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Waseda Vision 150 スポーツ科学学術院の将来構想の進捗状況報告

１．２０１７年度報告

①⼊試制度改⾰

（学部）

・⼀般⼊試ならびにスポーツ⾃⼰推薦⼊試で課している⼩論⽂試験における出題⽅法とその採点基準に

ついて、新学習指導要領の施⾏を⾒越してその⾒直しを継続し、2019年度⼊学者⼊試に反映させた。

・現⾏トップアスリート⼊試、スポーツ推薦⼊試、⾃⼰推薦⼊試における課題についてその解決策を検

討した。

・センター試験廃止後の対応を検討し、入学センターと共有した。

（大学院入試）

・大学院への入学者を増加させるための方策について検討した。

・2018年度秋学期開始を予定している修⼠課程英語プログラムへの⼊学者選抜の⽅法について検討し、

決定した。

・優秀な留学⽣獲得に向けて、海外 10 大学（フランス：ボルドー大学、ドイツ：ドイツ体育大学ケルン、

ハンガリー：ハンガリー体育⼤学、中国：上海体育学院、台湾：台湾師範⼤学、国⽴台湾⼤学、国⽴

台湾体育大学、タイ：チュラーロンコーン大学、カセサート大学、タマサート大学）へのリクルート

活動をおこなった。

②教育改革

（学部）

・2017年度より開始した新カリキュラムについてその効果を検証し、学部と⼤学院が育成すべき⼈材の

明確化と、それに対応した教育カリキュラムの検討を⾏った。

・日本人学生をスポーツ科学とスポーツ分野におけるグローバルリーダーとして育成する教育を施すこ

とを理念とし、学部内に学術的副専攻「Global Sport Leadership（仮題）」の実現に向けた検討を継

続して⾏った。

（大学院）

・2018年度秋学期より修⼠課程英語プログラムを実現するための検討を⾏い、設置を実現させた。

・学部と大学院修士課程合わせて5年で卒業・修了するプログラムの検討を⾏い、制度を実現させた。

・学部と合わせてクォーター制への移⾏について検討を継続して⾏った。

③教育研究拠点形成

教員人事とも関連するが、教育研究拠点形成を主たる目的として、卓越した教育研究者を対象とした

国際公募による専任教員 2名の人事を実施した。このうち1名については2018 年 3月教授会にて候補

者を決定した。

またSGU事業に関連し、以下の取り組みを⾏った。

ア）国際ネットワークの活用関連（共同指導・共同研究関連）

・海外大学の教員 4名を訪問教員として招聘した。

4/8-5/20 Dr. LIGHT, Richard カンタベリー大学

6/26(7/4)-7/28 Dr. MILLER, Aaron カリフォルニア州⽴⼤学

6/26-7/30 Dr. RADAK, Zsolt ハンガリー体育大学
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10/1-11/30 Dr. REGULI, Zdenko マサリク大学

・プログラムコーディネーター、海外からの招聘教員による「SGU関連科目」を計 11科目実施した（プ

ログラムコーディネーター：紙上（春・秋計 5コマ）、三浦（春 2コマ）、海外からの招聘教員：4名×

各 1コマ）

・英語による修士学位プログラムの 2018年 9⽉からの正式設置にむけて最終調整を⾏った。

・大学院修士課程大学院生を海外協定大学（ラフバラ大学）へ派遣した（11/9-2/10）

・博⼠留学⽣合計 4 名を RAとして雇用した。

・SGU事業から発展し、ドイツ国内の高等教育機関と早稲田大学との連携の構築・強化、国際共同研究

促進に対する資⾦援助経済⽀援（DAAD)を獲得し、博士後期課程学生が 3 名、１〜2 ヶ⽉程度ドイツ

体育大学ケルンへ渡航した。

イ）国際的インターフェイスを持つ教育研究システムの構築関連

・優秀な留学⽣獲得に向けて、海外 10 大学（フランス：ボルドー大学、ドイツ：ドイツ体育大学ケルン、

ハンガリー：ハンガリー体育大学、中国：上海体育学院、台湾：台湾師範⼤学、国⽴台湾⼤学、国⽴

台湾体育大学、タイ：チュラーロンコーン大学、カセサート大学、タマサート大学）へのリクルート

活動および単位互換を伴う⼤学院⽣交流・JA を含む教員交流の可能性について議論をおこなった。

ウ）国際発信、成果発信関連（広報関連）

・国際フォーラム“Formulating an International Academic Network in Health and Exercise Science”

を開催した。6ヵ国・地域、6大学から 6名の教員を招き、各大学の教育プログラムについて講演して

いただいた。6か国・地域、7大学から 80名の学生、合計では 9大学から 125 名が参加し、英語によ

る修⼠学位プログラムの広報および各⼤学の研究教育や科⽬教育に関する情報交換を⾏い、共同教育

指導の実現に向けた議論を⾏った。

・拠点ウェブサイト、研究科のサイトにて日英で成果および英語プログラムについて発信した。

エ）運営体制の強化、教育研究環境整備関連

・ＳＧＵ事業を学術院全体の活動の一端として担うべく、（新）助教業務の一部にＳＧＵに関連する業務

を含め拠点活動支援を整備した。

④教員人事・FDの推進

・学術院の中⻑期的将来構想とそれに関連する施策を踏まえた専任教員⼈事を実現するため、学術院⼈

事構想検討委員会を設置し、中⻑期的な視点で専任教員⼈事を実施する体制を確⽴した。

・教育研究拠点形成を主たる目的として、卓越した教育研究者を対象とした国際公募による専任教員 2

名の人事を実施した。このうち 1名については2018年 3月教授会にて候補者を決定した。

・Waseda Vision 150実現のための臨時教員増計画を完成させ⼤学本部からの承認を得た。この臨時教

員増枠 5 名については 2018 年度秋学期からの開設が決定した英語による大学院修士課程プログラム

の教育を実施できる教員として雇用し、さらにテニュアトラックで採用する方針を学術院で固めた。

・スポーツ科学部に多数在籍する体育各部の部員指導ならびにスポーツ医科学クリニック業務を担当す

るための定数外助手助教の増員を要望し、計 5名の増員をお認めいただいた。

・本学「大学教員の勤務に関する規程」が2017年 4月に改正されたことを受け、本学術院における教

員の業績評価⽅法を検討し今後の嘱任・昇任⼈事に反映させるための検討を⾏った。

⑤キャンパス構想

・本部オリンピック・パラリンピック事業推進室、⼈間科学学術院とも連携して、留学⽣や訪問研究者
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が⻑期滞在可能な寮の設置を所沢地区に整備する計画を要望した（2018 年度に計画了承済み）。

・多くの学⽣が学ぶ東伏⾒キャンパスについて、例えばラーニングコモンズや学⽣⾷堂の設置といった

改善を⼤学本部に要求するとともに、東伏⾒キャンパスの有効利⽤について検討した。

・所沢キャンパスの特に⽼朽化したスポーツ施設の改築を⼤学本部にお願いし、2018 年度におけるスポ

ーツホールならびにトレーニングルーム改修の目処をつけた。

⑥社会貢献・産学官連携・校友連携

社会貢献としては多くの教員がスポーツ関連の様々な団体や機構（ＪＯＣ，日体協、ＪＳＣ，Ｊリー

グ、⽂部科学省、⽇本アンチドーピング機構、⽇本学校体育研究連合会等）に、役員やアドバイザー、

各種委員、チームドクターやトレーナー等として参加している。また、地域との連携を深めるために、

総合型地域スポーツクラブWaseda Club2000 において、各種のクラブマネジメントのアドバイス等を

提供しながら、様々なスポーツ活動の普及および強化に携わっている。

また、産学官連携は、様々な国公⽴団体、⾃治体、企業・団体との間で⾏われ、2017 年度は 26件の

受託研究・共同研究、受託教育を締結した他に、箇所間協定（国内1件）公益財団法人笹川スポーツ財

団（SSF）、(海外 2件）デ・モントフォード大学（英国）、パデルボルン大学（ドイツ）を締結し、スポ

ーツ科学分野での連携を深めた。

校友連携としては、早稲⽥⼤学校友会との協⼒で開始したWASEDA'S Health Study（リーダー：岡

浩一朗教授）を継続して推進した。

⑦競技⼒・国際競技⼒向上

・体育各部の部員指導ならびにスポーツ医科学クリニック業務を担当するための定数外助手/助教の増員

を要望し、計 5名の増員をお認めいただいた。このうち 4名を 2018年 4月に採用する人事を実施し

た。

・体育各部部員に対するスポーツ医科学クリニックによる医科学サポートを継続して実施した。

・スポーツ医科学クリニックのさらなるサポート策を検討した。この中には本部キャンパスにおける展

開を盛り込み、予算要求を⾏ったが残念ながら実現しなかった。

⑧学生支援

・学部の特色である国際大会での活躍が期待されるトップアスリートの学業支援として、チューター制

度の充実を進めている。2017年度時点で留学などの特殊事情以外での単位取得不⾜はないことなど、

一定の学習支援効果が得られているが、2020年の東京オリンピックに向けて、今後のさらなる⽀援体

制強化が必要である。

・2017年度より全学的に健康管理センターと学部教員（主にクラス担任と学⽣担当教務主任）の連携体

制強化が推進され、その⼀例として共有する情報提供書のフォーマット改定がなされている。その流

れを汲んで本学術院においても要学習⽀援者へのスクールカウンセラー、臨床⼼理⼠、教務担当教務

主任、学生担当教務主任、クラス担任、そして必要に応じて保護者を交えた相談体制が敷かれ、すで

に数名の学生に対してこの体制のもとで学業支援がなされている。

・学⽣指導の仕組みとして従来は１年次、２年次、３年次、４年次の春学期に修学上問題を抱える学⽣

を抽出し指導を⾏ってきた。これに加えて 1年⽣時の秋学期の時点でも成績不良者を抽出し、２年次

の成績不良者の可能性のある学⽣に対する早期の学業⽀援を開始した。またこの⽀援に対してクラス

担任（教養演習担当教員、演習指導教員）の関わりを深くするなど、学部教員による学生への学業支

援体制強化が図られ、一定の支援効果を得ている。
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⑨国際化戦略

③に合わせて記載。

⑩財務・資⾦戦略

研究資⾦の獲得、SGU後の国際的な教育プログラムを継続させるなど教育面における外部資⾦獲得策

を検討した。

スポーツ科学学術院では毎年多数の⽂部科学省の助成による科学研究費を獲得している。2017 年度の

採択は 43件、総額約 7千万円となっている（複数の基盤研究Aを含む）。そのほかに、各省庁や独法、

⺠間からの研究費も獲得しており、2017 年度に新たに契約した受託研究・共同研究、受託教育による外

部資⾦獲得は 26 件、総額約 1億 1千 2百万円である。
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２．２０１８年度計画

2018から学部設⽴20周年となる2023年までの将来像

（１）スポーツ科学学術院における将来像

スポーツ科学部は2023 年に設⽴20周年を迎える。学部創設時の⽬標は、⽇本で有数のスポーツ科学

における教育・研究拠点を目指すことにあった。優秀な学生の確保、教員による顕著な研究業績および

GCOE、SGU への採択・参加などから、その目標はほぼ達成され、QS研究分野別大学ランキングにおけ

るスポーツ関連分野では2017年に世界19位、国内1位の評価を受けた。しかしながら、2018年の同ラ

ンキングででは世界40位、国内2位と評価を下げている。今後設⽴20周年に向かって、スポーツ科学学

術院は教育研究拠点として国内で他の追随を許さない存在となるだけではなく、グローバル化を加速し

てさらなる飛躍を遂げることで、スポーツ科学の分野において世界のトップ10を目指すことを目標とす

る。2018年度はその⾜掛かりを確実に築く年度となる。

（２）求められる教育・研究

教育・研究におけるグローバル化は現在すでに進⾏しているが、今後さらに加速させる。学部⽣、⼤

学院⽣の留学機会の確保、留学⽣の積極的な受け⼊れ、教員の交流、研究推進の観点からも、海外の⼤

学および研究機関との連携をより一層充実させる。大学院修士課程においては英語プログラムをスター

トさせ、学部においては副専攻制度を利⽤したグローバルリーダー育成のための教育に取り組む。

一方、2020 年にはオリンピック・パラリンピック東京⼤会が開催される。それに向けた施策はそれ

以降のレガシーとして価値あるものである必要がある。例えば、健康維持増進のためのスポーツ参加の

啓発促進、スポーツ環境の整備やスポーツクラブへの⽀援、国際競技⼒向上のみならず⼈々の幸福に寄

与する確かな⼒量と⼈間性を備えたスポーツ指導者の養成などである。これらはスポーツ科学の成果の

社会還元であるともいえる。それゆえ、スポーツ科学学術院では、これらの課題に対しても、積極的に

関わっていく。

（３）9つの核⼼的戦略

このような考えを背景として、スポーツ科学学術院では学術院Visionの実現に向けて、2023年の設⽴

20周年までの実⾏計画として、9の核⼼的戦略を実⾏するが、それぞれの核⼼戦略における2018年の計

画は以下の通りである。なお、国際化は下記9つのすべての戦略に通底する戦略であるととらえる。

① ⼊試制度改⾰

学部では、大きな改革を必要とする2021年度⼊学者⼊試以降の⼊試に向けた検討を引き続き⾏う。

具体的には総合型選抜⼊試制度の完成

② 教育改革

充実した教育の実施のため、以下の点について検討を⾏う。

１）導入・基礎教育の充実

学部では、2017年度に実施したカリキュラム改⾰の効果検証を⾏い、さらに導⼊・基礎教育の充実の

観点から、スポーツ教養演習の内容についてさらに検討を⾏う。

大学院（特に2 年制修⼠課程を中⼼として）では、現⾏のスポーツ科学演習、論⽂作成技法の内容、

実施方法の再検討が必要である。また、研究方法、統計解析などの基礎的な科目が設置されていないた

め、それらに関する学習は各教員の演習および研究指導で補うしかないが、その個々の対応については

研究科全体で把握できていない。この評価、必要に応じて改善を講じる。
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２）専門教育の充実

学部においては、2017年度に実施したカリキュラム改⾰の効果検証を⾏い、さらに⽇本⼈学⽣のグロ

ーバルリーダー育成を中⼼に据え、そのための教育を施す副専攻制度の実施を検討する。

大学院修士課程においては英語プログラムを 2018 年度中に開始するが、これを含めて⼤学院教育を

充実させる専門教育の在り方を検討する。さらに 2 年制修⼠修了後に博⼠課程に進学し、研究者を⽬指

す者は限られており、多くの修了⽣は研究機関以外の企業や組織に所属する。しかし、そのために役⽴

つ実践的な教育が十分には提供できていないため、この課題について検討する。

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

③ 国際的教育研究拠点形成

これまでに採択されたGCOE プログラム、SGUプログラム両事業における院⽣派遣や研究者交流によ

って、これまでも研究教育の国際化を促進してきた。今後も引き続き海外提携校を拡充することで、ス

ポーツ科学の様々な領域における交流を促進し、世界的なネットワークを作ることで国際的な教育・研

究拠点を形成するための活動をより一層発展させる。

現在学術院内に設置されている、SGUに関連した施策を検討する会議体である「学術院SGU運営委員

会」を、SGUに限らず学術院の国際化推進施策を検討する「学術院国際化推進委員会（仮称）」と発展

的に改組することを実現する。

④ 教員人事・FD の推進

・2017年度にすでに設置された学術院⼈事構想検討委員会により、学術院の中⻑期将来計画にもとづく

⼈事構想を踏まえた教員⼈事を検討し、実⾏する。

・テニュアトラックを利⽤した教員採⽤を⾏う。

・専任教員が担うべき業務内容について、それらのエフォートを適切に評価する仕組みを確⽴する。

・教員の教育技能向上や教員としての在り方に関する情報を共有するための方策について早急に検討す

る。

⑤ キャンパス構想

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

東伏⾒の２つのキャンパスを拠点として、両キャンパスの教育施設の充実、学⽣の利便性やサービス向

上をはかる。また SGU プログラム、英語による修士学位プログラムの開設（2018 年 9 月）、および研

究拠点形成を目的とした教員採用（2018 年 9 ⽉以降）に伴い、スポーツ科学の教育・研究における国

際化拠点を形成するために、両キャンパスの教育・研究環境の向上について大学に提言する。

なお、東伏⾒キャンパスについては、具体的には、

・英語による修士学位プログラムの設置および博士学位プログラムの発展による大学院生増加に対応す

べく、個人またはグループで自習ができる場所を整備する。

・国際化に伴い採用する教員（専任および任期付き）、国外から招聘する教員および研究者の研究室を整

備する。

⑥ 社会貢献・産学官連携・校友連携

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

査であるWHSを継続実施する。スポーツ科学研究センターによるノンディグリープログラムである「ス

ポーツMBA Essence」をはじめとするスポーツ科学学術院における教育研究の成果を社会に還元する施
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策を積極的に展開する。このほか産学官連携や校友連携を進める。

⑦ 競技⼒・国際競技⼒向上

在学⽣の競技⼒を向上させる⽅策を検討し、多くのスポーツ科学部⽣が⽇本学⽣選⼿権での優勝や⽇

本代表となって国際的に活躍できるような支援体制を構築する。そのために、総合型選抜入試によって

優秀な学⽣を確保するとともに、スポーツ医科学クリニックの充実と競技⼒向上および学⽣の教育策の

充実のための人材を助手として雇用することを継続させる。さらに本部キャンパスにおけるスポーツ医

科学クリニック事業の展開を実現すべく、競技スポーツセンターとの連携を強化し、予算申請を⾏う。

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

する。具体的には、スポーツ活動を中⼼とした海外留学および短期留学を検討する。留学費⽤について

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

位を取得できるように提携校との個別の折衝を⾏っていく。

⑧ 学生支援

⼀流アスリートが多く在籍するスポーツ科学学術院においては、トレーニングと学業の両⽴をより良

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

ポート体制を構築する。

産官学連携による独⾃の財源を確保することによって、学術院独⾃の奨学⾦制度の設⽴を検討する。

⑨ 財務・資⾦戦略

学術院の施策実現のための外部資⾦を獲得するための具体的な資⾦獲得戦略を策定する。特に「国際

的教育研究拠点形成」とも密接に関連するが，SGU後を⾒据えた早急なアクションを実⾏する。

以 上


