進め、研究活動を広く世界へ発信し、その成果を人類社会に還元す

る「国際研究大学」の枠組みを構築する。

(１)「Waseda Ocean 構想」の推進

グローバル人材の育成を第一目標に掲げる「Waseda Vision 150」を引き続き推進する。

その加速化プログラムである「Waseda Ocean 構想」が文部科学省・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。それに基づき、世界を牽引し、世界に貢献する大

学であり続けるため、世界に向けて大学を開放(多様性、開放性)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に着手する。

具体的には、「Waseda Vision 150」で掲げた数値目標のうち、SGU 事業に対応するものに

ついては、当初の達成期限である 2032 年から約 10 年前倒しして 2023 年を目途に目標を達

成することを目指す。

2015 年度は特に、「Waseda Ocean 構想」における事業推進の軸である６つのモデル拠点(日

本文化学・ナノエネルギー材料工学・実証政治経済学・数物系科学・健康スポーツ科学・

ICT ロボット工学)に対して先行して集中的に投資を行い、新たな国際的教育・研究プログ

ラム構築に向けた教育・研究環境整備を支援し、その取組や成果等を積極的に発信するこ

とを目標とし、以下の事項を実施する。

■世界トップレベルの教員を招聘し、共同指導や共同研究等を通じて人材育成や研究力

の向上に取り組む。

■連携大学等とのネットワークを活用する国際的なインターフェースを持つ教育・研究

システムを構築する。

■国際ワークショップ、シンポジウムを開催し、教育・研究活動の活性化を図るととも

に、研究成果を国内外へ発信する。

■海外の協定大学と連携し､学修効果が高く国際的に通用する授業運営方法を修得する

実践的なＦＤプログラム(海外派遣型研修・国内セミナー)を実施する。また、ワシン

トン大学と連携したプロジェクト(Joint CTLT）により新たな教授法の開発に着手する。

■モデル拠点の本格的な稼働に合わせ、各拠点の事務組織のさらなる整備や教育・研究

用スペースの整備を進める。



(２) 世界水準の優れた研究を推進するための整備・改革の加速化

世界水準の優れた研究を推進するため、2014 年度に引き続き、国際的に通用する研究体

制・環境の整備を精力的に取り組み、「Waseda Vision150」の実現を加速化する。

2013、2014 年度で整備が完了しつつある研究活動の企画・マネジメントや研究成果の利

用促進を行う研究マネジメント人材(URA)を活用し、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、世界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。具体的には、次代の早稲田の研究力の担い手となる研究者を

選定し、集中的な研究支援、環境整備を行う「次代の中核研究者育成プログラム」を 2015

年度より試行的に実施する。2 年間の試行期間を設けプログラム改善を図りながら 2017 年

度の本格実施を目指す。本格実施では常時 10 名規模の研究者の重点支援を予定している。

加えて、本学の多様な研究組織に対しても、組織の活性化と自己改革機能の強化を目的と

した研究事業評価と研究支援を連動した取り組みを 2015 年度に具体化し、実施を目指す。

2014 年度に設けた、大規模な研究を主導的に推進している研究者および国際発信力の高

い研究業績をあげている若手研究者を表彰する「早稲田大学リサーチアワード」を 2015 年

度も引き続き実施する。

これらの取り組みは、文部科学省「研究大学強化促進事業」等を活用しながら実施し、

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、2015 年

度は外部獲得資金を含む研究費総額 113 億円規模で研究を推進していく。

(３)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。

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(2014 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。

2015 年度は、各学術院からの募集受付、審査を経て、各学術院の教育システムを支援し

ていく。



２．学びの場の整備・情報環境の充実

新しい教育方法や学修環境の変化に対応し、学生がいつでもどこでも学べる環境を実現

するため、建物、情報基盤等の環境整備に取り組む。

(１)新たなコミュニケーション基盤システム「MyWaseda」の整備

全学の共通情報基盤「Waseda-net ポータル」と授業支援システム「Course N@vi」を統合

し、利用者の資格に応じた活動に即したマイページや、自立型学修ポートフォリオ、学生

カルテを含む新たなコミュニケーション基盤としてポータルシステム「MyWaseda」を整備

する。

独自に開発してきた Waseda-net ポータル、Course N@vi では正規授業科目 77%のほか多

数のプロジェクト利用があり、教員利用率は 93%超、学生年間ログイン回数は 1,000 万回超

に上る。これらを統合し、利便性、操作性を高め、学生、教職員のあらゆるアクティビテ

ィをサポートする。MyWaseda では、ユーザーインターフェースの刷新や既存機能の拡張と

ともに、PC だけでなくスマートフォンやタブレットに対応する。また、学生の学習成果の

みならず、ボランティアや学内ジョブ、インターンシップ等学生の活動履歴を自動的に収

集・蓄積する学修ポートフォリオを構築し、学生自身による振り返り学修を支援する自立

型ポートフォリオを確立する。学修ポートフォリオでは、電子化された学習成果だけでな

く、レポートやミニッツペーパーなどの手書きの学習成果をデジタル化し蓄積することや、

教員が採点やフィードバックを記入したうえで学生に返却することができるようにし、す

べての学習成果が蓄積・活用されることを目指す。あわせて、ポートフォリオで蓄積した

学習成果を活用し、効果的できめ細やかな学生指導を可能とする「学生カルテ機能」を実

現する。

(２)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、通常の個人学習スペースだけでなく、

グループで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、2015 年度は、

早稲田キャンパスにおいて 7 号館 1 階に新たなラーニングコモンズを設けるとともに喫食

スペースや売店を整備するほか、西早稲田キャンパスにおける中庭整備、グループ学習施

設である「共創館」のさらなる整備・充実等の事業を進める。



(３)新記念会堂(仮称)建設計画の推進

竣工後 57年以上を経て、老朽化の進む記念会堂（37 号館）について、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月からの供用開始を目指し、実施設計および解体工事を行う。

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、

延べ面積を現在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、既存の記念会堂と同等の広さの

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。

３．早稲田文化・スポーツの発信

本学が所有する多種多様な文化資源を、教育・研究・学生生活において有効活用すると

ともに、展示会や各種イベントを通じた社会貢献活動、国際共同シンポジウムの開催をは

じめとする国際文化交流を推進する。さらに、「早稲田文化ポータルサイト」を構築するこ

とで、本学の多様な文化・芸術諸活動をまとまりのある「文化の束」として発信していく。

また、早稲田スポーツの価値や機能を最大化するため、大学スポーツの新たなモデルを提

示する。

(１)「早稲田小劇場どらま館」の展開

早稲田キャンパス近くの南門通り商店街に建設中だった「早稲田小劇場どらま館」（地上

4 階建て）が 2015 年 3 月に竣工した。かつてこの場所には、小劇場運動の中心的な存在で

あった劇場があり、数々の名作を世に送り出してきた。その後、早稲田大学が譲り受け「早

稲田芸術文化プラザどらま館」として学生団体に貸し出しを行ってきたが、2012 年 10 月に

解体され、新たに“早稲田小劇場”の名称を冠した「早稲田小劇場どらま館」として再建

された。「早稲田小劇場どらま館」について、以下のとおり展開していく。

(1)早稲田演劇振興の拠点とし、演劇の世界をめざす学生（役者・脚本・演出など）の登竜

門として位置づけ、早稲田演劇の伝統を継承・発展させ、優れた演劇文化を発信する。

(2)演劇教育に資する事業を実施し、本学から日本を代表し世界で活躍する人材を育成する。

①学生の感性を育むための、学外の演劇団体を招聘した公演の実施

②第一線で活躍する演劇人を招いてのワークショップなど、教育プログラムの実施

③演劇文化の発信（展示企画、書籍の刊行、Web の活用など）

(２)早稲田スポーツの新たな展開

文武両道を体現する次世代リーダーの育成を目標に 2014 年度から開始した「早稲田アス

リートプログラム」をさらに推進する。ここでは「人格陶冶のための教育プログラム」と

して、アスリートが身につけるべき知識・スキルの獲得、キャリア形成支援、ボランティ



ア・地域貢献活動、国際交流支援等のプログラムを提供するとともに、各部指導者らと連

携した「修学支援」により、標準修業年限(4 年間)での卒業をサポートする。

また、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 年に予定されている新記念会堂(仮称)

の更新にあたり、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。



早稲田大学

１．教育改革事業

(１)入試制度の抜本的改革

○多様で優秀な学生獲得のための方策の検討と推進

入学者の多様性を確保するとともに、留学生１万人の目標に向けた改革を行う。特

に帰国生・外国学生入試について、以下の通り出願要件を変更し出願数の増加を図る。

【帰国生入試】

・中等教育最終学年を含め 2 学年以上の海外学習歴を出願要件とし、多様なアカデ

ミックカレンダーへの対応を容易にする。

・海外の大学入学資格試験結果の提出を不要とする。

【外国学生入試】

・12 年目の課程を海外教育機関で修了に出願要件を変更

・日本留学試験の受験だけでなく、日本語能力試験のスコア提出も可能とする(学部

により利用可能な試験は異なる)

また、現行入試制度の評価・改善、戦略的入試広報の計画立案等を進めるとともに、

2013・2014 年度に「入試開発オフィス」が助言を行った学部の入試改革(政治経済学

部でグローバル入試発足、文化構想学部・文学部・商学部で大学入試センター試験利

用入試を改革など)が 2016 年度入試で実行段階となるため、その効果を検証していく。

○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

優秀な学生を国内外の多様な地域から発掘するため、「入試開発オフィス」を軸にし

て、新たな入試制度の開発や戦略的広報について各種調査をもとに、実現に向けた取

組みを行っていく。また、職員の全学横断的な協力のもと、入試運営の一元化の促進

や、「オールワセダ」での広報活動の実施等を推進する。

○附属・系属校を中心とした高大連携の推進

スーパーグローバルハイスクール等の取り組みを通じ、国際的に活躍できるリーダ

ー育成に資するための推薦制度や単位認定等の高大連携を推進していく。また、附属・

系属校の男女比率や寮制度についても検討を進め、多様で優秀な生徒の確保に繋げる。

(2)グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築

○新たな研究科・専攻の設置

・大学院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）

・大学院経営管理研究科経営管理専攻(専門職学位課程)の設置(2016 年４月)

ビジネス教育の一層の発展のため、商学研究科ビジネス専攻とファイナンス研究

科を統合し、新たな専門職大学院として経営管理研究科を設置する。

○基盤・専門・教養教育の充実と連携

基盤教育科目のより一層の充実を図るとともに、科目体系化の指標となるコースナ

ンバリングの付番結果をもとに、全学における設置科目の可視化、科目の体系化を進

める。



○社会貢献・ボランティア活動を通じた人材の育成

2014 年 4 月から全クォーターでスタートしたグローバルエデュケーションセンター

設置科目「体験の言語化」の精度を上げ、学生への認知度を高めるとともに、これま

で蓄積してきた様々な体験の言語化方法論を集約し、高度に標準化された「WASEDA

メソッド」として開発する。さらに、ボランティアフェア、シンポジウム、出版、Web

等により、ボランティア関連科目とプロジェクトを往還することで学生が成長してい

ることを発信する。

また、ボランティア入門者向けの国内外のスタディーツアーの設置、競技スポーツ

センターでのスポーツボランティアの促進を行う他、研修会、シンポジウムなど各種

事業を開始するとともに、高大連携の一環として、附属・系属校の生徒によるボラン

ティア活動推進事業を実施する。さらに、2020 年の東京オリンピック・パラリンピッ

クで全学生がボランティア活動に関われるための準備を本格化させる。

○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正規プログラムとして、定員 150 名を想定したサマープロ

グラムを実施する。また、2016 年度に向けて、多くの学部で必修科目として取り入れ

られている General Tutorial English のクォーター化を推進する。

○教育支援システムの構築

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、MOOC を含む公開コンテンツを活用した反転授業の導入と

有効性の検証を進める。また、動画コンテンツのモバイル対応、学習ログの分析結果

等により効果的な電子教材を提供し、学生がいつでもどこでも学べる環境のさらなる

向上を目指す。

○「Good Practice」の整理および普及・展開

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、教員表彰制度の実施、教育効果の高い優れた取組の情報共有と相互活用の促進、

ワシントン大学とのジョイントセンター構想における研修プログラム開発等を行う。

○授業における TA 制度の活用・授業形式見直し

ティーチングアシスタント(TA)を活用した新しい授業形態について情報を共有する

とともに、TA を活用した優れた取り組みを選定し支援する。また、TA 向け研修コン

テンツの拡充をはかり、TA 自身のモチベーションや意識を高める方策を進める。

基盤教育科目を充実するため、2015 年度は年間で「数学基礎プラスαβγ」履修者

数 7,800 人、学術的文書の作成」履修者数 6,400 人、「統計リテラシーαβ」履修者数

5,000 人、ライティングセンター利用者 5,000 人を見込み、それに対応できる TA の態

勢を整える。



○オナーズプログラムの展開

卓越した知的能力を有し、多様性への敬意、利他の心、進取の精神、リーダーシッ

プを兼ね備え、公共のために奉仕する人材を育成するオナーズプログラムの 2016 年度

からの開始を目指し、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およびカリキュラム案を固める。

○社会人教育プログラムの拡充

従来からの社会人向け正規生プログラムに加え、2016 年度に設置する大学院経営管

理研究科でも夜間主コースを設けるなど社会人に配慮した教育プログラムを提供すべ

く、文部科学省への設置届出の手続きを進める。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

えながら、国内外国内のエグゼクティブ向け受託研修事業について取り組みを強化し

ていく。国際受託プログラムとして ETP（EU ビジネスマン日本研修プログラム）30 期

（2015 年 1 月～11月）早稲田モジュールを実施する。

○自治体・企業との連携による社会連携教育の推進

企業や自治体等との連携により、学生教育や地域活性化を目的としたプログラムを

遂行し、拡充する。2015 年度は主に、①本学学生がリアルな現場を体験し多様な価値

観に触れることで、学びに対する気付きを引き出すための社会連携教育プログラム、

②理科算数だいすき実験教室や経営者セミナー等による、社会・地域貢献に寄与する

ための人材育成プログラムの 2つに大別する。また、その取組や成果の情報発信を当

該企業や自治体等と協働で行うことにより、プログラムの重要性のみならず、参加機

関の認知度も高める。

○学修環境の充実に資する学術情報基盤の整備

反転学習、プロジェクトベース学習などのアクティブラーニングを支える学修環境

を充実させるため、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。

(３)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

既存の個別プログラムについては、以下の参加者数を目標として実施する。

・商学部 グローバルカレッジ－ABS：10 名

・社会科学部 中国語中期留学プログラム：10 名

・理工３学部 カリフォルニア州立大学デービス校短期留学プログラム：30 名

・理工３学部 セントメリーズ大学短期留学プログラム：5 名

・国際教養学部 ハワイ大学 TSA プログラム：5 名

・教育学部 クイーンズランド大学短期留学プログラム：10 名



○中期・短期留学プログラムの開発

2015 年度中期留学プログラムについて、以下の協定校と新規開発を行う。

・北米：ハワイ大学

・欧州：リヨン第 3 大学、ボン大学、サラマンカ大学

・オセアニア：オークランド大学

また、留学教育成果を検証するため、留学ポートフォリオを Course N@vi に作成す

る。ポートフォリオで学生自身の学修記録を残すことができるシステムを構築し、語

学テストスコアの記録、履修科目の記録、写真やコメントの共有、アンケート・報告

書の提出の機能をつけ加える。

○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

本学に在籍する留学生等に対する日本語･日本文化に関する講座の他、海外の学生向

けに半年および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回開講しているが、今後の留学生受入数の増大に対応

するため、プログラムの企画・開発・受入体制を更に強化する。また、600 を超える日

本語･日本文化に関する科目から、留学生各自のニーズに沿った日本語学習計画立案を

支援するための「わせだ日本語サポート」を拡充するとともに、サポートスタッフの

養成を視野に入れた「日本語学習アドバイジング」コースの開発を進める。

○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

交換派遣先大学の新規開拓および既存の交換留学受入先へ受入人数増加の依頼を行

う。特に、今まで交換協定大学が少なかったアメリカ中西部の優れた州立大学、カナ

ダの優れた州立大学および欧州の大学との交換留学を推進し、新規交換協定大学 15 大

学、合計枠数 50 名の増加を目標とする。

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

2016 年度中の開始を目指し、カリキュラムを構築するとともに、同プログラムへの受

入れ体制整備を進める。

○ダブルディグリープログラムの改革

GLCA/ACM（五大湖・中西部私立連盟）と学部レベルダブルディグリープログラム

(DDP)を 2015 年 9 月から開始する。また、政治経済学部における百賢教育基金奨学金

プログラムによる DDP において、現行の北京大学、復旦大学、台湾国立大学に加え、

新たに清華大学、上海交通大学、香港科技大学とのプログラムを開始する。

○学際的国際貢献プログラムの新設

文部科学省「国費外国人留学生の優先配置を行う特別プログラム」に採択された「世

界で都市問題に取り組む人材を育てる学際的国際貢献プログラム」を理工 3 学部、社

会科学部、国際教養学部が連携して実施する。世界各国で進む都市化問題の解決に寄

与する人材を育成することを目的とし、外国人留学生 20 名（うち国費外国人留学生 10

名）と日本人学生 10 名を受け入れる。



(４)学生支援の充実

○奨学金制度の充実(予算総額 3６.５億円)

予算総額約 36.5 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 年度に

実施した個別の奨学金制度の改編を引き続き実行するとともに、特に以下の点につい

て重点的に行っていく。

・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

・運用変更後の渡日前入試予約採用給付奨学金の実施

・緊急奨学金による家計急変者への継続対応

○学生参画・ジョブセンター開設による学生参画の拡充

学生を教職員とともに大学の主人公であると位置づけ、学生参画の拡大により教

育・研究を豊かに展開するとともに、学生の提案を積極的に大学の事業に反映させる。

また、学生の志向、能力、専門性を活かした仕事をスチューデント・ジョブとして創

出し、学生の正課以外の活動を大学が証明できるよう記録を残す仕組みを構築する。

学生参画・ジョブセンターの開設により、主に学生参画運営委員会の設置、活動計

画の策定、スチューデント・ジョブに関する求人情報の一括管理、ポートフォリオ構

想に対応する学生参画に関する活動情報の集約・管理を行う。

○人間力・地力強化プログラムの整備

学内のあらゆる場で実施されている人間力・地力養成の基盤になる「成長の場所」

を集約して学生に提示する『みらい設計ガイドブック』を発行し新入生に配付すると

ともに、新入生ガイダンス等を通じて人間力・地力強化につながるプログラムを紹介

する。

２．研究強化事業

(1)研究体制の戦略的強化

○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) の役割を明確にすることで、最適配置するとともに、スキル向上

のための教育・研修を行う。また、若手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 2016 年度からの制度化を目指して試行的に

実施し、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。2015 年

度は、4 名の研究者を選定し支援を行うとともに、引き続き若手研究者向け研究支援セ

ミナーの開催や助成を行う。

○研究組織・体制の整備

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。



○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

（ScivalExperts）を相互活用した研究者データベースを再構築し、研究活動の生産性

向上と研究成果発信の強化を行う。

○研究支援システムの構築

研究者の事務手続きを軽減するため、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。また、共同研究促進のための情報環境の整備として、

開発中の新コミュニケーション基盤システム「MyWaseda」を利用して、研究者の研究

をサポートするグループウェア的な機能をリリースする。さらに、教員間のコラボレ

ーションを活性化させるファイル共有サービス（オンラインストレージ）や、Office365

等のソフトウェア利用サービスを提供していく。

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、研究者本人の負担を軽減しつつ、大学としての研究業績の公開を促進

する。

(2)研究の国際的競争力の拡充

○国際展開戦略の策定

世界中の大学・機関の教育・研究マップと、本学の教職員・学部・大学院・研究機

関との関係を示すマップを活用し、大学が有する機能・役割のうち、重点的に国際化

を推進する項目として「教育」「学生募集」「研究」「ガバナンス・財政」の 4 項目を挙

げ、アジア、オセアニア、北米、中南米、中東、アフリカ、欧州の地域ごとに推進す

る国際化戦略を明確にし、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。

○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

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、初年度実施分の評価・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

○健康・医療分野の検討

全学共通副専攻「健康・医療」の科目構成の再検討を行うとともに、早稲田大学が目指

す「健康・医療教育」について具体的な計画を策定する。



○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「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」「芸術」

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

○学生・校友支援システムの構築

校友向けとして現在、(株)早稲田大学アカデミックソリューションが学生・校友・

在学生父母等に向けて提供している QuonNet について、MyWaseda との機能整理ととも

にサービスの再構築を検討する。

○多様なコミュニティの創出

2014 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施策を実行する。

・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

○教育・研究・大学運営・社会貢献における校友との連携

2014 年度から着手した WASEDA'S Health Study への支援をさらに強め、参加者獲

得を行う。現在、約 600 名の参加登録者があるが 2015 年度はより一層の参加登録者を

獲得するよう、支援体制を強化していく。具体的には定期的に主任研究者とワーキン

グを設定し、進捗状況を共有しながら効果的な取り組みを実施する。また、地域交流

フォーラムおよび校友会支部総会を活用して全国に情報宣伝活動を行うとともに、校

友会東京 23 区支部と連携をしながら都内の登録者増強を図っていく。

○稲門経済人のネットワーク構築

「稲門経済人の集い」を東京・大阪で、「東海早稲田経済人会」を名古屋で実施する

他、「稲門経営者の皆様との懇談会」を開催する。それぞれの会を通して稲門経済人の

交流を深め、ネットワークを強化するとともに、大学からも Web サイトやメールマガ

ジンを活用しての積極的な情報発信を行い、稲門経済人と大学とのネットワーク構築

を進める。



(2)文化資源・情報の発信

○文化・芸術の推進とキャンパスからの文化発信

大学ホームページに「早稲田文化ポータルサイト」を構築し、多様な文化・芸術諸

活動をまとまりのある「文化の束」として発信力を高める。また、『キャンパスがミュ

ージアム』および『早稲田に歴史あり』などの小冊子シリーズを増刷し、新たに刊行

される『早稲田に歴史あり２』や、『早稲田風景～紺碧の空の下に～』を含め、“早稲

田の記憶”を積極的に発信していく。さらに中国、韓国、ポーランドなどとの国際文

化交流を目的とした展覧会、共同シンポジウムなどを順次開催する。

○地域との連携による文化発信と施設の有効活用

地域と本学との連携強化に資する早稲田文化発信のため、従来から交流のあった美

濃加茂市、熱海市、鴨川市、軽井沢町などの地方自治体に加え、2015 年度は 14都県を

目途に地域連携事業を実施する。自治体等の大学への期待を十分に把握し、連携のさ

らなる強化を図り、連携事業実施に伴う資金の確保に努める。

○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

2014 年度の「収蔵品管理システム」の導入、本格的な運用開始という基盤の上に、

2015 年度は「アーカイブ公開システム」の導入を進める。「アーカイブ公開システム」

を構築することにより、本学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、蓄積として広く社会に公開していく。このことにより教育・研究上の積極的な

活用が期待される。

○早稲田大学百五十年史編纂

早稲田キャンパスに百五十年史編纂室を開設し、『百五十年史』第１巻の執筆編集ス

タッフおよび第２巻以降の編纂事業スタッフを確保する。その上で『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を拡充、理事会・評議員会・維持員会資料の目録化作業、戦

争犠牲者および戦争体験聞取り調査も進める。また、編纂事業の進捗状況として、収

集資料、調査成果を大学ホームページで逐次公開していく。

○早稲田らしさと誇りの探求

2014 年度に完了した校友・寄付者、学生生活調査、留学生等の意識調査の分析結果

を元に、校友に対する早稲田らしさの醸成、早稲田文化やブランドの浸透、学術院等

ごとの在学生からの早稲田らしさへの醸成などの洗い出しを行い、その結果をもとに、

「Waseda Vision150」で進めている他の各プロジェクトで発展的活用のできる具体的

提案を行う。



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、教

員の担うべき役割や評価基準案を策定する。また、将来を見据えた教職員の給与制度

のあり方について、引き続き検討を進めていく。

○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改革を順次実行するととも

に、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。また、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引

き続き段階的に行う。

○IR 機能の強化

学内に散在する様々な情報(データベース)を統合し、多角的なデータ分析を可能とす

るための環境整備を行う。その分析結果を活用し、客観的なエビデンスベースの企画立

案を支援する体制の構築を目指す。

○自律的で持続的な大学改革

本学の教育、研究および経営の質的向上に資する自律的で持続的な大学改革を推進す

るため、大学理念に基づき、高等教育に関する研究および授業方法の企画・開発・普及

促進とその実践支援の充実をはかる。

○大学ガバナンスの検討

第 2 次大学ガバナンス検討委員会や評議員会のもとに設置されたガバナンス諮問委

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、新規事業の立ち上げに際し、その効果、財政、人材、関連法規等へ及ぼす影

響や手続きを明確化し、3 年後の達成目標を数値的に定め、経営的視点やマネジメント

的視点を持った事業立案ができる「事業評価制度」の実績を積む。

○海外拠点のより高度な活用

海外拠点の担う重点業務（研究推進・産学連携支援、海外校友等との連携強化支援、

募金活動支援、学生募集活動支援、国際教育プログラム企画・運用支援）における学

内連携体制を活用し、それぞれの業務における海外拠点の具体的な貢献実績を重ねる。

また、拠点別の対応可能業務を明示して利用を促進するとともに、海外拠点に関する

情報発信を強化し、認知度向上を図る。

○戦略的広報の推進

2014 年 11 月より本学トップサイトや箇所サイトのリニューアルを順次行った。こ

れに続き、2015 年度末までに約 80 箇所のリニューアルを完了させる。新サイトは、

本学で初めて統一システム、統一レイアウトによるビジュアルを主体とするデザイン



を採用し、これにより大学から発信する情報の量と種類が飛躍的に増大した。さらに、

情報の連携が見える動線、高いセキュリティなどが実現し、ブランド力の向上が可能

となる。また、同時に国内外への発信力の強化を目指し、ソーシャルメディアの活用、

映像コンテンツの作成、海外在住者へのメールマガジン発信などを実施するとともに、

他大学のブランディング強化事例を収集し、強化策の立案・実行を行う。

○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。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、効果的な研修やサポートを行う。さらに、男女共同参画に必要な調査を実施、

検証し、改善を行うとともに、国際対応するためのワーキングを設置し、国際渉外活

動に取り組む。

○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

る。また、各種システムと連携することで、管理すべき対象となる文書を業務データ

と関連づけることを可能とする。加えて、事務系プリンタの一部を複合機化し、文書

の電子化環境を整備することで、ペーパーレス化を推進する。

教学システムについて、統合型基幹業務システム導入に伴う見直し、普通紙での証

明書発行および通常プリンタにおける交通系決済による証明書発行の実現の他、奨学

金システム、学生サークル管理システムの開発や国際交流システムの刷新を進める。

2014 年度に構築した全学のデータを集約した統合データウェアハウス （DWH）につ

いて、分析および結果の公開を推進するために、ツール導入等、利用環境を整備する。

○サイバーセキュアキャンパスの整備

情報基盤の利便性向上のため、主要教室・ラーニングコモンズへの無線 LAN アクセ

スポイントの設置を進める。また、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。事務系環境ではハードウェア故障の低減

および故障時のデータ喪失の回避、動作速度の改善を目的として事務系 PCのシンクラ

イアント化を実施する。利用者支援の充実のため、対応履歴をベースとしたヘルプや

マニュアル等のタイムリーな情報提供や新規サービスリリース時の円滑な移行・利用

促進のための体制を整備する。

(2)財政基盤の強化

○予算編成のあり方

2014 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、中期財政見通

し、「Waseda Vision 150」等を踏まえ、予算の効率的な活用に向けた課題・論点の整

理を行う。また各主管箇所の収支構造の見直し施策の確認を行い予算削減に向けたキ



ーファクターの設定を検討し、調達・執行上における諸課題の整理、新運用ルール案

を策定する。

○事業別予算制度の構築

2015 年度事業別予算の精度を高め、翌年度の予算策定を行う。また、財務システム

プロジェクトで、事業別予算の観点を踏まえたシステムの構築を検討する。なお、昨

年に引き続き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、これを基盤とした、財政の健全性の担保を図るため

の新たな財務指標を設定する。

○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、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。

○常時資金獲得体制の構築

WASEDA サポーターズ倶楽部・教育振興資金の強化はもとより、全学的な取り組み

を推進し、各箇所指定寄付、各事業募金活動(早稲田小劇場ネクスト・ジェネレーショ

ン募金、文化振興募金、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、政経グローバル・リーダー養成ファンド等)の一層の拡大を図る。寄付者

に対する情報発信(寄付金の使途報告・大学近況報告等）のさらなる充実とともに、学

内外広報誌や募金 Web サイト、メールマガジン等の多様なメディアを活用した広報戦

略を積極的に展開する。

○校友会費の恒常的確保のための校友会認知度拡大

2015年度は校友会費4年次納入制度(卒業時に10年分の校友会費前払い)の完成年度

であるため、2006 年次校友に対し、校友会ユーザーモデルを用いて ONE TO ONE コミュ

ニケーションの手法を駆使し、一人ひとりの校友の胸に届くメッセージを投げかけ、

11 年目以降の会費納入促進を積極的に行っていく。また、2015 年 4月から行う早稲田

カード一般カード本人年会費の無料化施策を徹底して周知し、校友によるカード利用

の促進を図る。また、新たな切り口で学内に校友が日常的に集える空間の創出につい

ての検討を行う。具体的には校友サロンをより校友が身近に利用できる施設とするこ

とができるかどうかを再検討する。加えて、年次・地域稲門会以外の各種稲門会へは

会費納入率に応じて補助額が変動するタイプの新しい校友会組織強化補助費について

広報を強化して会費納入向上につなげていく。



(3)教育・研究環境の整備

○学習環境の整備

スマートフォンやタブレット、クライアント PC 等の盗難や置き忘れに伴う情報漏え

いの防止や、学内外の利用者間の情報共有の促進を目的として、オンラインストレー

ジ機能の提供や、メールシステムの更新、クラウドオフィスシステム（Office365）の

導入により学生の学習環境を整備する。また、学生の経済的支援とキャリアアップを

目的としたスチューデントジョブの情報や、学内におけるボランティアやインターン

シップ等各種学生が参画するアクティビティ情報をデータベース化し、ポートフォリ

オシステムで学生自身が振り返り学習できる環境を構築する。

○キャンパス整備方針の策定

「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整備方針を策定する。また、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研究環境整備

・7 号館 1階ラーニングコモンズ整備工事(2015 年 10 月末竣工)

・3 号館完成に伴う 2・8号館再配置改修工事(2015 年 9月末竣工）

・経営管理研究科開設に向けた 26号館改修工事(2016 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)新築工事実施計画・既存施設(37 号館)解体工事(2016 年 3 月竣工)

西早稲田キャンパス教育研究環境整備

・中庭改修工事(2016 年 3 月末竣工)

所沢キャンパス教育研究環境整備

・バリアフリー対策改修工事(2015 年 9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改修工事(2016 年 3 月末竣工)

新たな教育環境整備

・早稲田通り新教室棟(旧日産ビル跡地)新築工事(2015 年 12 月着工)

○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。また、周辺商

店街と連携した売店を早稲田キャンパス 7 号館 1階に整備する。



５．東日本大震災復興支援

東日本大震災直後に設置された「東日本大震災復興支援委員会」および「東日本大震

災復興支援室（室長：鎌田薫総長）」の役割を Waseda Vision 150「東日本大震災復興支

援プロジェクト」に集約させ、『震災を風化させないための取り組み』と『次代の震災へ

の備えの推進』を軸に、将来に向けた施策を実行するために必要な学内体制の構築を目

指す。なお、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

とする被災地域の復興支援、研究を通じた復興支援の３つの復興支援活動は、次年度以

降、学内各箇所における自立的な活動へと移行させることを前提として、2015 年度は以

下のとおり継続する。

(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（2014 年度：総額約 2,675 万円、半年減免

36 人、１年減免 4 人）や東日本大震災被災学生支援奨学金（2014 年度：43 人、1,900 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ける震

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、イベント運営支援、仮設住宅の居住者支援、スポーツ活動

による支援などのボランティア活動を継続的に実施する。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、

チャリティ駅伝、海の照葉樹林(防潮林)づくり支援などを実施する。さらにはこれらの活

動を通じて、復興支援を行うとともに被災地域や同様の活動を行う各大学とのネットワー

クを確立する。

(３)研究を通じた復興支援

当初 3 か年計画の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。

そのうち「インフラ・防災系」「都市計画・社会システム系」については重点領域研究と

して 2014 年度も研究を継続してきたが、2015 年度に研究プロジェクトの最終年度を迎

えるため、これまで取り組んできた研究成果をとりまとめ、社会発信を進めていくとと

もに復興支援に繋がる提案を目指す。



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 2015 年に、新制高校として発足して 66 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、様々な教育活動に取

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、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。本年度、中学部からの進学者が

高校 3 年生となり、一つの区切りを迎えることになり、その成果を検証して充実した教

育内容とする。また、2014 年度に文部科学省よりスーパーグローバルハイスクールに指

定されており、この事業も含め、2015 年度はこれまでの実績をさらに充実させつつ、新

事業も着実に実現させていく。

(2)主な事業

○Waseda Vision 150 と高等学院の将来構想の具体化

「Waseda Vision 150」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。2015 年度は新教育課程の完成年度となる。高校 3 年生ま

での新しい教育課程が完成し、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工夫をしていく。学部との共同事業を

推進し、学部の教育内容にふさわしい事前教育ができるよう環境を整える。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。この研究課題に沿って 7 つのプログ

ラムを進めていくが、その柱となるプログラムのいくつかが 2015 年度に実現する。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

開始などである。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グローバル化を進めていく。

協定校も順次増やしていく予定であり、2014 年度はオーストラリア、ロシアに協定

校を得た。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、ドイ

ツ語圏、フランス語圏、中国語圏、ロシア語圏との交流も可能となった。2015 年度末

までにはさらにオーストラリア、ドイツの学校との協定締結を進める。また、韓国の

ハナ高校とも協定を結び、ソウルの同校でおこなわれる国際シンポジウムに昨年に続

き今年度も参加予定である。

○日常教育活動全般の充実と改善

中学 360 人、高校 1,440 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。

全国的に見ると海外留学生数が減少傾向にある中、充実した教科指導に加え、国際

交流、部活動、プロジェクト活動などを支援して困難なこと、新たなものに「挑戦す

る心」を育んでいく。



○中学部と高校の効果的な連携

中学部を設置して６年目を迎えた。中学・高校の連携協力の工夫を重ねていく。こ

れまでも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のものを対象とするなど、改善が図られてきた。今年度

は生徒同士の交流を積極的に支援すると共に、中学部生に、スーパーグローバルハイ

スクール事業の展開に十分備えられるような準備もしていく。

○高等学校新教育課程の適切な実施

2013 年度から学年進行で高等学校新教育課程が導入されており、今年度は 3 年次に

まで導入され完成年度を迎えるが、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、それぞれ教育に新たな取り組みをしてい

るが、その方向性に鑑み、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。



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、高校教育界にあって確固たる地位を築くことを目標に、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。

・SGH(スーパーグローバルハイスクール)の指定校を目指し、申請を行う。

・生徒全員が他者との建設的なパートナーシップを構築できる力を獲得する。

・各コミュニティ固有の課題解決や発展のため、複合的視点から企画を創造し、国

内外の仲間と望ましい人間関係を構築しながら協働で課題に取り組む力をつける。

・幅広く深い知識教養に裏打ちされた複眼的な視点、優れたコミュニケーション力

を養成する。

・「パートナーシップ構築力」をさらに分節し、「企画力・発想力」「知力・判断力」

「共感力」「コミュニケーション力」「行動力」の５つの資質を身に付ける。

・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。

○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、根気強く学問に

立ち向かえる心身を育てる。

・学部のみならず将来様々な分野で要請される確かな基礎的学力を涵養する。

・基礎力、思考力、判断力、表現力を一層伸長する新カリキュラムを実行する。

・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。

○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。



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、104 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

2015 年度は、さらなる飛躍を実現すべく昨年度に引き続き「<Waseda AA Renaissance> 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の具体的諸計画をより強力に推進していく。

(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る推薦者枠を拡大する。

○大学院創造理工学研究科内に建築芸術論研究室開設

大学院創造理工学研究科建築学専攻内に、芸術学校専任教員による建築芸術論研究室

を開設し、上記特別推薦入学制度を活用した、専門学校（国家試験受験資格）と大学院

（修士学位）を直結したハイブリット・デザインコースを始動させる。

○創造理工学部建築学科との授業連携による特別聴講制度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もとに特別聴講制度を実施する。また、同時に、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相互交流を促進する。

○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、

有力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20年後に実現する目標を明確に打ち出し、学内外に公表した。そ
の実現に向けて、2013年度から本格的に開始した各プロジェクトを当面5年間の実行計画に沿っ
て遂行する。毎年、目標に照らし合わせて実行内容を評価し、その結果を翌年度の計画に反映す
ることで、常に改善する。また、成果の上がらないものは中止するなど、環境の変化や財政状況
に鑑み、常に最適化されたプロジェクトを実行する。
【推進体制】

総長を本部長とするWaseda Vision 150推進本部の下に、Waseda Vision 150推進会議を設置し
た。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進捗を管理し、
実現に向けた推進体制を整備する。

【2032年までのロードマップと現在地】

stage1 stage2 stage3 stage4

2013 2017 201 202720232022 2028 2032

2015

今年度

2017
stage1

達成目標

2032
stage4

vision150

最終目標

69



「Waseda Vision 150」では、2032年の目指すべき姿を数値上も明確にするため、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、2014年度実績(見込

含む。数値未確定のものは2013年度実績)、2017年度および2032年度の数値目標は以下の通り。

【学生数】

学部生2割減、大学院生1.6割増

2012 年 2014 年実績 2017 年目標 2032 年目標

学部生 43,974 人 43,268 人 40,000 人 35,000 人

大学院生 9,357 人 9,134 人 9,761 人 15,000 人

【受入留学生】

受入留学生 10,000 人の達成

2012 年 2014 年実績 2017 年目標 2032 年目標

受入留学生数 4,362 人 4,985 人 7,000 人 10,000 人

【派遣留学生】

学生全員が海外留学

2012 年 2013 年実績 2017 年目標 2032 年目標

派遣留学生 2,399 人 3,172 人 5,000 人 全学部生

【授業の公開率】

2012 年 2013 年実績 2017 年目標 2032 年目標

授業の公開率 ０.３％ 1.7% 100% 100%

【外国語による授業割合】

2012 年 2013 年実績 2017 年目標 2032 年目標

学部 ６％ 8% 20% 50%

大学院 ９％ 10% 30% 50%

【受入研究費】

研究事業の自立化

2011 年 2014 年見込 2017 年目標 2032 年目標

受入れ研究費 89 億円 107 億円 107 億円 200 億円

【社会人教育】

ノンディグリー教育の充実

2012 年 2014 年見込 2017 年目標 2032 年目標

社会人教育 34,944 人 40,620 人 42,000 人 50,000 人

【寄付金】

2011 年 2014 年見込 2017 年目標 2032 年目標

寄付金 22 億円 38 億円 41 億円 100 億円

【女性人数・割合】

2012 年 2014 年実績 2017 年目標 2032 年目標

女子学生(学部・大学院) 18,800 人(35％) 18,543 人(35%) 19,900 人(40%) 25,000 人(50%)

女性教員 226 人(13％) 258 人(15%) 300 人(18%) 600 人(30%)

女性職員 32％ 34% 37% 50%

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



【2015 年度概算予算 [核心戦略別]】
単位：百万円

総支出

核心戦略① 入試制度の抜本的改革 214

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 5,398

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 412

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 57

核心戦略⑦ 独創的研究の推進と国際発信力の強化 262

核心戦略⑧ 世界の WASEDA としての国際展開 230

核心戦略⑨ 新たな教育・研究分野への挑戦 40

核心戦略⑩ 教職員の役割と評価の明確化 60

核心戦略⑪ 財務体質の強化 151

核心戦略⑫ 進化する大学の仕組みの創設 223

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 16

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。




