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１．2020年度報告 ◆理工学術院全体 

（１）入試関連（Waseda Vision 150核心戦略１関連） 

－2021年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施状況－ 

① 【学部】一般入試 

 Web出願時に「主体性」「多様性」「協働性」に関する経験を 100文字以上 500文字以内で記入することを必

須とした。 

 解答公表に関して、マーク解答問題の「正解」と記述問題の「出題の意図」の公表を行った。 

② 【学部】新思考入試 

 基幹理工学部が実施している「北九州地域連携型推薦入試」（指定校推薦制度）の 2020年度入試におい

て、13名の合格者を出した。※2018年度（実施初年度）9名、2019年度 7名、2020年度 15名 

 新型コロナウィルス対策として、面接の選考は、従来の対面式ではなく、オンライン方式での面接を実施した。 

③【学部】英語学位プログラム 

 2020年 9月入学において、前期 90人（前年度 72名）、後期 225人（前年度 189名）となり、全体で

前年度比約 12.9％増となった。 

 2020年度ＡＯ入試前期日程では Cisco社の「Webex」を使い、トラブルなく安定的な入試の実施体制を築く

ことができた。後期日程では新型コロナウィルスの影響（緊急事態宣言）により 2次面接試験を中止し、選考方

法を変更し、書類の再審査にて合否判定を行い、結果前期 28名、後期 36名の合格者を出した。 

 2021年度から更なる効率化を目的として、「Zoom」での面接実施を提案し、承認された。 

 海外（中国・台湾）指定校推薦入試について、入学後の成績の追跡調査を行い、課題・問題の分析をし、

2021年度以降の見直しに向けた提案の準備を行った。 

④【学部】以外者入試 

 11月の指定校推薦入試において、466名の合格者を出した。※2019年度 461名、2020年度 449名 

 新型コロナウィルス対策として、面接の選考は、従来の対面式ではなく、オンライン方式で実施した。 

 大学入学共通テストを活用し、英語・国語・数学(Ｉ・Ａ)のスコア提出を新たに義務付けた。 

 例年 6月に行っている附属・系属校の在学生対象の説明会が新型コロナウィルス感染拡大のため中止となり、代

替措置として全校に対し、理工 3学部・18学科のパンフレットを送付し、大学体験WEBサイトに適宜新しいコン

テンツを公開し、紹介を行った。 

 高等学院にて高校生の学部研究の一環として早稲田大学の各学部の最新の取り組みなどの情報を発信する

「学部ウィーク」を実施し、新たに作成された「理工プロモーションビデオ」と「1minutes動画」を提供し、パンフレット

配布も行った。また中等部向けキャンパスツアーとして例年 9月に実施していた学部説明会とキャンパスツアーも対

面実施ではなく、「Zoom」を使ったオンライン方式での学部説明会、新たに作成した VRキャンパスツアーのコンテン

ツを使い、企画を実施した。 

 本庄高等学院 2年生に対し、新たにリアルタイム配信で理工 3学部のオンライン説明会を実施した。 

 帰国外国学生入試、指定校推薦入試をはじめ、以外者入試の面接試験において新型コロナウィルス対策として

対面面接から「Zoom」を使ったオンライン面接に変更し選考を行った。「Zoom」は受験生の利便性も高く、トラブ

ルもなく安定的な入試の実施体制を築くことができた。 

⑤入試広報の展開 

 400校を超える指定校等からアンケートで希望を募り、模擬講義を実施しているが、2020年度は新型コロナウィ

ルスの影響により、募集が 2か月遅く、実施可能期間が、10月 20日から 12月末までと限定されたものの、25

校でオンライン方式の模擬講義が実現した。※2019年度 61校(6月から 12月実施分) 

 受験生（現役生）の獲得においては、在学生自ら後輩に体験を伝えることが有効との観点から、模擬講義等の

実施に合わせて在学生（当該高校ＯＢ・ＯＧ）3名が、学生生活や研究紹介を行った。 

 オンライン方式でオープンキャンパスを開催し、理工 3学部で学科紹介や研究室紹介・模擬講義など計 60以上

のコンテンツを公開した。また、参加者との双方向イベントとして、建築学科、総合機械工学科においては、リアルタ

イムで説明会を実施し、延べ約 270名の参加者を集めた。 

 理工3学部・研究科の現役学生であるツアーガイドの育成を継続し、ツアーガイドが施設を紹介するＶＲ版「西早

稲田キャンパスツアー」を新たに公開した。 
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⑥大学院入試 

2020年度（2020年9月・2021年4月入学）入試の出願者数、合格者数、入学予定者数（2021年2 月

1日現在）は以下の通りであった。英語プログラム AO入試の出願者数については、前年度の 263名から290名と

なり、約 11%増加したことを始め、多くの課程において、志願者数が前年度より増加した。 

修士課程：出願者数 1846名、合格者数 1487名、入学予定者数 1366名（辞退者除く） 

博士後期課程：出願者数 188名、合格者数 126名（選考中の志願者除く）、入学予定者数 110名

（選考中の志願者および辞退者除く） 

一貫制博士課程：出願者数 6名、合格者数 6名、入学予定者数 6名 

非学位課程：出願者数 82名、合格者数 65名、入学予定者数 56名（辞退者除く） 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－ 

① カリキュラムの体系化に向けた改革 

 「３つのポリシー」見直し・改定の実施 

制定済の学部に加え、研究科を整備。また、学位ごと、教育課程ごとの制定について、検討を開始した。 

 シラバス第三者評価の検討・実施 

すべてのシラバスについて第三者評価を行うように依頼し、実施結果の報告を受けた。 

 ダブルティグリー・プログラムやコチュテル・プログラムを推進するための協定および教育課程の整備 

ピサ大学とのコチュテル・プログラムを開始した。 

② 英語学位プログラムの進捗状況 

学年進行によって必要な科目、研究室配属体制を整備した。新型コロナウイルス感染症の影響により、入学辞退や延

期が生じた。実験も含めほぼすべての科目をオンライン授業で実施することにより、入国ができない学生も取り残すことな

く授業機会を提供した。2021年度完成年度を迎えるにあたり、学術院内で PDCAサイクルによる検証と検討を行う体

制整備を行っている。 

③ 持ちコマ数削減に向けた検討の開始 

カリキュラムを精査し、各教員の担当状況を調査、検討を開始している。教育の質の維持、研究指導と一体となった研

究活動の発展、活性化を企図し、非常勤教員や兼担講師に加え、連携大学院制度（客員教員）、JA制度等など

を活用した外部人材との教育研究交流を促進している。新たに国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との連携

大学院協定を締結した。また、新たに山梨大学、Hochschule Flensburg University、University at Buffalo、

University of Virginiaから JA制度による任期付教員を受け入れた。 

④ 教員採用に関する取り組み 

 理工版テニュアトラック制度の整備 

新制度の導入に伴い、実施体制を整えた（採用実績 1名）。学術院内規の検討に着手した。並行し、Vision150

増員教員枠を活用した普及策を検討していたが、新規採用人事凍結のため見送りとなった。 

⑤ 寄附講座の設置・運営による外部資金の獲得 

2021年度に向けて、「SDGsと ICT」「先端情報通信技術とオープンイノベーション - 情報通信を通してビジネスマイン

ドを育成する-」の 2科目を開講した。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－ 
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①教育系補助事業との連携状況 

理工学術院内には以下の 3つの SGU拠点および卓越大学院プログラムが設置されている。 

 スーパー・グローバル・ユニバーシティ(SGU) 

 ナノ・エネルギー拠点（拠点リーダー：小柳津研一教授） 

 ICT・ロボット工学拠点（拠点リーダー：菅野重樹教授） 

 数物系科学拠点（拠点リーダー：柴田良弘教授） 

 卓越大学院プログラム 

 PEP(パワー・エネルギー・プロフェッショナル)卓越大学院プログラム（プログラム・コーディネーター：林 泰弘教

授） 

それぞれの活動計画は以下のとおりとなる。 

（ナノエネ）学生が海外の研究環境で学ぶ機会を創出し、研究力の向上や論文執筆、新しい研究プロジェクトへの参

加に繋げる取り組みを実施する。また、国際共著論文を一層増加させるべく、海外連携先とのワークショップやシンポジウ

ム開催にも力を入れる。 

（ICT・ロボット）ICT系の国際シンポジウムを 10月に延期して開催する。 

（数物）JA、量子数学・物理、流体数学に関する国際会議を開催、数物系科学コース、またそれに関連する講師の

招聘事業を実施する。 特に流体数学の国際会議のなかで Oxford-Wasedaの交流事業として Oxford-Waseda 

in Math.を行う。 

（PEP）総長の責任（リーダーシップ）により、優れた博士人材育成モデルを実現し、本プログラムを通じて得られた知

見やノウハウを、引き続き、全学および連携 12大学へ広く波及・展開し、大学院改革を戦略的に推進する。 

②教員の研究時間確保に向けた学術院としての取り組み 

優秀な女性教員を採用するための促進策である理工学術院女性教員キャリア支援事業は 2020年度に 3名（内

訳：基幹 1名、創造 2名）の適用があった。また、学術院長会やダイバーシティ委員会等を通じて、理工学術院の本

事業の紹介を行い、全学に拡大するよう働きかけを行った。 

③研究成果発信（主に海外向け）の取り組み 

Pure において、現時点での理工学術院全体の登録者数は 498名であり、2020単年度における会議報告・学術論 

文等の研究成果は 1,540件である。その内訳は、基幹 144名：450件、創造 146名：258件、先進 164名： 

716件、環エネ 12名：18件、情シス 32名：98件である。また、プレスリリースはイベント告知を除いて研究成果発 

表に限定すると理工学術院全体で56件あり、国際情報配信システムEurekAlert!（ユーリカアラート）による発信は 

9件あった。 

④附置研究所との連携状況 

独創的研究の推進と国際発信力の強化と新たな教育・研究分野への挑戦 

 理工学術院総合研究所（理工総研） 

⇒重点研究領域における研究の推進（3年目） 

 7 つの重点領域研究所に対するスタートアップ支援を昨年度に引き続き実施した。 

 2018年度より毎年継続的に開催してきた早稲田地球再生塾（WERS）による勉強会やシンポジウムは、新

型コロナウィルス感染症拡大の影響により 2020年度は開催できなかった。一方で、2019年度より立ち上げた

未来社会政策勉強会については、オンライン形式による開催にいち早く対応し、2020年 6月～2021年 1月

にかけて 7回開催した。 

 早稲田地球再生塾（WERS）の活動が JSTの関連サイトに取り上げられ、HP で広く紹介された。

（https://www.jst.go.jp/sdgs/practices/p095.html） 

 先端化学知の社会実装研究所が企画・立案したコロキウム開催に早稲田地球再生塾（WERS）が後援とし

て加わり、広報活動の支援を行った。 

https://www.jst.go.jp/sdgs/practices/p095.html
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 3年次評価の一環として 2020年 11月に Stage Gate報告会を開催し、各重点領域研究所の活動を理

工学術院内に周知するとともに、研究所間の情報共有を図った。 

 当初の計画に沿って、3年次の Stage Gate評価（書面審査・ヒアリング）を実施、各重点研究領域との間

で活動方針のすり合わせを行った。 

⇒55号館 S 棟から 121号館に転出する研究室に対する支援の実施 

 研究推進部及びキャンパス企画部との連携を通じ、対象研究室の転出準備の支援を行うとともに（コロナ禍で

はあったが担当職員が感染防止対策を徹底した上で出校・対応した）、移行措置として転出後も理工総研に

おける各種制度が継続するよう学内関係箇所と調整した。55号館 S棟内の理工総研管理スペースの縮小な

らびに整備に伴う体制の見直しと強化策の検討を行った。 

⇒次世代研究者育成・支援 

 第 10期となるアーリーバード・プログラムをオンライン形式で引き続き実施した。理工総研募集次席研究員につ

いては 2020年 6月と 12月に成果報告会をオンライン形式で開催した。 

⇒研究成果公開 

 広報誌「早稲田理工 by AERA」を昨年度に引き続き発刊し、本学の理工系研究の幅広い層への広報活動

を展開した。 

⇒組織連携活動 

 昨年度に引き続き、キオクシア株式会社との組織連携活動を継続した（学内公募実績は以下の「⑤外部研

究資金の応募促進」に記載）。 

 各務記念材料技術研究所 

⇒「環境整合材料基盤技術共同研究拠点」として共同利用および共同研究を推進した。 

 長寿命化、リサイクル、省エネルギーの 3 つの方向性を重視した社会基盤技術の創出のため、「環境整合構造

材料・プロセス」、「環境整合機能性材料」、「環境整合材料物性」、「環境整合材料の設計・評価」の各研究

グループによる共同利用・共同研究を推進した。 

※文部科学省より平成 30年度共同利用・共同研究拠点に認定（認定期間 6年間）。 

拠点形成事業費補助金の交付内定（3年間） 

2020年度公募による共同研究 22件 （海外との共同研究：6件を含む） 

2020年度公募による共同利用 4件 

⇒研究成果の発信、学術・技術交流（セミナー・講演会・教育講座） 

 研究者コミュニティに対して、共同利用・共同研究拠点の活動状況を SNS等も活用し発信した。 

 共同利用共同研究拠点における研究成果も含めた内容でニュースレター・材研報告を発行した。 

 ・材研オープンセミナー 11月 20日（金） 「機能性セラミックスの新展開」参加者：101名 

・教育プログラム 2021年2月10日（水） 「材料工学のための中性子利用―基礎と利用」 参加者：58

名 

・ZAIKEN フェスタ 2021年 3月 3日（水）参加者:35名 

⇒共同利用装置の整備 

 私学助成補助金により、分析透過電子顕微鏡（JEM-1400Flash）を導入した。 

⇒若手研究者支援 

 研究所制度に基づき、RA：2名を採用した。またZAIKENフェスタ等において若手研究者研究成果発表の機

会を提供した。 

⑤外部研究資金への応募促進 

 文部科学省科学研究費応募の促進 

⇒応募件数 減少    391件（2020年度）→326件（2021年度） 

採択件数 結果待ち 87件（2020年度）→ 4/1採択通知（2021年度） 

 公的研究資金  

これまで増加してきた受入件数が今年度は鈍化したが、更なる受入の拡大を目指し、2021年度以降の申
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請支援体制を決定した。 

⇒受入件数微減    196件（2019年度）→193件（2020年度） 

 民間研究資金 

産学官 TLO等関係箇所との連携を強化して、受入れ手続きを迅速に実施するよう改善を図った。 

⇒受入件数 減少    412件（2019年度）→384件（2020年度） 

 産学連携の推進連携活動協定に基づく研究助成の充実・促進 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み状況等－ 

① 留学受入促進に向けた環境整備への取組み状況 

 修士・博士課程のカリキュラムにおけるコチュテルプログラム・ダブルディグリープログラムを実施できる枠組みの推進 

ピサ大学と締結したコチュテルプログラム協定に基づき、秋学期より本学博士後期課程学生 1名がプログラムに参加

（コロナ禍のためオンラインでの研究指導）した。また、国立台湾大学とのダブルディグリープログラムも、コロナ禍によるオ

ンライン留学ではあったが継続して実施した。 

 派遣留学を支援するために助成の枠組を検討・実施 

今年度はコロナ禍により、受入・派遣とも留学プログラムの実施がほぼ不可能な状況であったため、留学センターと連携

し、個々の学生支援のため、留学延期や辞退手続き、またオンライン留学に関する対応を行った。 

 

 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

①キャンパス整備 

 西早稲田キャンパスの教育・研究環境整備 

 55号館 S棟の再配置及び教室等の整備 

→新 121号館建設に伴う研究室移転により、55号館 S棟には空きスペースが生じていたため、そのスペースを

再配置により集約した上で、大学院生向けの先進的な教育スペースや一般教室等を整備した。これにより、

英語学位プログラムの発足等に伴い発生している教室不足の解消や VISON150 で掲げられている大学院

生 15,000人を受け入れる教育環境の整備につなげることができた。 

 リーディング大学院「実体情報学博士プログラム」における工房の移転 

→文部科学省からのリーディング大学院支援期間の終了に伴い、ラムダックスビルにて展開していた実体情報学

博士プログラムの工房を、西早稲田キャンパス内の 66号館（シルマンホール）に環境を整備した上で移転を

完了した。 

 安全性向上を目的とした 65号館有機化学系３研究室の移転・整備 

→2019年度に引き続き、2020年度も引き続き残りの工事・整備を行い、65号館から62号館への移転を完

了した。さらに、62号館、65号館それぞれに、実験スペースとは分離された学生居室スペースも整備した。本

整備、移転により化学系の研究室の安全性向上を図ることができた。 

 研究力強化のための新規嘱任教員用研究スペース整備 

→新規に嘱任される教員のスペースの改修工事を実施した。改修にあたっては導入される設備、什器のヒアリン

グを実施することで教育・研究ニーズを反映した。 

 理工情報インフラ整備 

 PCルームオンデマンドプリンタ更新 

 57号館 201教室、202教室の AV 機器更新 

 学生個人 PCの授業利用の検証 
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２．2021年度計画 ◆理工学術院全体 

（１）入試関連（Waseda Vision 150核心戦略１関連） 

－2022年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

①【学部】一般選抜 

 新たな学習指導要領の適用を見据え、英語外部試験の学部一般入試での活用について、慎重な検討を継続

する。なお、一般選抜以外の小規模の特色ある入試では、引き続き積極的に活用する。 

②【学部】新思考入試 

 基幹理工学部が実施している「北九州地域連携型推薦入試」（指定校推薦制度）において、将来のＡＯ入

試化も見据えながら、引き続き優秀な学生の安定的な確保に努める。 

③【学部】英語学位プログラム 

9月入学の入試に関して、下記の点を進める。 

 幅広い国・地域から優秀な留学生を獲得するため、受験生の利便性の高いWEB会議システム「Zoom」での試

験を行い、より効率的、安定的に試験を運用する。 

 現在のオンライン出願システムが 2021年度に廃止となることを見据え、入学センター（国際アドミッションズオフィ

ス）および、英語学位プログラムを実施する全学部と連携し、新システム導入に向けた準備を開始する。 

 英語学位プログラム導入から４年が経ち、次期新体制案を見据え、科目担当とも連携をしながら、今一度英語

学位プログラムの入試実施内容（合格者人数、入試形態〔英語 AO,英語特別、指定校（基幹のみ）等〕）を

検討する。 

 新たに導入する補欠制度を有効的に活用し、優秀な学生の安定的な確保に努める。 

④【学部】以外者入試 

 推薦入試（附属・系属、指定校）については、ダイレクトに働きかけて優秀な学生を獲得していくという意識で、

教員による模擬講義に加えて、出身校のＯＢ・ＯＧの派遣を引き続き推進する。 

 各種ＡＯ・推薦入試制度について、課題の洗い出しをしながら将来の継続、廃止、発展を引き続き模索する。創

造理工学部における 3年次編入試験の導入については、具体的な分析・調査に注力する。 

 各種以外者入試においてWeb出願システムの導入可否等について検討を行う。 

 附属、系属校については、理工３学部の各学科における研究内容、魅力を効果的に伝える方法を各高校と連

携しながら検討する。 

⑤入試広報の展開 

 在学生およびＯＢ・ＯＧの力を活用した入試広報を継続・推進する。 

 オープンキャンパス： 

コロナ禍における効果的、効率的なオープンキャンパスの運営方法を考慮しつつ、イベント・企画の質を保ち、情

報提供や各種サービスの強化をしつつ、運営の円滑化・オンライン方式での開催も含めたスリム化についても検

討する。 

 キャンパスツアー： 

ツアーの質を向上させるために、ツアーガイドの研修教育体制を強化する。ＶＲ版のコンテンツ拡充も検討する。 

⑥大学院入試 

 基幹・創造・先進理工学研究科の 3研究科、3課程（修士・博士後期・一貫制博士課程）、23専攻、4プロ

グラム（日本語／英語×学位／非学位）と多様なニーズに対応できる体制の安定した運用を図るとともに、

年々増加傾向にある留学生への対応に努める。 

 共同原子力専攻を対象とした、2022年 4月入学先進原子力ＡＯ入試を実施する。 

 新型コロナウィルスの影響を踏まえ、面接選考のみの入試に関してはオンライン方式を引き続き利用する予定であ

る。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

①ＰＤＣＡサイクルに基づくカリキュラムの検討 
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 認証評価受審結果を踏まえた３つのポリシーの見直し 

 ディプロマ・ポリシーに基づく学修成果の明示 

 100分授業の導入を見据えたカリキュラムの検討 

 オンライン授業の導入に伴う効果の検証および今後の方向性の検討 

 シラバスの第三者チェックなどカリキュラムを検討するＰＤＣＡサイクルの確立 

②英語学位プログラムの検証 

 完成年度を迎える英語学位プログラムの検証体制の確立 

 検証に基づく今後の方針および計画の検討 

③グローバル化の推進 

 ＤＤ、ＪＳＰ、コチュテルなど国際的な連携に基づいた教育プログラムの枠組み整備 

 本部機関との連携強化による受入外国人学生のサポート体制の整備 

④教員採用に関する取組 

 テニュアトラック制度による採用の普及 

⑤外部機関と連携した教育研究活動の強化 

 連携大学院制度、共同大学院を活用した教育研究活動の展開 

 寄附講座など外部資金を活用した講座の運営 

 卓越大学院プログラムによる教育研究活動の推進 

【理工学術院内設置プログラム】 

1)卓越大学院プログラム 

2)PEP(パワー・エネルギー・プロフェッショナル)卓越大学院プログラム 

（プログラム・コーディネーター：林 泰弘教授）  

【活動計画】 

共同研究等外部資金による博士学生雇用、文理融合教育、国際標準化教育等での博士人材育成モデルを引き続

き実施し、卓越した修了生を輩出する。本プログラムを通じて得られた知見やノウハウを、全学および国公立連携 12大

学へ広く波及・展開し、大学院改革を戦略的に推進する。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

①教員の研究時間確保に向けた学術院としての取り組み 

前年度に続き優秀な女性教員を採用するための促進策である理工学術院女性教員キャリア支援事業を継続する方

向で検討する。本支援により研究環境の整備や研究時間を確保し、研究力向上や研究成果発信、外部資金獲得

等に繋げたい。本支援事業の大学全体への展開を継続して働きかける予定である。 

②研究成果発信（主に海外向け）の取り組み 

アカデミック領域における成果発信として前年度に続き「Pure」の学外公開を重視し、SCOPUS等の国際的な文献デ

ータベースに掲載される研究成果発信を推進する。またプレスリリースなど、より広範囲の社会的な発信をもうひとつの軸

と捉え、理工学術院における基幹的研究成果の普及を促進する。 

③附置研究所との連携状況 

独創的研究の推進と国際発信力の強化と新たな教育・研究分野への挑戦 

 理工学術院総合研究所（理工総研） 

⇒重点研究領域における研究の推進（4年目） 
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 7 つの重点領域研究所に対するスタートアップ支援の継続実施 

 早稲田地球再生塾（WERS）での勉強会やシンポジウム、未来社会政策勉強会の継続開催 

 7 つの重点領域研究所を基盤とした学内外研究機関との新たな連携強化の推進と研究の高度化に向けた支

援 

⇒研究推進体制の再構築 

 研究部門委員会及び研究振興委員会の役割の見直しと研究推進体制の再構築 

 総研募集次席研究員の選考審査の見直しと次席研究員の高度化 

 西早稲田キャンパス整備計画に伴うプロジェクト研究室スペースの見直しの検討 

⇒次世代研究者育成・支援 

 総研募集次席研究員制度やアーリーバード・プログラムによる若手研究者の支援と研究の活性化 

⇒研究成果公開 

 広報誌の継続発刊とそれを活用した広報活動の強化 

⇒研究所運営における財務状況の確認と健全な体制構築に向けた見直し 

 運営交付金を含めた理工総研の財務状況の適正化と健全な財務体制に向けた関係箇所との調整 

⇒組織連携活動 

 キオクシア株式会社との連携協定に基づく奨励研究などの研究支援と連携活動の継続実施 

 各務記念材料技術研究所 

⇒「環境整合材料基盤技術共同研究拠点」として共同利用および共同研究を推進する。 

 「長寿命化」「リサイクル」「省エネルギー」の３つの柱と、「プロセス」「構造」「物性」の３つの内容からなる 9 つの

研究グループに分かれ、共同利用・共同研究を推進する。 

※文部科学省より平成 30年度共同利用・共同研究拠点形成事業拠点に認定（4/6年目）。 

2021年度公募による共同研究 25件、2021年度公募による共同利用 20件を目指す。 

⇒研究情報の発信 

 情報の発信強化：学術・技術交流情報等が的確に研究者コミュニティへ伝わるよう広報チャンネルを多角化さ

せ情報発信体制を強化する。 

 HP、SNS を活用し研究成果等の発信を充実するとともに、ニュースレター、材研報告、パンフレット等の発行を

行う。 

⇒共同利用装置の整備 

 拠点活動を進めていく上で、多くの共同利用が見込まれる装置・設備・施設について、リモート化・自動化を含

め、その整備を進める。 

⇒学術・技術交流（セミナー・講演会・教育講座） 

 オープンセミナー：研究成果の社会還元の一環として、第一線の講師によるセミナーを学内外者を対象に開催

する。 

 教育プログラム：社会人技術者や若手研究者、および大学院生を対象にした教育講座を開催する。また、計

算材料科学に関する連続セミナーの実施に向け検討する。 

 ZAIKEN フェスタ：人材育成を目的に、幅広い材料分野の若手研究者によるポスターセッションを開催する。 

 国際会議の共催：材料分野に関する国際会議を共催するための基盤作りを行う。 

⇒若手研究者支援 

 各種制度を通じて若手研究者に対し、技術指導・経済支援を推進する。 

④外部研究資金への応募促進 

研究総合支援課は、2019年度以降、公的研究費の支援業務において専任職員が実施すべき業務を再定義し、専

門的な知識を必要とする「受入・契約および監査対応の監督」等の業務に特化することにより、業務の安定化を継続

的に実現している。一方、リサーチイノベーションセンター研究総合支援室および研究院は当課とは異なる業務運営を

行っていることから、2021年度以降も、3箇所の業務運営を比較・検証しつつ、さらには機構等、組織の再編も考慮し
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ながら、最適な外部研究費管理体制の実現を目指す。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

国際関連の取り組みはすべて教育あるいは研究に関連するため、（１）入試関連、（２）教育関連、（３）研究

関連）に記載された事項のうち、本欄に該当するものを以下に抽出する。 

英語学位プログラム 

<入試関連> 

 英語学位プログラム導入から４年が経ち、次期新体制案を見据え、科目担当とも連携をしながら、今一度英語

学位プログラムの入試実施内容（合格者人数、入試形態〔英語 AO,英語特別、指定校（基幹のみ）等〕）を

検討する。 

<教育関連> 

 完成年度を迎える英語学位プログラムの検証体制の確立 

 検証に基づく今後の方針および計画の検討 

留学 

<教育関連> 

 ＤＤ、ＪＳＰ、コチュテルなど国際的な連携に基づいた教育プログラムの枠組み整備 

 本部機関との連携強化による受入外国人学生のサポート体制の整備 

研究成果発信 

<研究関連> 

 アカデミック領域における成果発信として、前年度に続き「Pure」の学外公開を重視し、SCOPUS等の

国際的な文献データベースに掲載される研究成果発信を推進する。またプレスリリースなど、より広範囲

の社会的な発信をもうひとつの軸と捉え、理工学術院における基幹的研究成果の普及を促進する。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

 西早稲田キャンパスの教育・研究環境整備 

 西早稲田キャンパス 52、53、54および 59号館の建替え 

→2020年度は「西早稲田キャンパス建替に伴う計画内容検討タスクフォース」の立ち上げなどの検討体制の整

備を行った。2021年度は、タスクフォースを中心に新棟を含めたキャンパス全体のゾーニングや、新棟における

教室、実験室、ラーニングコモンズ、モノづくり工房、カフェテリア、事務・執行部機能等の考え方や配置につい

て検討を進めていく。 

 59号館および 61号館の耐震補強工事の実施 

 →学生および教職員の安全を守るため、59号館および 61号館の耐震補強工事を実施する。 

 西早稲田キャンパスのスペース再配置・整備 

→各学科や各箇所の個別の事情に応じて、スペースの再配置や整備を実施し、教育・研究環境のさらなる高

度化や事務機能の強化等につながる施策を推進していく。 

 教育・研究力強化のための新規嘱任教員用研究スペース整備 

→新規に嘱任される教員のスペースの改修工事を実施する。改修にあたっては導入される設備、什器のヒアリン

グを実施することで教育・研究ニーズを反映する。 

●  理工情報インフラ整備 

➢PCルーム Mac端末 OSバージョンアップ（D,Eルーム） 

以 上 
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１.2020年度報告 ◆基幹理工学部・研究科 

（１）入試関連（Waseda Vision 150核心戦略１関連） 

－2021年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施状況－ 

① 入試実績 

定員充足率厳密化の段階に入り、2020年度 4月入試は目標を達成した。2021年 4月入学は、まだ結果が出て

いないが、目標を達成できる見込みである。一般入試においては、安定して高い合格最低点を維持している。 

② 推薦比率の改善 

ここ数年の課題であった一般入試および推薦入試の入学者数比率の改善は、急な変化を避け計画的に進めることに

した。2021年度は指定校推薦入試において、予想より多い推薦があった。 

③ 地域連携入試 

地方との連携を強化する新思考入試の１つとして、北九州市にある情報生産システム研究科との連携体制を考えた

地域連携入試がある。これについて指定校推薦により 4回目の 4月入学生を迎えた。前年度から 2名減の 13名の

入学者となる予定である。 

④ 英語学位プログラム入試 

2018年度からMajor制度に移行した英語学位プログラムも、MSおよび CSCE Majorに指定校推薦・特別選抜入

試・附属系属校推薦の３つの入り口による 4回目の 4月入学生を迎える予定である。 

⑤ 材料科学専攻の入試 

2019年度から新設された材料科学専攻の 3回目の入試を行った。志願者数も順調である。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－ 

① 卒業単位の見直し 

Vision150の目標のひとつである教育体系の再構築に応えるべく、2019年 4月開始を目標に基幹理工学部では所

属全学科共同でカリキュラム改革を行った。卒業要件単位を 136単位から 10単位減の 126単位に揃え、各学科で

各科目群の必要単位数の見直しを行った。新カリキュラム適用の 2019年度入学生が 2021年度は 3年生となるの

で、科目の新設などを準備中である。 

② 各コースの充実 

数物系科学コース、実体情報学コースについては進入者および修了者を輩出し、順調な運営が行われている。情報生

産システム研究科との地域連携入試に引き続き、入学生の教育プログラムの一環として北九州市のインターンシップモデ

ル事業に参画し、１・２年生向けのインターンシップを行っていた。今年はコロナ感染症の影響で、このインターンシップは

中止となった。 

③ 進級振り分け制度 

基幹独自の制度として学系入試に基づく学科進級振り分け（進振り）制度がある。学科紹介やシンポジウムなどを通

じて、学科に関する理解を深めてもらい、学生と学科のミスマッチを防ぐ取り組みを行っている。  

④ 副専攻制度 

2019年度以降の入学生を対象とし、副専攻制度の改革を行った。（2018年度以前の入学生は旧制度で運用し

ている。） 

⑤ 材料科学専攻の発足 

材料科学専攻の準備を整え、入試広報活動などを行った。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－ 

① 重点研究領域 

Vision150に伴う理工学術院の研究・教育における国際化の推進にあわせ、社会の課題に応える7つの重点研究領

域が開設された。基幹理工学研究科においても、MS、 CSCE Major にそれぞれ数理科学研究所、最先端 ICT基

盤研究所が設けられ、研究活動が開始した。慎重に人事をすすめ、各種シンポジウムなども積極的に開催した。 

② 学術提携・箇所間協定 

2020年度における主なる事項は下記の通りである。 
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（学術提携の継続）日独大学院プログラム、JICA「アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブ」、イタリア・ピ

サ大学とのコチュテルプログラムなど 

（海外箇所間協定締結）Tajik Technical University、 Academy of Sciences、 Republic 

of Tajikistan、Imperial College of Science など 

③ 人材育成拠点の設置 

文部科学省「成長分野を支える情報技術人材の育成拠点の形成」(enPiT-Pro)の活動が押し進められた。 

④ 卓越大学院プログラムへの参加 

他大学と共同して文部科学省「卓越大学院プログラム」修士・博士後期課程一貫制プログラムを立ち上げる予定であ

り、カリキュラム・社会人入試等の内容の検討を進め、開設準備を行う。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

① 2019年度より開設された材料科学副専攻に助手を 1人配置した。 

 

  

（４）国際関連（Waseda Vision 150核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み状況等－ 

① 英語学位プログラム 

英語学位プログラムが 2018年より順調なスタートをした。学年が上がるにつれ、本格的な授業実施を迎え、教員採用

も本格化している。基幹理工学部に属する 2 Major および 5 Minor、他理工学部のMajor、 Minor との協同作業

のもと、基礎教育および専門教育のカリキュラムを再構築し、Vision150教員など国際理工学センターの教員の募集

および選任を行った。また、大学院英語学位プログラムにおいては、表現工学専攻と電子物理システム学専攻がスター

トした。さらに機械科学・航空宇宙専攻の修士課程もスタートする。 

②  留学の促進 

留学時に必要な TOEFL受験を支援する独自の策をスタートさせた。また一昨年開始された、基幹理工学研究科と国

立台湾大学電機資訊学院とのダブルディグリー・プログラムも、随時微調整を行っている。 
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２．2021年度計画 ◆基幹理工学部・研究科 

（１）入試関連（Waseda Vision 150核心戦略１関連） 

－2022年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

① 引き続き、一般入試および推薦入試の入学者数比率の改善を目指す。 

② 地域連携入試は、より多く安定的に入学者を確保できる体制を作る。 

③ 英語学位プログラムは、AO入試の精度を高めつつ、指定校推薦の刷新を行う。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

① 卒業 126単位の入学生を迎え、授業の実施や教学上の安定的な運用を目指す。 

② 旧制度と新制度が混在する副専攻を着実に運用する。履修者数向上を目指す。 

③ 科目削減は、学術院の目標の下で、各学科において科目設置の見直しを随時行う。 

④ 地域連携入試の学生が 4年生となる。4年次に九州に移るための作業を行う。北九州での研究指導が円滑に行

われるように調整も行う。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

① 重点研究領域の充実 

重点研究領域について、研究活動を本格的に開始する。セミナー・講演会等の研究交流、他大学・企業・研究所との

共同研究、安定運営のための外部資金獲得など、多方面にわたり充実を図る。 

② 材料科学専攻の充実 

材料科学専攻について、材研や材工会との連携も視野に入れた材料分野の研究拠点の整備、企業・研究所との共

同研究プロジェクト申請などの準備作業を進める。 

③ その他研究拠点の支援 

数物系研究拠点における海外との研究連携活動、教育連携プログラムの策定などを支援する。また、その他の研究重

点課題や enPiT-Pro等の運営について支援する。卓越大学院プログラム「ヒューマン・AI・ロボット（HARo）共生社

会創造人材育成プログラム（仮称）」を進める。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

① 留学をより一層推進するため、交換留学制度の対象である国外大学のカリキュラムを精査し、学部における基幹優

先枠の拡大を図る。また大学院においては、ダブルディグリーやコチュテルの制度を活用し、国外大学との教育連携を引

き続き推進する。 

② 「大学の世界展開力強化事業」への参加によりダブルディグリー制度の構築を計画している。 

英語学位プログラムの Minor制度が本格化するので、授業実施や研究室配属の準備をする。 

③ クォーター制を検討し、留学しやすい環境を作る。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

① コロナ感染症の影響化での会議の効率化、学内意思疎通の円滑化を図る。 

 

以 上 
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１．2020年度報告 ◆創造理工学部・研究科 

（１）入試関連（Waseda Vision 150核心戦略１関連） 

－2021年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施状況－ 

① 指定校推薦入試における対象高校数の見直しと優遇校の拡充 

入学者の高校毎の成績等を勘案しつつ適正な数を確保することを目標として、対象高校ならびに優遇校についての見

直しを行った。特に、高大連携を意識し、長年にわたって創造理工へ優秀な学生を推薦してきている高校とは個別に面

談し、連携強化を図った。 

② 高大連携の充実 

2021年度入試から始まる予定の入試改革を見据えながら、附属・系属校や創造理工独自に選出した優遇校との連

携の在り方について議論してきた。 

③ 学部英語学位プログラムの充実 

創造理工独自の共通科目である「SHIP（Social and Human Innovation by Practical Science and 

Engineering）」の内容をさらに充実させるとともに、その魅力を伝えるWeb広報ページを拡充させ、優秀な学生の安

定的な確保に努めてきた。 

④ 入試広報の充実 

Web広報ページを通じて、創造理工の独自共通科目である「創造理工リテラシー」や「共創ワークショップ演習」の内容

と魅力が高校生に効果的に伝わるように努めてきた。また、創造理工の概要を明記したクリアファイルなど広報を目的とし

たオリジナルグッズを用意し、これを高校生や保護者に頒布するなど、創造理工学部への関心を高め魅力を感じてもらえ

るように周知に努めた。 

⑤ その他 

入試制度改革その他については、理工学術院全体で足並みをそろえて進めており、その内容は学術院からの報告のと

おりである。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－ 

① カリキュラムの体系化に向けた改革 

 創造理工学部の共通科目である「創造理工リテラシー」を、新入生向けの科目としてより高い授業効果のある内

容に改善し実践した。そして、その効果を確認するとともに改善点を明らかにした。 

 創造理工独自の特徴ある共通科目「共創ワークショップ演習」を、学科別人数バランスを図るとともに、協力企業

との連携を強化し実践した。そして、その効果を確認するとともに改善点を明らかにした。 

 英語学位プログラムの創造理工学部共通科目「SHIP」については、これまでの検討を踏まえて、内容を高度化し

2020年度開始した。さらに、明らかになった改善点に基づき、次年度の内容を精査した。  

 2020年度の科目に対して、ティーチング・アワード候補となる科目を選考し、推薦を行った。 

② グローバルリーダー育成のための教育改革 

 昨年度に引き続き、タマサート大学建築・計画学部（タイ）、国立成功大学（台湾）等との覚書を締結し、箇

所間協定校を拡充した。 

 海外大学からの交換留学生を積極的に受け入れ、教員ならびに学生の国際的な交流促進に努めた。 

 多数のリサーチフェローおよびリサーチインターンの受け入れを行った。 

 JICA アフリカの若者のための産業人材育成イニシアティブと学術提携覚書に基づき、アフリカからの留学生を積極

的に受け入れた。 

③ 持ちコマ数削減に向けた取り組み 

 カリキュラムの体系化と専任教員の持ちコマ数削減を進めた。今後も科目の統廃合あるいは新設を進め、学生の

学習効果が上がりつつも専任教員の持ちコマ数が削減されていくように努めていく。 

④ 教員採用に関する取り組み 

 新任教員採用に当たっては、公募制・テニュアトラック制を導入し、具体的な人事が進められた。また、教員全体に

占める女性教員の比率にも十分に留意し、「同等の実績と資質を有する男女の候補者がいる場合には女性を採
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用する」という考え方に基づき進めた。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－ 

① 重点研究領域の開始 

 理工学術院総合研究所に設置された 7重点研究領域（理工重点）のうち、創造理工学研究科に関わる二つ

の研究所「フロンティア機械工学研究所」、「持続可能未来社会研究所」が 2018年度に設置され活動を開始し

た。2020年度はその 3年目に当たり、活動内容についての評価を受けた。二つの研究所ともに順調に運営されて

いるという評価を受けている。 

 創造理工学部に属する 60号館 1階ならびに地下スペースについては、先に整備した仕組みやルールに基づき、

教員ならびに学生に適切かつ効果的に活用されることを目的に、種々改善をしてきた。 

② 学術提携・箇所間協定 

教育における箇所間協定をベースに、研究に関しても国内外の多数の大学・企業・研究所、国ならびに都道府県との

覚書を締結し、教員ならびに学生の交流強化を図った。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み状況等－ 

① 英語学位プログラム 

 2018年度にスタートした英語学位プログラムの Mechanical Engineering (ME)メジャーならびに Civil and 

Environmental Engineering (CE)メジャーが 3年目を迎え、特に大きな問題もなく順調に進んできている。こ

の二つのメジャーには、学部内の 5学科全てが参加している。 

 ME メジャー、CE メジャーに設置されている多岐にわたるカリキュラムの全貌をわかりやすく学生に伝えるため、卒論

研究テーマと履修科目との関係などを図示した「SCE Learning Handbook」の内容を確認し、適宜更新した。

そして、上記を全学生に配布し、卒業研究テーマを意識した履修を促した。 

 メジャーを横断して設置されている共通科目である SHIP プログラムを意欲的に進めた。この SHIP プログラムは、

各クォーターに設置された「SHIP Collaborative Workshop」「SHIP research planning and skill A / B」

「SHIP field practice A / B」の 5科目からなるが、これらすべてを担当教員が一丸となって積極的に実施した。

今年度はコロナ禍のため、オンラインでの実施になったが、オンラインであるからこそ実施できること、例えば、インドと

中国に居住する学生同士の遠隔でのコラボレーション実験が行われるなど、極めて高いレベルのワークショップもなさ

れた。まさに、フィールドワークを重視する創造理工学部の特長を活かした講義である。 

② 海外での学習経験のカリキュラムへの組み込み 

 留学をより一層促進するため、交換留学制度の対象となる国外大学のカリキュラムを精査し、優先枠の拡大を図

った。 

 学生が海外留学中に取得した各単位に対し、学内設置科目への振替措置について丁寧な検討と対応を行っ

た。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

① 社会貢献活動 

 オープンキャンパス動画や学科紹介動画を積極的に配信することで、コロナ禍でも場所を選ばずに創造理工学部

における授業概要や研究活動に触れられる【365日オープンキャンパス】を促進するWeb コンテンツの充実を図っ

た。 

 Webマガジン【創造人】を年間で3回発刊することで、コロナ禍においても、創造理工学部に所属する教員が展開

する最新の研究動向、研究室の理念と魅力、大学での学びと社会との繋がりに関する教員の熱い想いを高校生

に伝えられるよう努めた。 

 創造理工学部／研究科に所属する学部生／大学院生 7名に対し、Zoomでインタビューを行い、現在の学科
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や学問分野に興味を持った理由や経緯、現在取り組んでいる研究内容とその醍醐味、高校生に向けたメッセージ

をWebページに掲載することで、コロナ禍でも知的好奇心を持ち続けながらキャンパスライフを送る大学生の生の

声を届けるよう努めた。 

 その他Web を通じたアウトリーチ活動、ダイバーシティ啓発活動などを積極的に行った。 

② 修学上の困難を抱える学生への対応 

修学上の困難を抱える学生の面談対応について、適切な時期を設定し、該当学生の履修登録指導、授業開始前の

修学指導につなげた。 
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２．2021年度計画 ◆創造理工学部・研究科 

（１）入試関連（Waseda Vision 150核心戦略１関連） 

－2022年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

① 入試改編への着手 

入試の多様性を維持しつつ、高い学識力や創造力を有する優秀な学生をより効果的に確保するため、激動する世界

情勢や社会的要請の高い教育強化分野の変化に応じた志願者動向の分析をはじめ、入試各種区分から入学した学

生の成績等の追跡・分析を行うと共に、日程の見直しや統廃合などを検討する入試改編タスクフォース(各学科／

Major から選出された委員で構成)を新設し、年度末に提言書を策定することを目指す。 

② アドミッション・ポリシーの見直し 

大学全体の内部質保証サイクルを継続的に機能させることが求められていることを受け、カリキュラム・ポリシーやディプロ

マ・ポリシーとの有意義な連関性に留意しつつ、入学者選抜に影響し得る要素の抽出と検討を行うことで、アドミッショ

ン・ポリシーの見直しを実施する。 

③ 入試広報の充実 

学部・研究科Webサイトのさらなる充実を図るほか、在籍する学生や教員に加えて卒業生の声も積極的に掲載するこ

とにより、多種多様なロールモデルを提示し、創造理工学部の魅力を高校生にアピールしていけるように引き続き努めて

いく。 

④ 高大連携のさらなる強化 

附属・系属校に加えて、創造理工学部独自の優遇校を選定し、創造理工学部内 5学科がそれぞれ求める学生を安

定して獲得できる高大連携のあり方や、推薦入試と一般入試との人数バランスなどについてさらに検討を続けていく。 

⑤ その他 

入試制度改革などについては、理工学術院全体の計画にあわせて進めていく。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

①教育改革 

 カリキュラムの体系化と専任教員の持ちコマ数削減を目指して、学科目の新設ならびに統廃合についてさらに見直

しを進めるとともに、専任教員の持ちコマ数の削減に努める。 

 「英語学位プログラム」の第一期完成を踏まて、カリキュラム内容の精査と更新を進める。 

 コロナ禍においても、効果的な教育を実践すべく、ハイブリッド型や反転講義への取り組みに挑戦する。 

 教員採用にあたっては、男女を問わず優れた人材を確保できるように努めていく。 

 海外大学等とのさらなる箇所間協定の締結をはかり、教員・学生・若手研究者の海外派遣や招聘プログラムを推

進する。 

 大学院生の国内外の学会発表や論文発表を、引き続き奨励する。 

 創造理工独自の共通科目である「創造理工リテラシー」「共創ワークショップ演習」や「SHIP」プログラムの各科目

について、さらなる拡充と内容のアップデート、効果的なハイブリッド型や反転講義の実践を行う。 

②研究改革 

 理工重点に関わる二つの研究所「フロンティア機械工学研究所」「持続可能未来社会研究所」がさらに充実した

組織となり、高い研究成果を挙げ続けられるように運営していく。このため、60号館 1階ならびに地下スペースにつ

いては、常に状況を把握して、より効果的に活用されるよう工夫する。 

 教育をベースとした箇所間協定を研究活動にも展開し、さらなる産学官連携を促進する。 

③ 社会貢献改革 

 サイエンス啓蒙活動やダイバーシティ啓蒙活動を通じた各種アウトリーチ活動への積極的な参画を促進する。また、

Web を活用した情報発信も積極的に行い、より高い社会貢献を目指す。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 
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（４）国際関連（Waseda Vision 150核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

① 海外教育機関との箇所間協定の推進 

 前年度までと同様に、2021年度も海外大学との交流を奨励し、さらなる箇所間協定締結につなげる． 

 JICAの各種制度や JSTさくらサイエンスプランなど、外部機関における海外教育機関との連携プログラムを積極的

に活用する。 

② 海外留学の促進 

 2018年度に環境資源工学科に導入した海外留学優先枠のさらなる拡充と、利用者の拡大に努め、学生の海

外教育機関への派遣や留学をさらに促進するクォーター制の導入に向けては、これに伴う課題を再整理した上で、

これを導入するための検討を加速させる。 

 留学に伴って海外の大学で修得した科目の単位認定を行い、修了要件の単位数に組み込むなど、実状に合わせ

た丁寧な対応を行い、学生がさらに安心して海外での学習を経験できるように取り組んでいく。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

①社会貢献活動 

 最新情報を反映させた学科紹介動画や就職動向資料をWebに掲載することで、コロナ禍でも場所を選ばずに創

造理工学部における授業概要や最先端の研究動向に触れられる【365日オープンキャンパス】のさらなる強化を図

る。 

 Web マガジン【創造人】を年間 3～4回発刊することで、コロナ禍においても、創造理工学部に所属する教員が展

開する最新の研究動向、研究室の理念と魅力、大学での学びと社会との繋がりに関する教員の熱い想いを高校

生に伝えられるよう一層努める。 

 創造理工学部／研究科に所属する学部生／大学院生に対し、Zoomでインタビューを行い、現在の学科や学

問分野に興味を持った理由や経緯、現在取り組んでいる研究内容とその醍醐味、高校生に向けたメッセージを

Webページに掲載することで、コロナ禍でも知的好奇心を持ち続けながらキャンパスライフを送る大学生の生の声を

引き続き届けられるよう一層努める。 

 その他Web を通じたアウトリーチ活動、ダイバーシティ啓発活動などを積極的に行う。 

 

以 上 

  

① 重点研究領域 

2018年度に理工学術院総合研究所に設置された 7重点研究領域（理工重点）のうち、創造理工学研究科に関

わる二つの研究所「フロンティア機械工学研究所」「持続可能未来社会研究所」を引き続き効果的に運営し、競争的

な大型研究の獲得を推進していくことで、重点研究分野のさらなる発展を促進させる。 
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１．2020年度報告 ◆先進理工学部・研究科 

（１）入試関連（Waseda Vision 150核心戦略１関連） 

－2021年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施状況－ 

 2019年度の先進理工学部・研究科ホームページの全面改訂に引き続き、研究科ホームページにおいて、博士

後期課程・一貫制博士課程学生のインタビュー記事を新たに追加し、大学院入試の広報活動をさらに強化し

た。 

 他大学から優秀な学生を獲得するために、2022年4月入学より共同原子力専攻に修士課程AO入試を新設

することとした。 

 COVID-19の世界的な拡散を踏まえ、大学院入試をオンラインで実施することとし、受験生に不利とならないよう

に運営した。 

 2020年度の博士後期課程・一貫制博士課程の入学者数は、博士後期課程で 64名（2019年度 69名、

2018年度 64名）であり、一貫制博士課程の入学者数は 6名（2019年度 4名、2018年度 5名）であ

り、 入試をオンラインで実施したことにより、COVID-19禍の影響による入学者減を回避できた。 

 入試制度改革その他については、理工学術院全体の報告に準ずる。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－ 

➀グローバルリーダー育成のための教育改革 

 海外教育機関との箇所間協定の締結と Joint Supervision Program(JSP)の修了者 

→独 2016年にボン大学と先進理工学研究科との間で締結された JSP に関わる箇所間協定が 5年目をむかえ、延

長締結にあたり、オンラインでも JSP の審査ができるように箇所間協定を修正した。その修正された協定に基づき、公

聴会は COVID-19禍によりオンラインで実施することとし、両大学の研究指導者の参加のもと、2020年 6月に開

催された。5年一貫制博士課程先進理工学専攻から１名、生命医学専攻から１名につき JSPが承認され、2020

年 9月に認定書が授与された。 

→瑞 2017年にウプサラ大学と先進理工学研究科との間で締結された JSPに関わる箇所間協定に基づき、5年一貫

制博士課程先進理工学専攻から１名につき JSP が承認され、2021年 3月に認定書が授与される予定である。 

→豪 2016年にモナッシュ大学と先進理工学研究科との間で締結された JSP に関わる箇所間協定が 5年目をむか

え、延長締結にあたり、今後自動延長できるように箇所間協定を修正中である。派遣を受け入れているモナッシュ大

学の学生が 2021年 5月に JSP を授与される予定である。 

→台 2019年度に国立台湾大学と先進理工学研究科との間で締結された JSPに関わる箇所間協定に基づき、国

立台湾大学の博士学生（D2）の受入手続を済ませ、直前まで来日を検討していたが、COVID-19のため年度内

の滞在を断念した。2021年度の受入れに変更して手続きを再開する予定である。 

→米 Case Western Reserve大学と先進理工学研究科との間の JSP に関わる箇所間協定については引き続き調

整中である。 

 5年一貫制博士教育の充実及び効率化などによる修了者の質向上 

→2018年度に文部科学省卓越大学院支援事業により整備したパワー・エネルギー・プロフェッショナル（PEP）プログ

ラムにおいて、2020年度は三期生：24名（本学 9名、連携大学 15名）を先進理工学専攻で受け入れ、初め

ての修了生となる一期生：14名（本学 4名、連携大学 10名）が修了した。 

→5年一貫制博士課程の先進理工学専攻の 2020年度修了者数は、早期修了を含め 4名となり、その早期修了

者は第 11回日本学術振興会育志賞を受賞した。 

→整備された産学協働イノベーション人材育成体制のもと、東亜建設工業株式会との間でインターンシップに関わる協

定を締結し、一貫制博士課程の 1名の学生が派遣された。 

→2019年度に実施したカリキュラムの再編に引き続き、専門科目の他専攻との合併化とともに、「リーダーシップ開発プ

ログラム」などの講義内容をより実践的なものとした。 

 英語学位プログラムの質向上を目指した課題の抽出と解決策 

→コロナ禍により、日本に帰国できない学生に対して先進理工学部の共通科目として、広い視野を持った学生の育成

のための科目「グローバルリサーチャー養成科目群（6科目）」を実施した。 

→2023年度にカリキュラム改編、入学時期の一本化など含むプログラムのあり方が大きく変わる可能性を視野に入れ
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（３）研究関連（Waseda Vision 150核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－ 

 理工学術院総合研究所に設置された重点研究領域（理工重点）のうち、先進理工学研究科に関わる

階層を超えた最先端物理学研究領域「先端基礎物理学研究所」、先端化学知の社会実装研究領域の

「先端化学知の社会実装研究所」、階層動的生命科学研究領域の「先進生命動態研究所」に対する

2021年 2月に実施された三年次のステージゲート審査を受け、学部英語学位プログラムとの関連を熟慮し

て将来の計画をたて、どのような仕組みで重点研究領域の研究所を継続するのかを今後、議論していく必要

があることを確認した。 

 A A A インデックスを活用した情報の蓄積および Pureの活用によって、論文リスト・学会発表の整理と共有を

行っている。学生による入力が順調に進行しており、データベースとして益々充実している。 

 ラボリーダー制度が定着し、ホームページでの広報も一層推進し、先進理工学研究科の知名度向上に寄与

している。 

 教員の研究活動に対する表彰として、早稲田大学リサーチアワード等を受賞した教員を顕彰している。 

 平成30年度文部科学省「卓越大学院プログラム」に採択された「パワー・エネルギー・プロフェッショナル育成プ

ログラム」に関連して、核心戦略７（独創的研究の推進と国際発信力の強化）を推進している。 

 

て、2020年 12月に先進理工学部内に「英日学位カリキュラム検討タスクフォース」を立ち上げ、課題の抽出とその

解決策の議論を開始した。 

→学部英語学位プログラムの学生が大学院進学選択の際、海外の大学院でなく、そのまま大学院英語学位プログラム

へ進学することの魅力の一つとして伝えられる取り組みとして、大学院生が口頭発表する機会が与えられる海外の大

学や研究機関と連携した国際シンポジムへの参加を、学部英語学位プログラムの学生に促すこととした。2021年 3

月 16日、ボン大学の「The Life and Medical Sciences Institute」と学部英語学位プログラムの「Major in 

Bioscience」、重点研究領域の「先進生命動態研究所」、スーパーグローバル大学創成支援事業の「ナノ・エネルギ

ーユニット」などが共催となり、国際シンポジムを開催する。 

 学部専門教育への国際化 

→旧国際コース、新英語学位プログラムとの合併講義を利用して継続的に実施した。 

 東京農工大学との連携強化 

→共同先進健康科学専攻の2021年度以降入学者の修了要件において専門科目と演習科目の選択の幅を拡大す

るなど修正した。 

 研究スキル等に関する科目設置、ソフトウェア提供 

→2015年度に先進理工学研究科修士課程に設置した本学物性計測センターとの連携による「先端物性計測演

習」を継続して運営している。自然科学系総合ソフトウェア Chem. Office のライセンス料を研究科で負担し学生へ

ソフトウェアを提供した。 

 シームレスな科学英語教育 

→少人数レベル別のネイティブスピーカーによる対話型英語教育「Discussion Tutorial English in Science and 

Engineering」を継続して運営している。受講料の一部を研究科で補助した。 

 修士課程での学会発表の奨励 

→2015年度に設置した国際会議参加費補助制度を活用し、学会での発表を奨励した。 

②科目数削減に対する取り組み 

 学科ごとに 2022年度までのコマ数削減計画を策定し、目標達成に向け対応を継続している。 

③教員採用に対する取り組み 

 JREC―IN などを活用した公募を実施し、「同等の実績と資質を有する男女の候補者がいる場合には女性を採

用する」という考え方をもとに選考した。 

（４）国際関連（Waseda Vision 150核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み状況等－ 
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（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

①社会貢献改革 

 サイエンスの啓発活動 

→各教員が大学のオープンキャンパスや高校での模擬講義、学会アウトリーチ活動などを個別に実施。理工展でのイベ

ントで COVID-19 に関したオンライン講演会など実施した。 

②学生支援改革 

 大学院生の TA登用、博士課程学生 TA制度の推進 

→博士課程学生 TA（カリキュラム TA）を継続して活用。2017年度から運用開始した高度授業 TA制度を積 

極的に活用した。 

 学部・大学院生への就職支援を強化 

→2020年 7月 10日、(COVID-19の感染拡大のため就職活動においてオンラインでのコミュニケーションの機会が増

えていること、キャリア形成に役立てることを目的にして、第１０回先進理工キャリア支援講演会をオンラインでのコミュ

ニケーションスキルに関するワークショップを開催した。 

③その他 

 オンラインによるペアレンツデ―2020の開催にあわせ、各学科及びMajorを紹介する資料と動画を作製し、公開

した。 

 生命医療系研究・教育の充実 

→奈良県立医大との研究医養成制度を継続的に運用実施した。 

①海外教育機関との箇所間協定の進捗状況 

 海外教育機関との箇所間協定の締結と Joint Supervision Program(JSP)の修了者 

→独 ボン大学と先進理工学研究科との間で 2016年に締結された JSPに関わる箇所間協定が 5年目をむかえ、延

長締結にあたり、オンラインでも JSP の審査できるように箇所間協定を修正した。その修正された協定に基づき、公聴

会はCOVID-19禍によりオンラインで実施することとし、両大学の研究指導者の参加のもと、2020年6月に開催さ

れた。5年一貫制博士課程先進理工学専攻から１名、生命医学専攻から１名につき JSP が承認され、2020年

9月に認定書が授与された。 

→瑞 ウプサラ大学と先進理工学研究科との間で 2017年に締結された JSP に関わる箇所間協定に基づき、5年一

貫制博士課程先進理工学専攻から１名につき JSPが承認され、2021年 3月に認定書が授与される。 

→豪 モナッシュ大学と先進理工学研究科との間で 2016年に締結された JSPに関わる箇所間協定が 5年目をむか

え、延長締結にあたり、今後自動延長できるように箇所間協定を修正中である。派遣を受け入れているモナッシュ大

学の学生が 2021年 5月に JSP を授与される予定である。 

→台 国立台湾大学と先進理工学研究科との間で 2019年度に締結された JSP に関わる箇所間協定に基づき、国

立台湾大学の博士学生（D2）の受入手続を済ませ、直前まで来日を検討していたが、COVID-19のため年度

内の滞在を断念した。2021年度の受入れに変更して手続きを再開する予定である。 

→米 Case Western Reserve 大学と先進理工学研究科との間の JSPに関わる箇所間協定については引き続き、

調整中である。 

②英語学位プログラムの進捗状況 

 英語学位プログラムの進捗状況 

→2020年度は、Major in Physicsに 8名（4月：1名、9月：7名）、Major in Chemistryに 9名（4月：

1名、9月：8名）、Major in Bioscicenceに7名（4月：1名、9月：6名）、計24名を受け入れた。2019

年度の 15名（4月：4名、9月：11名）から大幅に増加したが、4月入学の入学者数は減少した。 

→先進理工学部の共通科目として、広い視野を持った学生の育成のための科目「グローバルリサーチャー養成科目群

（6科目）」を実施した。 

③海外教育機関への大学院生の派遣・留学の推進の進捗状況 

 海外教育機関への大学院生の派遣・留学の推進の進捗状況 

→UCLA（カリフォルニア大学ロサンジェルス校）の CSST プログラムなど海外教育機関への大学院生の派遣や留学は

コロナ禍の影響により、取り組みのほとんどは中止となった。 
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２．2021年度計画 ◆先進理工学部・研究科 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

➀教育改革 

 講義のオンデマンド化推進による効率的な授業実施を目指す。特に、学部英語学位プログラムの B群共通科目

の講義オンデマンド化について 2023年度に実施できるように協議を進める。学部日本語学位プログラムの講義オ

ンデマンド化については、COVID-19 によりオンデマンド化した授業につき、学修効果の評価も加味して協議す

る。 

 「英日学位カリキュラム検討タスクフォース」において、2023年度にカリキュラム改編、入学時期の一本化などを含

むプログラムのあり方が大きく変わる可能性を視野に入れて、引き続き課題の抽出とその解決策について協議す

る。 

 学部専門教育の一層の国際化を推進する。 

 海外教育機関との箇所間協定を推進する。 

→豪 2016年にモナッシュ大学と先進理工学研究科との間で締結された JSP に関わる箇所間協定が、今後自

動延長できるように箇所間協定の修正を完了する。 

→台 2019年度に国立台湾大学と先進理工学研究科との間で締結された JSPに関わる箇所間協定に基づ

き、国立台湾大学の博士学生（D3）の 2021年度の受入れ手続きを再開する。 

→米 Case Western Reserve大学と先進理工学研究科との間の JSPに関わる箇所間協定について、締結

に向けて協議する。 

 箇所間協定等を活用した教員・学生・若手研究者の海外派遣・招聘プログラムを推進する。 

 大学院生（修士課程）の学会発表、論文発表を奨励する。 

➁研究改革 

 先進理工学研究科に関わる理工重点の階層を超えた最先端物理学研究領域「先端基礎物理学研究所」、

先端化学知の社会実装研究領域の「先端化学知の社会実装研究所」、階層動的生命科学研究領域の「先

進生命動態研究所」を運営するのみならず、研究成果の発信などにも取り組む。 

 論文リスト・学会発表の整理と共有化を図る（AAAインデックスを活用した情報の蓄積と活用および Pureシステ

ムの一層の利用促進）。 

 ラボリーダー制度を一層推進する。 

 教員の研究活動に対する表彰を実施する。 

➂社会貢献改革 

 サイエンスの啓発活動を行う。 

④学生支援改革 

 大学院生への就職支援強化を目指す。学部英語学位プログラムの各Major に属する学生が他の大学でなく先

進理工学研究科の大学院英語学位プログラムへの進学を希望してもらえるように、海外の大学や研究機関との

国際ジョイントシンポジウムに参加させるなど、魅力ある取り組みへ参加できる仕組みの構築を検討する。 

⑤科目数削減に対する取り組み 

 学科ごとのコマ数削減計画を継続する。 

 

（１）入試関連（Waseda Vision 150核心戦略１関連） 

－2021年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

 研究科ホームページにおいて、 COVID-19下の困難な状況においても活躍している学部生、修士学生、博士

後期課程学生、一貫制博士課程学生の取り組みや研究成果など発信し、学部入試および大学院入試の広報

活動をさらに強化する。 

 一貫制博士課程「先進理工学専攻」の入試の方法の変更につき協議する。 

 学部入試作業の合理化と入試事故リスクの軽減について引き続き協議を続ける。 

 学部英語学位プログラムの入学時期の一本化など含む入試改革について協議する。 

 入試制度改革その他については、理工学術院全体の計画に準ずる。 
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（３）研究関連（Waseda Vision 150核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

 先進理工学研究科に関わる理工重点の階層を超えた最先端物理学研究領域「先端基礎物理学研究

所」、先端化学知の社会実装研究領域の「先端化学知の社会実装研究所」、階層動的生命科学研究

領域の「先進生命動態研究所」で掲げられたテーマに対する研究を重点的に実施していく。 

 A A Aインデックスを活用した情報の蓄積および Pureの活用によって、論文リスト・学会発表の整理と共有を

引き続き行っていくことで、データベースを充実させ、活動状況の可視化を進める。 

 ラボリーダー制度を継続することで、学生が研究を主体的に行っていくという自覚を促していく。また、ホームペ

ージでの広報も一層推進し、先進理工学研究科の知名度向上に寄与していく。 

 教員の研究活動に対する表彰として、早稲田大学リサーチアワード等を受賞した教員の顕彰を引き続き行っ

ていく。 

 文部科学省卓越大学院支援事業により整備したパワー・エネルギー・プロフェッショナル（PEP）プログラムに

関連して、核心戦略７（独創的研究の推進と国際発信力の強化）を引き続き推進していく。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

①海外教育機関との箇所間協定の推進 

 海外教育機関との箇所間協定を推進する。 

→豪 2016年にモナッシュ大学と先進理工学研究科との間で締結された Joint Supervision Program 

(JSP)に関わる箇所間協定が、今後自動延長できるように箇所間協定の修正を完了する。 

→台 2019年度に国立台湾大学と先進理工学研究科との間で締結された JSPに関わる箇所間協定に基づ

き、国立台湾大学の博士学生（D3）の 2021年度の受入れ手続きを再開する。 

→米Case Western Reserve大学と先進理工学研究科との間の JSPに関わる箇所間協定について、締結に

向けて協議する。 

②海外教育機関への大学院生の派遣・留学の推進 

 海外教育機関への大学院生の派遣・留学の推進 

→米カリフォルニア大学ロサンゼルス校への短期留学（UCLA CSST プログラム）制度を継続する。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

①社会貢献改革 

 サイエンスの啓発活動を行う。 

②学生支援改革 

 高度授業 TA制度を積極的に活用する。 

 学部・大学院生への就職支援を強化 

→COVID-19の感染拡大のため、就職活動においてオンラインでのコミュニケーションの機会が増えていること、キ

ャリア形成に役立てることを目的にして、オンラインによる先進理工キャリア支援講演会を複数回開催する。 

③その他 

 生命医療系研究・教育の充実を目指す。 

 COVID-19の感染拡大のため、対面でコミュニケーションを取る機会が著しく減少し、これまでにない教育環境や

研究環境におかれたことによるハラスメント事例の発生などを防ぐため、学生ならびに教員に対するセミナーや研修

など実施する。 

 COVID-19の感染拡大のため、対面でコミュニケーションを取る機会が著しく減少し、学生ならびに教員のメンタル

ケアが必要になる事例など取り上げ、解決策を提示するセミナーなど実施する。 

 

以 上 
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１．2020年度報告 ◆情報生産システム研究科 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－ 

① 初年度に受講する基礎科目のより体系的な整備については、検討に着手したものの十分ではなかったため継続検

討する。 

② 2019年度までのａコースをベースに再編した標準コース制を新たに実施した(これに伴い従来の b、cコースは廃止

した)。また、社会人教育などのニーズを踏まえ、社会人を対象とするカリキュラムの在り方について検討を開始した。 

③ 2018年度の新思考入試(基幹理工学部・北九州地域連携型)の入学者に向けて、北九州キャンパスでの研究

室配属(4年次)のための受入体制を整備し、本研究科から基幹理工学部に提供するオンデマンド講義 4科目の

コンテンツを準備した。また、2021年度新思考入試入学者向けに、指定校への充実した事前説明などを行った結

果、2021年度は 13名の合格者を出すことができた。 

④ 社会人博士学生募集についての広報の方策について検討を開始した。 

⑤ 教員採用に関しては、テニュアトラック制度の内規を定めたものの、テニュアトラック教員の採用には至らなかったが、

本研究科では初めて研究指導を担当する女性教員を採用した。 

⑥ 新型コロナウイルスの影響により、オンライン授業を行った。また、多くの留学生が入国できなかったため、入国状況の

調査および手続支援や、学生寮の寮費を一部免除するなどの特別対応を行った。2021年度も入国できない状

況が続くことを想定し、スムーズにオンライン授業に臨めるよう、2020年度までは入学後に行っていた科目登録を入

学前に前倒しすることとした。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－ 

（１）入試関連（Waseda Vision 150核心戦略１関連） 

－2021年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施状況－ 

① 書類選考におけるより客観的な評価のため、英語外部試験機関の範囲、出願資格基準点の明示について検討

を開始し、異なる英語外部試験結果の評価方法の正規化について検討を実施した。英語外部試験結果証明書

提出による志願者の減少、国内出願における英語筆記試験廃止にともなう入学者の質の低下等の悪影響はない

ことを確認した。 

② 受験生に対するWEB情報の充実について検討を開始した。電子出願を可能とする方策については段階的に実

施するものとし継続検討する。 

③ 海外協定校との箇所間協定に基づく推薦入試について、各校への説明会はオンラインで 9校に行い、既協定締結

校との推薦基準等の見直し、新規協定締結候補校との協定締結を進めた。新規締結先は4件（中国）、協定

更新は6件で、合計10件になった。また、海外志願者数(修士)は、2019年度比で、約1.2倍(定員比約2.5

倍)となった。 

④ 2020年度に日本政府奨学金受給外国人留学生特別枠プログラム：「IoT社会におけるイノベーティブリーダーの

育成」が採択となり、欧米海外留学生の確保にむけて募集を開始し、2021年度は 5名（アメリカ、インドネシア、

トーゴ、フィリピン、ロシア）の合格者を出すことができた。 

⑤ 広報活動をより充実させるため、プロの記事ライターを介した研究紹介記事を研究科のWeb サイトで連載すること

となった。一方、高専国内協定校推薦入試に対する入学前奨学生選抜制度等については、実施したものの広報

の時期が遅かったため成果は得られなかった。来年度も継続して実施する。 

⑥ 新型コロナウイルスの影響により、入試ではオンラインで面接を実施した。広報では対面でのオープンキャンパスに代

わり、オンラインでの入試説明会や研究室紹介を行った。 
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① 毎年開催（12年継続）している「国際連携 IPS シンポジウム」を 11月に北九州キャンパスで開催した。今年は

対面およびオンラインで開催し、海外 3大学［2か国］を含む、計 168名の参加者により、2日間で研究成果の

発表や講演を行った。国内、海外からの発表 12件の他、IPS からは修士、博士学生を中心に 45件の発表を行

い、若手研究者のグローバル発信力の強化を図った。 

② 国内外大学・研究機関との連携創出によるプロジェクト研究に加え、産業界と連携した共同研究による外部資金

獲得件数の増加を目指したが、新型コロナウイルスの影響もあり十分な成果を挙げられなかった。 

③ 早稲田大学 IPS・北九州コンソーシアムの活動を継続して実施する中で、参画企業が増加した。2020年度はオ

ンラインで総会および情報共有会を開催し、海外からも講演者を招いて様々なテーマで情報交換をすることができ

た。 

④ 新規の産学連携教員の受入を目指したが、実現には至らなかった。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み状況等－ 

① 在学生の学業や生活上の相談について、英語、日本語および中国語等、多言語による対応が可能なカウンセリン

グを継続実施した。また、留学派遣元各大学（箇所間協定校の国際部等）との定期的な意見交換や大学説

明会等により、留学希望者の意識、要望を調査するとともに、協定校からの推薦基準、入試実施方法などについ

て評議を実施した。 

② 従来実施してきた海外大学からの短期学生受け入れは、新型コロナウイルスの影響により実現できなかった。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

上記(1)～(4)の取り組みの機能強化を図るため、定期的な将来計画戦略委員会において、本研究科の課題を整理

し、解決策を検討した。また、毎週月曜日に本研究科の執行部と事務担当による「コロナ対策会議」を新たに設け、大

学のコロナ対策本部会議で検討された内容をもとに、本研究科での新型コロナウイルス対策を検討した。 
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２．2021年度計画 ◆情報生産システム研究科 

（１）入試関連（Waseda Vision 150核心戦略１関連） 

－2022年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

① 国内出願、海外出願の書類選考において、成績評価を明確にする基準の検討と、実績に基づいた分析を通し

て、アドミッションポリシーに合う人材の獲得を目指す。 

② 新思考入試(基幹理工学部・北九州地域連携型)の入学者を継続的に確保できるよう、指定校への充実した事

前説明などを継続実施する。 

③ 海外協定校との箇所間協定における推薦入試について、既協定締結校との推薦基準など、志願者の動向を踏ま

えて、協議を継続実施する。 

④ より多様なグローバル化を検討する一貫として、2020年度に採択となった日本政府奨学金受給外国人留学生

特別枠プログラム「IoT社会におけるイノベ―ティブリーダーの育成」について、欧米系等の学生にフォーカスした募

集、学生獲得を継続実施する。 

⑤ 科目等履修生制度によるプレ教育の実施のため、社会人コースと文系留学生受入コースの設置を検討する。 

⑥ 志願者、入学者数の増加を図るため、Web やオンラインを活用し、広報活動をより充実させる。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

① 新型コロナウイルスの影響で入国できない留学生を考慮し、オンラインでの教育・研究指導の質の維持を図る。 

② 2021年度より科目登録を入学前に実施し、新入生が円滑に科目登録および受講できるよう支援する。 

③ 新思考入試(基幹理工学部・北九州地域連携型)の入学者を初めて4年生として迎え入れるため、本研究科修

士課程への進学を見据えた研究指導および論文指導を行う。 

④ 教員採用に関しては、テニュアトラック教員の採用を継続検討する。また、優秀な人材を獲得するために、スケジュ

ールの前倒しや募集方法の効率化を図る。 

 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

① 既海外協定校との定期的な意見交換、環境変化にともなう協定の見直しの他、2020年度に採択となった日本

政府奨学金受給外国人留学生特別枠プログラム「IoT社会におけるイノベ―ティブリーダーの育成」の活用を前提

とした、欧米大学との箇所間協定、共同研究の可能性を継続検討する。 

② 海外協定校等からの短期教育や海外大学との個別交流活動について、新型コロナウイルスの状況を考慮しなが

らオンラインを最大限に活用して実施を検討する。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

上記(1)～(4)の取り組みの機能強化を図るため、将来計画戦略委員会を継続実施し、本研究科の課題に対する具

体的な解決策を各委員会に提案する。また、2020年度に設けた本研究科の執行部と事務担当による「コロナ対策会

議」は 2021年度も毎週月曜に継続実施する。 

以上 

（３）研究関連（Waseda Vision 150核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

① 「国際連携 IPS シンポジウム」を海外共同研究の成果発表の場として継続実施する。 

② 本研究科内で研究チームが機能的に連携できるようにし、複合的な研究体制を組織することによって、大規模外

部資金の獲得を目指す。 

③ 早稲田大学 IPS・北九州コンソーシアムの活動を推進し、共同研究を活性化させる。 

④ 企業からの派遣、出向による教育・研究への参画を目指し、産学連携教員の受け入れを継続検討する。 

⑤ 2021年度以降、多くの教員が入れ替わるため、実験機材の搬入出を円滑に行い、研究環境を整備し、活性化

を図る。 
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１．2020年度報告 ◆環境・エネルギー研究科 

（１）入試関連（Waseda Vision 150核心戦略１関連） 

－2021年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施状況－ 

① 広報活動の強化 

入試のタイミングに合わせて、入試説明会・相談会を実施している（理工系学生対象：1回、理工系・社会科学系

対象：3回）。毎回 20～30名の参加者を確保できているため、この取り組みを継続することで、学生確保につなげ

る。2020年度は、コロナ禍の影響により志願者数が微減したが、オンラインでの広報活動の強化を図る。 

② 博士後期課程学生の確保 

研究プロジェクトとの連携を図りながら継続的に増員に努める。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－ 

① 高度な文理融合に向けたカリキュラムの展開 

これまで取り組んできた「国際環境リーダー育成プログラム」を核としながら、文理融合カリキュラムを強化し、提携講座の

新設等によりカリキュラムを展開している（継続）。 

② 社会ニーズに対応した教育プログラムの強化 

立ち上げた新たな教育プログラムを社会ニーズに照らし評価し、改善点、強化点を検討した。とりわけ、地域リサーチセン

ター（後述）との連携による検討を開始した。 

③ 教員採用に関する取り組み 

将来展望を踏まえ、人事計画の検討に着手した。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－ 

① 地域リサーチセンターの設立と展開 

環境総合研究センターと福島県広野町、千葉県いすみ市等との連携により、地域リサーチセンターを設立し、外部資

金を獲得しながら、学際的な研究活動を継続的に展開している。こうした取り組みは、SDGs推進等の政策的な方向

性にも合致するものであり、継続的に発展・強化する方針である。 

②学問領域統合型の産学官連携プロジェクトの展開 

地域リサーチセンターの活動に加え、2020年 9月、公益財団法人イオン環境財団との提携による「AEON TOWA リ

サーチセンター」を設立した。学術研究に基づく持続的な地域社会である、新たな「イオンの里山」の構築を目指すと同

時に、AEON People と本学の学生、卒業生が共に学ぶ「共育」を通じて、「次の社会に貢献する人材」を育成すること

を目的としている。その他、脱炭素社会を見据えたカーボンリサイクルや Society 5.0 に対応した次世代モビリティシステ

ムに関する研究プロジェクトを発足することとなった。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み状況等－ 

従前より、取り組んでいる「国際環境リーダー育成プログラム」をベースに国際化に向けた検討を継続的に実施している。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

 本庄高等学院との連携強化に取り組みを継続的に実施している。 

 公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパークと連携した新たな産学官連携プロジェクトに着手した。 
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２．2021年度計画 ◆環境・エネルギー研究科 

（１）入試関連（Waseda Vision 150核心戦略１関連） 

－2022年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

① 広報活動の強化（継続） 

オンラインを活用した広報活動を充実させる。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

① 高度な文理融合に向けたカリキュラムの展開 

既存プログラムを核としながら継続的に展開する。地域リサーチセンターと連動した人材育成プログラムの検討に着手す

る（継続）。 

② 人事計画の検討 

5年スパンの人事計画の検討に着手する（継続）。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

① 地域リサーチセンター等の設立と展開（附置研究所との連携状況） 

各地域リサーチセンターでの研究活動を活発化し、それぞれの地域ニーズに合致したプロジェクトを組成し、外部資金獲

得を目指す（継続）。 

②  学問領域統合型の産学官連携プロジェクトの展開（附置研究所との連携状況） 

「AEON TOWA リサーチセンター」等を核として、産学官連携を発展させた新たな外部資金獲得を目指す。 

さらに、脱炭素社会を見据えたカーボンリサイクルや Society 5.0 に対応した次世代モビリティシステムに関する研究プロ

ジェクトを通じて大型の外部資金の獲得をめざす。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

従前より、取り組んでいる「国際環境リーダー育成プログラム」をベースに国際化に向けた検討を継続する。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

① 社会ニーズに対応した教育プログラムの強化（教育改革） 

地域リサーチセンターとの連携を核とした新たな人材育成プログラムの構築に関する検討を本格化させる。 

②本庄キャンパスの活性化 

 高大院連携 

 本庄高等学院と環境・エネルギー研究科による本庄キャンパスの活性化に向けた連携を継続する。 

 新たな産学官連携プロジェクトの立ち上げ 

本庄早稲田国際リサーチパークと連携しながら、新たな産学官連携プロジェクトの立ち上げを目指す。 

 

以 上 

 

 


