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１．はじめに

2012 年 11 月、早稲田大学は創立 150 周年を迎える 2032 年の大学のあるべき姿をイメージし、4 つ

のビジョンと 13 の核心戦略、75 のプロジェクトからなる中長期計画「Waseda Vision 150」を発表し、

2013 年 4 月から、これを順次実行に移しています。2016 年度末現在、プロジェクトは 54 に再編され

ていますが、教育･研究･社会貢献と大学運営のすべてに係る多岐に渡る施策について、自らが目指す姿、

理想とする大学像を可能な限り数値化、具体化することで、改革に対する理事会の覚悟と到達点を学内

外に示しています。多くの教職員、校友、学生、官界、経済界等をはじめとする関係者の皆様に多大の

ご協力をたまわっていることに、心より御礼申し上げます。

次年度への更なる飛躍を期して、4 年目の活動を Annual Report 2016 としてとりまとめました。各

核心戦略、各プロジェクトの進捗状況については本文を参照いただくこととして、ここでは、そのうち

幾つかのトピックをご紹介いたします。

これまでも多くの本学出身者が、政治・経済・言論・学術・芸術・スポーツなど、ありとあらゆる分

野で、また、世界の至る所で優れた活躍をし、社会の発展に貢献してきました。このことが国際的にも

広く認められ、昨年 11 月に英国の大学評価機関「ＱＳ社」が発表した、卒業生の活躍ぶりや就業力を

評価する国際ランキングの 2017 年版（Graduate Employability Rankings 2017）において、本学は、

2 年連続国内で第 1 位、世界でも 26 位（昨年 33 位）という高い評価を得ています。こうした本学校友

の優れた能力を、本学の教育･研究･大学運営等に最大限活かしていくことが大きな課題となっています。

これに加えて、地方振興の観点などから、地方企業、地方自治体を含む各界との連携が強く求められ

ていることも考慮し、幅広い皆さまからの問合せや教育･研究連携のご提案、ご寄付の申出などを一元

的に受け付け、必要に応じて学内の総力を結集してご提案に応えていくための拠点として、総長室内に

社会連携に関する総合窓口「社会連携課」を設置いたしました。

早稲田大学が、幅広い分野にイノベーティブな人材を輩出し続けてきた背景には、多様な個性をもっ

た学生が切磋琢磨する中で個性を伸ばしてきたという良き伝統があります。この伝統をさらに拡充発展

させるために、入学者の多様性を維持すべく入学者選抜制度の抜本的改革を進めてまいりましたが、今

般、「新思考入試（地域貢献型）」と並んで、基幹理工学部における指定校推薦入学試験「新思考入試（北

九州地域連携型推薦入試）」を 2018 年度入学者から実施することを決定しました。後者は北九州地域か

ら募集した学生に対して西早稲田キャンパスで基礎教育を実施し、卒業論文以降の専門研究を多くの企

業･自治体の協力を得ながら北九州キャンパスで行うこととしており、地域と早稲田大学との人的好循

環を実現する画期的な試みであると考えています。

大学の国際化の大きな指標である外国人留学生数は 5,431 人(2016 年 11 月 1 日時点)、通年では 7,156

人（2016 年度）、海外派遣留学生数は 4,086 人(2017 年 4 月 1 日)となり、着実に実績を積み上げていま

す。実践的な英語外国語授業や、7 学部 13 研究科においては英語のみで学位を取得できるプログラム

を実施し、国際水準のクォーター制を導入することで、留学生の受入と派遣を更に加速させています。

http://www.waseda.jp/keiei/vision150/index.html
https://www.waseda.jp/top/news/46827
https://www.waseda.jp/top/news/46827
https://www.waseda.jp/top/news/46827
https://www.waseda.jp/top/news/46827
https://www.waseda.jp/top/news/46827
https://www.waseda.jp/top/news/46827
https://www.waseda.jp/top/news/46827
https://www.waseda.jp/top/news/45129
https://www.waseda.jp/top/news/45129
https://www.waseda.jp/inst/admission/undergraduate/system/wacel/
https://www.waseda.jp/inst/admission/undergraduate/system/wacel/
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2014 年度に採択された、スーパーグローバル大学創成支援トップ型「Waseda Ocean 構想～開放性、

流動性、多様性を持つ教育研究ネットワークの構築～」は、「Waseda Vision 150」による改革を基盤に、

それをさらに加速するものと位置付け、早稲田の強みとされる分野を集中的に強化するとともに、他分

野への波及効果をも狙っています。これらの成果として、2016 年度に QS 社により発表された、研究分

野別の世界大学ランキング「QS World University Rankings by Subject 2017」では、全 46 分野のう

ち 9 分野が 100 位以内に入りました。今回のランキングにおいても、6 モデル拠点に関係する分野を中

心にランクを上げており、例えば、健康スポーツ科学拠点と関係の深い、新設の「Sports-related Subjects」

が、世界で 19 位、国内 1 位となるなど、各モデル拠点における先行的かつ積極的な取組みが着実に成

果に結びついてきています。

また、文部科学省が公表した、過去 5 年間（2012～2016 年）の科学研究費助成事業の研究分野別新

規採択の累計数において、本学は全 351 の研究分野中、8 分野で 1 位となっています。この分野数は、

私立大学ではトップ、国立大学をあわせた全国研究機関の中でも 8 位にランクされるもので、本学が国

際的にも国内的にも幅広い研究分野で高い評価を得ていることを示しています。

工業社会から知識社会へと社会全体が大きく転換する中で、一人ひとりの市民が生涯を通じて常に能

力を向上させ続けることが重要な意義を有するようになっています。これを反映して、近年、初等中等

教育からリカレント教育に至るまで人材育成システムを抜本的に改革することの重要性が広く認識さ

れ、その中核を担う高等教育機関の果たすべき役割に多大な期待が寄せられています。本学は、全国の

大学の先頭に立ってこうした時代の要請に応えるための改革を進めてきたと自負していますが、同時に、

従来の改革の延長・拡大では十分に対処し得ない新たな課題に取り組むことが求められていることも明

らかになりつつあります。Waseda Vision 150 の目指すところをしっかりと見据えた不退転の覚悟が肝

要であると考えています。

本学の創設者大隈重信は「停滞は死滅」と唱え、物事の存続には常に改革を続けていくことが必要で

あるとし、積極的にそれを実践しました。「Waseda Vision150」で掲げた改革姿勢を貫けるかどうかが、

将来の早稲田大学の命運を握っていることを十分に認識した上で、教職員一同が一丸となって進んでま

いります。教職員、校友、学生、政界、官界、経済界等をはじめとする学内外の関係者の皆様におかれ

ましては、早稲田大学との連携をますます深め、いっそうのご支援とご協力をたまわりますよう、よろ

しくお願い申し上げます。

早稲田大学総長

https://www.waseda.jp/inst/sgu/
https://www.waseda.jp/inst/sgu/
https://www.waseda.jp/inst/sgu/
http://www.waseda.jp/keiei/vision150/index.html
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https://www.waseda.jp/flas/cms/news/2017/03/30/3484/
https://www.waseda.jp/flas/cms/news/2017/03/30/3484/
http://www.waseda.jp/sports/sgu/index.html
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https://www.waseda.jp/top/news/47053
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２．2016 年度概要－改革の本格化に向けた体制整備が順調に進む

2015 年度に引き続き、Waseda Vision 150 推進本部（以下、推進本部）と Waseda Vision 150 推進

会議（以下、推進会議）をそれぞれ隔週で開催、核心戦略・プロジェクトの実行状況や数値目標の達成

状況を確認し、各核心戦略間での情報共有、意見交換も行った。さらに 2014 年度に「スーパーグロー

バル大学創成支援」に採択されたことに伴い、核心戦略・プロジェクトと学術院等との連携をより進展

させるため、推進会議構成員に学術院長等も含めた「拡大推進会議」を設置している。

また、9 月の上期終了時における、各核心戦略およびプロジェクトの上期報告会の実施や評価結果と

翌年度の予算申請への反映、年度末の核心戦略およびプロジェクトに対する推進本部による年間評価と

いう PDCA サイクルに基づく評価制度を継続している。

2016 年度年間評価の結果は、「◎：目標達成に向け、実行計画以上に進んでいるもの」が 0 プロジェ

クト、「○：目標達成に向け、実行計画通りに進んでいるもの」が 47 プロジェクト、「△：実行計画通

りに進んでいないもの」が 7 プロジェクト、「×：ほとんど着手できていないもの」が 0 プロジェクト

となり、2015 年度に引き続き 2016 年度も概ね計画通りに実行できたと考えられる。

一方で改革開始 4 年が経過したことにより、プロジェクト間の実行速度の差が徐々に生まれ始めてお

り、早急に成果が求められる事業や課題設定の見直しが必要な事業など、新たな課題が見えてきた。な

お、2016 年度を終え、当初目標の達成等により完了したプロジェクト、および目的・目標の見直しに

より他プロジェクトと統合したプロジェクトは 0 件となり、2017 年度は合計 54 プロジェクトを推進し

ている。



Waseda Vision 150
-Best Education, Best Research, Best Community-

5

３．核心戦略の進捗状況

■■■

■■ 核心戦略１ 入試制度の抜本的改革

■

＜目的・目標＞

各学部・大学院の教育理念・目標と照らし合わせ、求める学生の資質をさらに明確にし、これまでの各

種入試制度での入学者について、在学中および卒業後の活動の相関関係などを総合的に調査する。

その上で必要な制度改革を行い、求める資質の学生を国内外から発掘し、積極的に獲得する方式を検

討する。このことにより、日本および世界の各地域から、バランスよく多様で優秀な学生が入学し勉学に

励む場の実現を目指す。

・プロジェクトの目標達成に向け、着実に進んでいる。

・学部ではなく所謂本部主導としては本学で初めての国内対象の入試

連携型）」は、2018 年度入学者の募集に向けて入学試験要項のホーム

最終確認段階に入っている。

・また、入学後の教育方法について、教務部（入学センター含む）・キ

の懇談会を複数回実施しながら、相互の理解を深めるべく努力して

ラム・ポリシーを生かしつつ、地域貢献への意欲を発展させること

バイスや課程外の活動の場の提供について慎重に議論を進めている。

・新思考入試の 2 弾目ともいえる「新思考入試（北九州地域連携型推薦

で 2018 年度入学者より導入することが決まり、2017 年 1 月に他の

レスリリースを行った。

・文構・文の一般入試英語 4 技能利用型入試については、初年度とし

施できた。本学での導入により、国内の高校の英語教育における 4

ができたと思われる。

＜文構・文一般入試英語 4 技能枠結果＞

・文化構想学部 募集人員：70 名 志願：543 名 合格：293 名

・文学部 募集人員：50 名 志願：368 名 合格：182 名

・昨夏のオープンキャンパスでは好調な来場者数を得たが、一般・セ

＜推進本部評価について＞

◎ ・・・ 目標達成に向け、実行計画以上に進んでいる

○ ・・・ 目標達成に向け、実行計画通りに進んでいる

△ ・・・ 実行計画通りに進んでいない

× ・・・ ほとんど着手できていない

年 間 報 告
である「新思考入試（地域

ページ掲載を 4 月に控え、

ャリアセンター・学術院と

いる。各学術院のカリキュ

のできる科目履修上のアド

入試）」も、基幹理工学部

入試変更・改革を含め、プ

て順調に志願者を集め、実

技能化の気運を高めること

ンター利用入試の志願者数

推進本部評価／ ○
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も約 7000 名の志願者増（前年比 106.4％）となり、2 年連続で増加となった。

＜2017 年度 一般・センター利用入試入試結果（カッコ内は前年度）＞補欠除く

志願 114,983 名（108,039 名） 合格 15,703 名（17,440 名）

・箇所入試担当者兼務体制（「入試実施グループ」「国内リクルートグループ」「海外リクルートグ

ループ」）も順調に機能している。「入試実施グループ」は 4 月の新思考入試の要項公開に向け、

最終確認作業を行っている。「国内リクルートグループ」は昨年秋以降の「国内リクルーティン

グ・プロジェクト」本格稼働を受け、当プロジェクトの中核メンバーとして活動を実施し、当

プロジェクトとして全国 183 高校を訪問し、その成果を 4 月の全学アドミッションズ会議での

報告に向け、準備を進めている。「海外リクルートグループ」についても、オープンキャンパス

時に特設ブースを設けて相談会を実施する等の活動を行い、政治経済学部・社会科学部・3 理

工学部・国際教養学部の英語プログラム（9 月入学）の志願者を大幅に増やしている。「グロー

バル・リクルーティング・プロジェクト」とのリンクにより世界を 9 つの地域に分け、地域に

根差した効果的な広報活動を展開している。

・高い志を持った多様で優秀な学生を国内外から獲得するには、入学者選抜制度はその入口とな

り、入試制度の検討を進めているが、これまでは GPA を中心とする学力評価のみに頼らざるを

得ない状況であるが、大総研が中心に活動を始めている Big Data の活用を通して、入試形態別

／学部別／就職先別／地域別（大都市圏・地方・海外）といった観点で GPA の高い学生の特徴

を明確化するとともに、GPA 以外における個々の授業の評価、学生生活、留学・学外活動（部

活・サークル・ボランティアなど）といった観点から優秀な学生の再定義や入学者選別制度の可

能性の検討を進める。

・各学部で見直しが行われているアドミッションポリシーの確定と同時に、附属・系属校に求め

る人材像も再度確認してもらい、それをもとに各附属・系属校に学部推薦のあり方に関する検討

を求めている。

・学業成績のみによらない多面的評価による学部推薦制度について本庄高等学院にて従来の学部

推薦制度（学業成績重視型）に加え、新推薦制度（G 選抜:自己推薦型）を 2018 年度より導入

することとなった。（既に高等学院では同様の推薦制度を導入済み）各系属校には引き続き、提

案していく。

・突出した優秀な生徒の育成と同時に学業成績の芳しくない生徒へのフォローや学力の底上げを

図るため、早稲田実業学校で「学習相談室（仮称）」の設置が決まった。

・両高等学院において、生徒が 1 年間の海外留学も含めて 3 年間で卒業、学部進学できるよう、

単位認定や学費免除の制度を整えた。

・高等学院が文部科学省の情報教育推進校に指定された。

（IE-School：全国で採択された高校は 5 校のみ）

関連するプロジェクト 推進本部評価 備考

１） 多様で優秀な学生獲得のための方策の検討と推進（***,

入学センター）
○
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■■■

■■ 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

■

＜目的・目標＞

早稲田大学の卒業生が世界のリーダーとして、豊かな人類社会の実現に貢献するためには、在

学中に専門の力を活かす真の教養力を養う必要がある。本学の教養教育は、いわゆる一般教養科

目の羅列ではなく、基礎教育科目、外国語科目、および留学・ボランティアなどの体験科目で構

成される全学共通副専攻科目群と各学部での専門科目群の総合によって教授するものである。

基礎教育は、学部で専攻する学問を学ぶためにも、また社会に出て仕事をするためにも必須と

なる、論理的な思考をし、自らの思考内容を発信できるコミュニケーション能力とＩＴの素養を

身につけるための全学基盤教育と、人文科学・社会科学・自然科学のこれまでの成果を学び、学

部の専門を超えて、学問とは何かを考える機会を用意する全学共通教育よりなる。専門力の発揮

を裏付ける深い洞察力の源である教養を身につける機会を全学生に提供するために、オープン教

育センター等におけるこれらの基礎教育プログラムと外国語教育プログラムの系統化と専門教

育との適切な接続を図る。さらに、異文化交流やスポーツ振興を促進するとともに、国際教育プ

ログラムや留学プログラム、ボランティアなどの体験科目を通して、幅広い知識と複眼的視点か

らの思考を身に付けたグローバルリーダーとなるに相応しい学生を育成する。また、社会経験を

基にグローバルリーダーを目指す社会人向けの教育も充実させ、いつでも大学へもどって勉強で

きる機会を増やす。

このような教育を実現するために、教育プログラムの充実と教育環境の整備を進め、学術院の

再編をも視野に入れつつ必要な制度の柔軟化と体制の改革を行う。2013 年度から導入するクォ

ーター制はその一つである。例えば、オセアニアと南米の夏休みは 11 月半ばに始まり、新学年

度は 2 月に始まる。韓国の新学年度は 3 月に始まり、北米の Quarter System の大学は 4 月に春

学期が始まる。クォーター制は、日本も含めて世界中のアカデミック・カレンダーへの対応を可

能とする。また、本学の海外拠点や 600 を超える海外協定校・機関と連携し、教育・研究の場あ

るいはボランティア活動や文化の発信の拠点として有機的に活用する。
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教育プログラムの開発・改善

・2017 年度に「Academic Writing and Discussion in English」を春

秋・冬クォーターに 4 クラス設置する。2018 年度の必修科目化を予

講師の手配が課題となる。

・2017 年度より基盤教育の「数学基礎プラスα（金利編）」「数学基礎

テラシーα／β／γ」において英語クラスを設置する。今後、英語

いて各箇所の英語で行われる授業の情報を共有し効果的な活用方法

・GLFP 以外のオナーズ・プログラムについては、関連箇所で確認した

施策の方向性を定めることが課題となる。

・「人間的力量」を身に着けられる学内正課外プログラムの体系化を行

・「体験の言語化」理論の本を完成した。

・WASEDA NEO 事業計画を明らかにし、社会人教育拡充の具体化を

教育環境・制度の整備

・履修保留／継続履修および帰国後登録について関連規約を整備する

た制度概要・業務手順の説明を行った。

・GEC 科目については、１単位科目など一部の対象外科目を除いて、

ー科目（82%）を合わせて 9 割を占めることになった。

・「紺碧の空奨学金」は 2018 年度入学者からは養育里親、里親施設の

度には「めざせ！都の西北奨学金」を学費半期分免除とし、指定校

に該当する者は採用を確約する変更を行った。また「入学前予約型

業を新たに開始した。

・大学院生の増加について、各研究科へのヒアリングを継続して、具

ことが課題となる。

・優秀な若手研究者の不利益をなくすため、新たな助手・助教制度の

・外国人教員および女性教員比率向上のため、人事申請時に公募条件

告などの義務化を検討している。

海外留学に関連するグローバル化対応

・派遣留学者数増加に向けて学部の特性に合ったプログラム開発を学

課題となる。

・減少傾向にあった短プロの年間充足率は昨年の 52.2%から 56.4%に

・外国語力基準を満たす学生数増加および派遣留学促進策として、T

を設置した。

年 間 報 告
・夏クォーターに 7 クラス、

定する学部との調整、非常勤

プラスβ（金利編）」「統計リ

学位プログラム検討 WGにお

を検討する。

コンセプトに沿った具体的な

い整理した。

行った。

とともに、箇所担当者に向け

集中講義（7.9%）とクォータ

里子も対象とした。2017 年

推薦による推薦者のうち基準

経済支援奨学金強化募金」事

体的なアクションにつなげる

構築を進めている。

や外国人・女性の応募者数報

部と協働して促進することが

改善された。

OEFL iBT の受験料補助制度

推進本部評価／ ○
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留学生受け入れに対する対応

・2017 年 4 月 1 日付でインストラクター（任期付）から講師（任期付）への資格変更を実現する

予定。

・外国人留学生の出口支援のため、各学術院から選出いただく「キャリア連携委員」と連携を図り

広範な就職支援を行うことが課題となる。

関連するプロジェクト 推進本部評価 備考

１）教育システム改革PJ（教育システム課） ○ 核心戦略④でも検討しているプロジェクト

２）人間的力量の増進PJ（キャリアセンター） ○

３）社会貢献・ボランティア活動を通じた人材の育成PJ

（***,平山郁夫記念ボランティアセンター）
○

４）奨学金制度設計PJ（**,奨学課・国際教育企画課） ○

５）海外留学促進PJ（国際教育企画課） ○

６）留学生受入促進PJ（国際教育企画課） ○

７）教育制度改革PJ（教務課） ○

８）社会人教育プログラムの拡充PJ（***,教務課） ○ 核心戦略⑩でも検討しているプロジェクト
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■■■

■■ 核心戦略３ 教育と学修内容の公開

■

＜目的・目標＞

授業のみならず学生のレポートや論文などの学修成果物も含めて公開する。公開方法は、既存

のインターネットによるオンデマンドシステム、オープンコースウェアなどの活用や、学修ポー

トフォリオを構築し、レポート等だけではなく、自己 PR なども発信することが可能となり、就

職活動のツールとしても役立つことになる。既存のシステムを利用してもかなりのことが可能で

あるが、本学の教育内容が受験生や保護者、学生や社会へ公開されることにより透明性を高め、

本学の教育活動への理解と評価を求めることとする。同時に、世界の優れた授業を積極的に取り

入れる、あるいは授業交換・共有などを通して、多様な授業展開をできるところから始めていく。

さらに、現在の英語化の次の時代を見据えて、教育の多言語化の検討と準備を進める。

公開コンテンツの拡充

・コンテンツオーサリングツールの更新が完了した。

・講義の公開科目数は 2,408 科目であった。

・自動収録システム利用科目数は 83 科目(早稲田キャンパス：75 科

計 490 コンテンツ)であった。

授業における Good Practice の普及・展開

・2016 年春学期ティーチングアワード総長賞受賞者、2016 年度 W

請者に対して、Good Practice に対するインタビューを行い、大

した。

・アクティブラーニングに関する Tips 動画コンテンツ（リフレク

ペア・シェア、ラウンドロビン）を制作し、教務担当教務主任会

等での学内共有を行った。

・教員が自由に参加し、授業実施に関する意見交換ができる場とし

開催を原則として定期的に実施しており、年間 9 回実施した。

施により、Faculty Café 自体は不開催とした）。

・全学 FD コンテンツとして「FD とは」「授業設計のポイント」「早

題発見・解決型教育」「ルーブリックを活用した教育評価」の 4

受講可能とした。

・2017 年 4 月から高度授業 TA として配置する学生に対する研修

N@vi 上で受講可能とした。さらに希望者には、任意の集合研修

アクティブラーニング手法を用いたワークショップを実施する。

ツや集合研修参加者には受講証明を発行することとしている。

・ティーチングアワードは春学期から創造理工学部が参加、秋学期

年 間 報 告
目、戸山キャンパス：8 科目、

ASEDA e-Teaching Award 申

学総合研究センターHP で公開

ション、ジグソー法、シンク・

で視聴するとともに、教授会

て Faculty Café を月１回の

（2 月、3 月は海外派遣 FD 実

稲田大学における対話型、問

つを作成し Course N@vi 上で

コンテンツを作成し、Course

として、4 月 8 日（土）に、

なお、オンデマンドコンテン

からは情報生産システム研究

推進本部評価／ △
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科が参加し、徐々に参加学部等を拡大しながら実施している。

・教員相互の授業見学について、今年度はアワード受賞者、FD プログラム参加者等計 147 名に

授業公開を呼びかけ、48 科目が授業公開され、32 回の授業見学を実施、のべ 38 名が見学を行

った（昨年度授業見学対象 25 科目、見学実施 12 回、見学参加者 25 名）。2017 年度以降の授

業見学実施方法について、高度授業 TA やカリキュラム TA を配置する授業は自動的に見学対

象とすることとした。

・6 月下旬から 7 月にかけて、UW-Waseda Joint プログラムの一環において来日したワシントン

大学のファカルティファシリテーターによる授業見学を、海外 FD プログラム参加者が実施す

る授業を中心に実施し、授業の方法や改善点等についてフィードバックする機会を設けた。

・自学自修を支援するラーニングコモンズの機能について整理し、所沢図書館に新たなラーニン

グコモンズを設置した。

MOOC の戦略的活用

・edX 第二弾講座「Japanese Pronunciation for Communication」を開講し、以下のような成果

をあげた。

【登録者数】12,179 名(閉講時点) ※2017/3/31 時点 15,869 名

【居住国・地域】170 か国 （1 位：USA、2 位：日本、3 位：ベトナム、3 位：中国）

【修了率】7.5% 【受講者満足度】82.5%

・「Japanese Pronunciation for Communication」では 7 か国語（日本語、英語、中国語、韓国

語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語）の字幕・訳文に対応し多言語による授業公開のモ

デルケースとなった。

・理工学術院長谷部信行教授、鳥居祥二教授による Space Science に関する 2 講座分のコース設

計が完了した。2017 年度中に制作ならびに配信を行う予定。

・2016 年 11 月にソルボンヌ大学（パリ）で行われた edX Global Forum にて本学における MOOC

の取り組みについて発表した。

・2017 年 4 月より、edX 講座制作に関する「公募」を開始することとし、募集要項、周知用のポ

スターならびにプロモーション動画を作成した。

・2017 年 4 月 28 日に開催予定の edX 第二弾講座報告会に向けて各種データの集計ならびに分析

を進めている。

関連するプロジェクト 推進本部評価 備考

１）教育方法の革新と学生の主体的・能動的な学び

を支える情報基盤構築PJ（***,情報企画課）
△

核心戦略③④でも検討しているプロジェ

クト

２）「Good Practice」の整理および普及・展開PJ（***,

大学総合研究センター）
○

核心戦略③④でも検討しているプロジェ

クト

３）授業におけるTA制度の活用・授業形式見直し

PJ（**,教務課）
○

核心戦略④⑤⑩でも検討しているプロジ

ェクト
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■■■

■■ 核心戦略４ 対話型、問題発見・解決型教育への移行

■

＜目的・目標＞

授業の簡易収録・自動収録の仕組みや教材の電子化を支援する体制を構築し、授業内容のデジ

タル化を促進し、多くの講義科目のオンデマンド化を図っていく。 その上で、１年次より演習・

ゼミを主体とする学生の発表やディベートなど、学生参加型の授業を展開することにより、個別

的直接指導を強化する。また、プロジェクト型の授業形態により、集団での問題発見・解決の機

会を増やすこととする。

・TA 制度については、従来制度を変更し、カリキュラム TA（旧 Tao

（LA）、授業事務補助者の制度を策定し、2017 年 4月の施行に向け

業 TAの導入について、8つの学術院（商学、スポーツ科学以外）と 2

日本語教育研究センター）の申請があり、大学総合研究センターの

審査を経て、2017 年度は、525 科目クラスに高度授業 TA を配置す

度授業 TAの取組を学内共有するため、高度授業 TAを導入する授業

象授業リストの公開や見学希望者とのマッチングの進め方について

検討し、実施方法を決定した。TA の育成については、TA 向けのオ

し、Course N@vi にて公開し、TA 候補となる学生による受講が開始

割見直し結果が学内に周知され、箇所や教員によって教育の質向上

れた状態の実現を達成した。

・My Waseda 授業支援機能の開発計画見直しに伴い、次期 LMS（Lear

ついてはグローバルに利用されているパッケージまたは OSS をベー

なった。これに伴い、国内で導入実績のある複数の LMS について RF

を実施し機能面やコスト面での比較を行い、選定候補となる製品の

である MyWaseda の授業支援機能（旧 Course N@vi）のトライアル

リリースの準備が完了した状態は達成できていないが、代替システ

ートフォリオのプラットフォームとしては、OSS ベースのパッケー

ステム構築を行った。Mahara の基本機能に加え、課外活動履歴一

な機能を開発し、学生が自身の活動を省察する機能として提供する

・専任教員の持ちコマ数削減については、ワーキンググループを立ち

任会にて提案、賛同を得て、学部にアンケートを実施した。具体的

グラムにおいて、科目のシェアを実現し、コマ数削減につなげるこ

年 間 報 告
）、高度授業 TA、自学自修 TA

て導入準備を進めた。高度授

つの教育研究センター（GEC、

教育方法研究開発委員会での

ることとなった。さらに、高

を原則授業見学対象とし、対

、教育方法研究開発委員会で

ンデマンドコンテンツを作成

された。以上より、TA の役

に資する TA の活用が準備さ

ning Management System）に

スに導入を検討することと

I（Request for Information）

絞り込みを行った。達成目標

が実施され、2017 年度春学期

ムの検討を進め、特に学修ポ

ジソフト「Mahara」によるシ

覧、履修科目一覧を参照可能

準備が整った。

上げることを教務担当教務主

には、各学部の英語学位プロ

とを一つの指針とした。以上

推進本部評価／ ○
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より、専任教員の持ちコマ数削減に関する実態調査に基づき、コマ数削減に関する指針が固めら

れ、適切な働きかけが行われた状態を達成した。

・大学総合研究センターで「対話型・問題発見解決型教育導入のための手引き」を作成し e-Book

として Web で公開した。教員が自由に参加し、授業実施に関する意見交換ができる場として

Faculty Café を月１回の開催を原則として定期的に実施しており、年間 9 回実施した（2 月、3

月は海外派遣 FD 実施により、Faculty Café 自体は不開催とした）。達成基準である、対話型、

問題発見・解決型授業の手引きが作成され、教員コミュニティが形成された状態を実現した。

・昨年度に引き続き、対話型・問題発見解決型授業導入のための、Tips 動画を作成し、教務担当

教務主任会で視聴するとともに、教授会等での学内共有を行った。全学 FD の推進については、

教務担当教務主任によって構成される、大学総合研究センターの教育方法研究開発委員会におい

て、今年度の重点課題として全学的な FD 活動展開に向けた WG を設置して検討を行った。これを

受けて、全学 FD コンテンツとして「FDとは」「授業設計のポイント」「早稲田大学における対話

型、問題発見・解決型教育」「ルーブリックを活用した教育評価」の 4 つを作成、全学の教員に

公開した。これにより、多くの専任教員が出席する教授会等の場において、定期的に Good

Practice を共有し意見交換がなされる状態を達成した。

・教員相互の授業見学について、昨年度授業見学対象 25科目、見学実施 12 回、見学参加者 25 名

の 1.5 倍を目標としていた。2016 年度はアワード受賞者、FDプログラム参加者等計 147 名に授

業公開を呼びかけ、48 科目が授業公開され、32 回の授業見学を実施 38 名の参加で目標は達成し

た。2017 年度以降の授業見学実施方法について、高度授業 TA やカリキュラム TA を配置する授

業は自動的に見学対象とすることを制度化したほか。MyWaseda の申請フォームを活用した、全

学教員を対象とした見学者マッチングの仕組みなども教育方法研究開発委員会で決定した。

関連するプロジェクト 推進本部評価 備考

１）「Good Practice」の整理および普及・展開PJ（***,

大学総合研究センター）
○ 核心戦略③でも検討しているプロジェクト

２）教育方法の革新と学生の主体的・能動的な学びを支え

る情報基盤構築PJ（***,情報企画課）
△ 核心戦略③でも検討しているプロジェクト

３）授業におけるTA制度の活用・授業形式見直しPJ（**,

教務課）
○

核心戦略③⑤⑩でも検討しているプロジ

ェクト

４）教育システム改革（***,教育システム課） ○ 核心戦略②でも検討しているプロジェクト

５）科目数削減、密度の高い教育の推進PJ（***,教務課） ○ 核心戦略⑩でも検討しているプロジェクト
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■■■

■■ 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

■

＜目的・目標＞

学生は単に教育を享受する存在ではなく、教職員とともに大学の主人公であると位置づける。学生の

参画により教育・研究を豊かに展開するとともに、それらの活動を通じて学生の声や提案を取り入れる仕

組みを構築する。

早稲田大学の特徴であるボランティアやサークル活動で学生が身に付けた知識や経験などを大学の

発展に活かすとともに、例えばＴＡやＲＡの役割を見直し、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・ジョブとして創出する。スチューデント・ジョブは、学内でできる就労体験としてキャリア教

育となるばかりでなく、地方出身学生や留学生の経済支援にも役立つはずである。

このような学生参画の中で、大学は次代を担う世代の潜在力と新鮮な発想を組み込んだ改革を進め

ることができ、学生たちは大学という共同体における自らの存在意義を自覚し、卒業後に社会を支える一

員としてそれぞれの持ち場を担う準備を行うことができる。

・従来の TA 制度を変更し、カリキュラム TA（旧 Tao）、高度授

業事務補助者の制度を策定し、2017 年 4 月の施行に向けて導入

・高度授業 TA の導入について、8 つの学術院（商学、スポーツ

ンター（GEC、日本語教育研究センター）の申請があり、大学

究開発委員会で審査を経て、202 件、525 クラスに高度授業 TA

・今年度は教育補助（TAo）について、9 箇所より申請があり、7

究科、法学部、法学研究科、グローバルエデュケーションセンタ

で活用した。

・高度授業TAの取組を学内共有するため、高度授業TAを導入する

対象授業リストの公開や見学希望者とのマッチングの進め方につ

で検討し、試行方法を決定した。

・GEC 開講のリーダーシップ開発プログラムにおいて、TA（SA

施による質向上の取組が進められており、この取組を優れたモデ

学対象として公開し、見学を実施した。

・リーダーシップ開発プログラムにおいて、履修済みの学生を SA

役割を明確化したマニュアルを作成するとともに、SAミーティン

・TA・RA 以外のスチューデント・ジョブの質の確保と高度化に

ーデント・ジョブに該当する案件に大学院生を紹介し、学内にお

ブの発掘を、試験的に実施した。

① 学生生活調査のデータ集計・分析業務（これまで専門業者に依

用したデータ集計、統計データを用いたデータ分析、報告書作成

年 間 報 告
業 TA、自学自修 TA（LA）、授

準備を進めた。

科学以外）と 2 つの教育研究セ

総合研究センターの教育方法研

を配置することとなった。

箇所（政治経済学部、経済学研

ー、留学センター、理工学術院）

授業を原則授業見学対象とし、

いて、教育方法研究開発委員会

）の授業参画とミーティング実

ルケースの一つとして、授業見

として運営に参画させるため、

グ等を通した組織化を進めた。

関して、次の学内の高度スチュ

ける高度スチューデント・ジョ

頼していた SPSS のソフトを利

業務）

推進本部評価／ ○
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② 動画の字幕設定業務（学生の高度な語学力を生かし、日本語の授業動画に中国語の字幕を付与

する業務）

③ 環境・エネルギー問題に関するアンケート調査の実施・集計や大容量データ加工業務（統計の

ソフトウェアを使用したデータ型の統一、数値間の単位統一、グループ分け、必要項目追加・訂

正、行列の計算など）

・研究推進部と今後の高度スチューデント・ジョブの拡大に向けて、紹介の仕組みや理系研究室

との連携を深めたジョブの発掘方法について検討を行い、2017 年度に「高度スチューデント・

ジョブ教育・研究サポート人材バンク」の構築・利用促進により、モデルケースとして最低 10

名分の高度スチューデント・ジョブの創出を目標として定めた。

・「高度スチューデント・ジョブ教育・研究サポート人材バンク」においては、学生の統計分析ス

キル、外国語能力や Website 作成スキルなどの情報をデータベースとして蓄積し、学内の研究

室および教職員に紹介を行うもので、2017 年度中にスチューデント・ジョブを希望する学生の

情報をデータベースに 1,000 件以上蓄積する準備を行った。

・SJC および留学センターにて、派遣スタッフの学生スタッフへの置き換えを、全学のモデルケ

ースとして実施し、学生生活課にて SJC 学生スタッフとして 24 名（課外デスク 5 名・厚生デ

スク 15 名・広報デスク 4 名）、留学センターにて 5 名の学生スタッフを雇用した。2017 年度よ

りスチューデント・ダイバーシティーセンターおよびどらま館の運営にも学生スタッフを導入す

る予定。窓口対応、SNS 更新や翻訳作業に活躍しており、学生参画運営委員会における企画案

の作成および運営も行っている。勤務開始から 2 年が経ち、研修・勤務管理・シフト組み・振

り返り手法のノウハウが蓄積されてきており、学内で活躍する学生スタッフの成功事例をもとに、

更なる学生スタッフの活用を全学的に広げる。

・学外教育機関と覚書・仕様書を締結し、2016 年 4 月～2017 年 3 月にかけて 111 名の紹介を行

った。（2015 年度の同時期は 110 名）

・学生参画運営委員（SJC 学生スタッフ・留学アドバイザー・ポータルオフィス・ICC 学生スタ

ッフ）と協力し、スチューデント・ジョブや奨学金を活用している 5 名の「学生モデル」を作

成し、新たに「学生参画モデル」のページを構築し Website 等に掲載した。スチューデント・

ジョブの収入・奨学金の取得状況、大学生活 1 週間のスケジュールなど、生活面のモデルを提

示し、1 週間に約 1,500 アクセスを記録している。

・大学総合研究センターを通じて学生モデルの動画を作成し、SJCWebsite・大学体験 Website・

Youtube 公式チャンネルに公開した。大学 TOP ページ・早稲田ウィークリー・学生部 Website

常設のバナーに掲載を行い、学内外への情報発信を通じてスチューデント・ジョブの活用の価値

を訴求した。

・核心戦略 2 人間的力量の増進 PJ および入学センターと連携を図り、広報戦略として学生参画

に係るプログラムの紹介を進めた。2018 年度入学案内に学生参画運営委員会・SJC 学生スタッ

フの取り組みや学生モデルが掲載される予定。

・SJC の取り組みを周知するため、MyWaseda の利用方法および学生モデルを紹介する、SJC の

広報媒体（チラシ 50,000 枚）を作成した。11 月より教職員・学生を対象として全学的キャンペ
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ーンを行った。

・2016 年 4 月～2017 年 3 月における SJC のスチューデント・ジョブ掲載件数が 382 件となり、

昨年度の同時期と比較して約 4 割増加した。（2015 年度の同時期は 271 件）

・情報企画部・大学総合研究センターと連携し、スチューデント・ジョブおよび学生参画活動の

求人情報を、MyWaseda のお知らせ機能に集約する機能設定を行った。学生参画の活動を管理

している箇所を対象として、MyWaseda への求人掲載方法について 7 月に本部系箇所（14 箇所）、

10 月に学術院箇所に向けて、説明会を実施した。これにより学生は MyWaseda ログイン後「学

生生活」のメニューをクリックすると求人情報一覧が閲覧できるようになった。（1 日で 50 名の

学生を集めた実績あり。）

・2016 年度にかけて学内の学生参画団体メンバーにより構成される「学生参画運営委員会（SPEC）」

が計 3 回開催され、SJC 学生スタッフが中心となり「学生参画 のあり方」、「イベント企画案」、

「学生の身近な声を拾い上げる仕組み」の協議内容を作成し、議論を行った。

・学内だけでなく対外的にも学生参画活動のアピールを目的として、8 月 6 日・7 日に行われたオ

ープンキャンパスで、学生団体のリーダーが語り合う「WASE トーーク（パネルディスカッシ

ョン）」を 11 月の早稲田祭 2016 では TA・RA・研究補助者をゲストに迎えて実施したパネルデ

ィスカッション「WASE フォーーラム」を実施し、合計約 1,200 名の参加者数を記録した。WASE

トーークでは「ワセ女」をテーマとして取り上げ、女子学生の活躍を受験生や保護者を対象にア

ピールできた。

・学生の身近な声を拾い上げるイベントの「ワセ会議」を 5 月および 12 月に開催し、SJC 学生

スタッフと公募で集めた学生（10 名）との座談会形式で実施した。ワセ会議を通じて顕在化し

た学生生活面での要望を SPEC にて協議し提案する仕組みを構築した。

・Waseda Vision 150 Student Competition（WVSC）の運営に SPEC のメンバーが加わり、2016

年度は広報活動・当日の運営業務を中心に担った。2017 年度より SPEC 委員が広報活動のみな

らず、委員会運営・動画コンテンツ作成サポートなど WVSC の中心となって運営する計画とし

た。

・学生生活課・情報企画部・大学総合研究センターが連携し、課外活動データベースのデータ蓄

積を開始した。7 月、12 月にボランティア、インターンシップ等、学生の課外活動を所管する

箇所（14 箇所）を対象にデータベースの利用説明会を実施しデータ蓄積の依頼を行った。2017

年 2 月末時点で約 4 万件の課外活動履歴が登録されている。またこれまで紙ベースで管理して

いた公認サークル情報について 3 年分をデータ化した。

・学修ポートフォリオは当初 MyWaseda の授業支援機能として実装する予定であったが、

MyWaseda 授業支援機能の開発延期に伴い、OSS ベースのパッケージソフト「Mahara」によ

るシステム構築を行った。Mahara の基本機能に加え、課外活動履歴一覧、履修科目一覧を参照

可能な機能を開発し、学生が自身の活動を省察する機能として提供する準備が整った。また外部

サイトとのデータ連携によりポートフォリオを就職活動に活用するための仕組みについて検討

を進めた。
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・SJC が作成する「スチューデント・ジョブセミナー」（汎用的な研修オンデマンドコンテンツ、

確認テスト等も含む）について、本部系箇所（14 箇所）および、学術院事務所箇所に研修コン

テンツのアンケートを実施するとともに、教職員セルフマネジメントセミナー・新入生セキュリ

ティセミナーの内容を加えて検討を重ねた結果、2017 年度リリースに向けて 2017 年 3 月に研

修コンテンツを完成した。2017 年 5 月 11 日に公開。

・大学総合研究センターが作成する高度 TA の専門的なコンテンツについては、TA として授業に

参画する際のスキル等を学ぶ必修のオンデマンドコンテンツとして「高度授業 TA とは」「授業

設計のポイント」「早稲田大学における対話型、問題発見・解決型教育」「ルーブリックを活用し

た教育評価」の 4 つを大学総合研究センターが整備した。さらに希望者には、任意の集合研修

として、4 月 8 日に、アクティブラーニング手法を用いたワークショップを実施する。なお、オ

ンデマンドコンテンツや集合研修参加者には受講証明を発行することとしている。

関連するプロジェクト 推進本部評価 備考

１） 学生参画の仕組み創設 （***, 学生部） ○

２） 授業におけるＴＡ制度の活用・授業形式見直し（***,

教務課）
○

核心戦略③④⑩でも検討しているプロジ

ェクト
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■■■

■■ 核心戦略６ 早稲田らしさと誇りの醸成をめざして—早稲田文化の推進

■

＜目的・目標＞

早稲田文化を早稲田の内外、特に、外から見たとき、それは早稲田らしさと結びつく。早稲田らしさが

語られるとき、早稲田の関係者は、早稲田への帰属意識と誇りをあらためて感ずることになる。

本戦略の目的は、

１）早稲田文化とは何かをあらためて確認するとともに、その充実と展開のプロセスを明らかにすること

２）早稲田文化を早稲田らしさの評価につなげ、その評価を高めること

３）早稲田の誇りの一層の醸成

にある。

目的の実現を通して、新たな文化の創成への寄与をめざす。

・各プロジェクトで計画した年間の事業を、相互に連携しながら、全

１）文化・芸術の推進とキャンパスからの文化発信 PJ

・文化推進部公式 Facebook、Twitter を立ち上げ、各イベントや展

した結果、例えば早稲田文化芸術週間では来場者数が 20,644 名

お、入場料等を財源にあてたイベントも 3 件実施した。

・文化事業に係る媒体への掲載は、早稲田学報が 40 件以上、CAM

だ。Vision 150 Newsletter でも、上期に引き続きキャンパスの

術週間、創立記念日事業等を配信した。文化推進部メールニュー

で 1,715 名と目標値（1,700 名）を上回っている。

・文化関連施設の入館者数が今年度も合計 110,120 名（演博 60,65

室 1,264 名）に達するなど、各数値目標はすべて上回った。ただ

があまり伸びず、文化事業に対する学内の関心をどう高めていく

２）地域との連携による文化発信と施設の有効活用 PJ

・美濃加茂市民ミュージアムでの會津博物館所蔵物の巡回展示や、

資料センター所蔵物の公開展示等を実施したほか、新宿区での演

加茂市での図書館所蔵物の展示等の計画があり、本学の有する文

極的に進めている。

３）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・

・収蔵品管理システム「I.B.Museum」と公開システム「早稲田大

年 間 報 告
体として概ね順調に遂行した。

示等の広報をより積極的に展開

（前年比 161％）に達した。な

PUS NOW が 30 件以上に及ん

ミュージアム化、早稲田文化芸

スの受信者数も、本年度末現在

3 名、會津 48,203 名、125 記念

、在学生のイベント等への参加

かが課題である。

佐賀市の大隈記念館での大学史

劇博物館所蔵物の展示や、美濃

化資源の学外施設での活用を積

拡充 PJ

学文化資源データベース」（正式

推進本部評価／ ○
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名称）の連動に係る基本的なシステム改修の完成により、両者の連動運用が可能となった。

・文化資源データベースの基本機能を構築し、パイロット版（学内関係者限定）を公開した。今後

は一般公開に向けて、クリップ機能のサーバ連携等、ユーザビリティ向上のための機能の構築を

行う。

・バーチャルミュージアムの展開については、すでに VR 関連会社からの情報収集や 360°全天球カ

メラの導入等を実施しているが、費用対効果も考慮しながら、2017 年度中にバーチャルミュー

ジアムの全体像を提示の上、その実現に向けた実施計画を策定していく。

４）早稲田大学百五十年史編纂 PJ

・『百五十年史』の第 1 巻は第 1 次草稿の編集作業を進め、第 2 巻は構成案（主要トピック）につ

いて検討を重ねた。Web 版資料集についても、「早稲田人名データベース」のデータ拡充と公開

を順次進め、「戦争犠牲者データベース」の公開に向けて確認作業を完了した。

・『百年史』の Wiki システムは、すでにパイロット版を構築しており、2017 年度中に正式版を公

開し、その成果を『百五十年史』編纂につなげていく。

・早稲田大学大学史セミナーを 2 回開催し、各種 Web サイトやメールニュース、CAMPUS NOW

等も通じて、『百五十年史』編纂事業の理念と計画、聞き取り調査の内容等について随時報告・

公表している。また、「編纂事業の進捗状況」を『早稲田大学史記要』第 48 巻に掲載した。

５）早稲田スポーツの新たな展開 PJ

・Waseda Athlete Program は、テキストが一般販売され他大学から注目を集めただけでなく、文

部科学省が 2017 年 3 月に発表した「大学スポーツの振興に関する検討会議最終とりまとめ」に

おいても、日本の大学の先進事例として報告された。

・リオデジャネイロオリンピック・パラリンピックでの出場選手の活躍（メダリスト 5 名）を、

Web サイトに掲載するとともに、10 月には報告会を行い、多くの学生、教職員に対して、早稲

田スポーツを発信した。

・WAP の柱である、社会貢献プログラムが各部員に浸透し、積極的なボランティア参加が見られ

た。

・10 月にオリンピック・パラリンピック事業推進室を設置し、2020 年東京大会に向けた準備を始め

た。

・オリパラ WEB サイトの開設や共催シンポジウムの開催（3 回）、ロンドンオリパラレガシーの視

察、体育施設のパンフレット化など、東京に向けた積極的な展開を進めた。

６）早稲田らしさと誇りの探求 PJ

・早稲田大学歴史館（仮称）については、基本理念や事業費、展示・配置計画等の概要を理事会で

決定し、設立準備委員会（2016 年度は 4 回開催）と、その下で実際の制作作業等を行うワーキ

ングチームを立ち上げた。今後は、同館の分館として位置付ける予定のスポーツミュージアム（早

稲田アリーナ内）との関係性等にも留意しつつ、2018 年 3 月の開館を目指し、教育・研究・学

生生活等を含む本学の個性と魅力を発信する施設を、関連箇所の協力を得ながら整備していく。
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・2015 年度に続き、校友会の支援により『大隈重信演説談話集』（岩波文庫）を今年度の学部卒業

生にも無償配付した。さらに『大隈重信自叙伝』（仮題、岩波文庫予定）の編集・刊行に向けて、

非常勤嘱託職員の雇用等の体制作りを進めている。

７）ワセダ演劇の発信力強化 PJ

・「フェス早稲田シェイクスピア」の企画として、劇団地点による新作「ロミオとジュリエット」

を大隈講堂で上演し、2 日間で 1,200 人以上の来場者があった（入場料収入 2,822 千円）。また、

特別展「沙翁復興―逍遙から NINAGAWA まで」や野村萬斎のトークショー等を開催し、いずれ

も多数の来場を得るなど（補助金収入 1,959 千円）、一連のイベントを効果的にアピールできた。

・早稲田小劇場どらま館では、芸術監督を補佐する非常勤嘱託職員や学生アルバイトの雇用を進め

ている。募金の盛り上げを含め、どらま館の存在感をより広く発信するため、『早稲田学報』に本

年 4 月号から「ピンスポット!!早稲田小劇場どらま館だより」（1 ページ）を約 1 年間掲載するほか、

校友等向けに『早稲田演劇 NOW』の発刊（年 3 回予定）等の広報活動を展開している。

関連するプロジェクト 推進本部評価 備考

１）文化・芸術の推進とキャンパスからの文化発信 PJ

（***,文化推進部文化企画課）
○

２）地域との連携による文化発信と施設の有効活用 PJ

（***,文化推進部文化企画課）
○ 核心戦略⑬でも検討しているプロジェクト

３）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 PJ（***,文化推進部文化企画課）
○

４）早稲田大学百五十年史編纂 PJ（*,文化推進部文化企

画課）
○

５）早稲田スポーツの新たな展開 PJ（***,競技スポーツ

センター）
○

６）早稲田らしさと誇りの探求 PJ（**,文化推進部文化企

画課）
○

７）ワセダ演劇の発信力強化 PJ（***,文化推進部文化企

画課）

○
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■■■

■■ 核心戦略７ 独創的研究の推進と国際発信力の強化

■

＜目的・目標＞

Waseda Next125 の下で行ってきた研究院、研究戦略センターなどの研究体制整備と研究活動へ

の諸施策の効果を検証し、学内外連携や外部資金獲得のための新たな研究支援体制を構築する。

個々の教員の研究力を文理両面でのグローバルイノベーションに結びつける仕組みと環境の整備に取

り組む必要がある。さらに、学内リソースを活用して研究発信を行うとともに、国際的な情報発信力を強

化するための方策を検討し、「学問の活用」の国際化を推進する。

・2016 年度受入研究費の総額については、前年度を下回りかつ目標

たが、科学研究費助成事業、公的の受託共同研究費、民間資金の

成することができた。これらの収入は、研究の事業化を実現する

よび一般管理費）の源泉になるため、機関助成が減収傾向にある

きたといえる。

・また、2017 年度に向けた明るい材料として、開拓途上の環境省案

点領域研究プロジェクトチームが人社系ながらも億単位の大型事

を含めると、過去最大、私立大学最多の 3 件の採択（内人社系 2

から新たに4件の強力な重点領域研究プロジェクトが始動するな

組みが結実し、産学連携の活性化とそれに伴う外部資金獲得増が

・さらに 2017 年度以降の実行予定にはなるが、新研究開発センタ

パスの再編、整備による研究スペースの有効活用、研究の事業化

の見直しなど研究事業を活性化する取組みについて方針決定がな

層の産学連携が行われ、外部資金獲得増に繋がることが期待され

・次代中核研究者の 7 名/プロジェクトに対して、重点的な支援を

ェクト内で雇用している複数の任期付研究者がテニュアトラック

発展するケースが出てくるなどアウトプットだけでなく、アウト

さらに、今年度も新たに 3 名/プロジェクトを厳選した。これによ

ェクトの支援が定常化し、本学の次代を担う中堅若手研究者の育

・本学の研究者チームと海外有力大学や研究機関の研究者/チーム

する「国際研究プロジェクト創出支援プログラム」が具体化した

ではマッチングファンド形式で、4分野（文学・スポーツ科学・

ジェクトチームが形成され、双方でシンポジウムやセミナー、研

際共同研究の礎となる機会を創出した。次年度は連携する分野の

年 間 報 告
値も達成することは出来なかっ

各収入については、目標値を達

ための間接的経費（間接経費お

中では伸ばすべき収入は確保で

件（環境研究総合推進費）に重

業に採択され、他の環境省案件

件）となった。また、2017 年度

ど2016年度に強化してきた取り

期待される。

ーの建設および西早稲田キャン

の実現に向けた一般管理費制度

されるなど、次年度以降より一

る。

継続して行ったことで、プロジ

を獲得、さらに重点領域研究に

カム的な成果も生まれ始めた。

り次年度は、合計 10 名/プロジ

成を推進する。

間での共同研究クラスタを構築

。特にバーミンガム大学との間

ロボティクス・言語学）のプロ

究会が活発に開催されるなど国

拡充と先行分野の推進体制、資

推進本部評価／ ○
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金計画の強化を図っていく。また、これらの成果を活かして、アジア・北米地域にも発展させて

いきたい。

・2016 年度リサーチアワードについては、昨年同様、大型研究プロジェクト推進者 6名、国際発信

力の高い研究業績をあげている若手研究者 11 名を厳選し表彰した。次代中核研究者と合わせて特

集記事を組むなど、訴求力の高いアウトリーチを継続して行っていく。また、国際発信の新たな

取組みとして、京都大学のアウトリーチが活性化する要因となったAAAS（アメリカ科学振興協会）

が提供するオンラインニュースサービス（「EurekAlert (ユーレックアラート)」）の活用に加え、

全学研究活動紹介パンフレット「Research Activities（日本語版）」のデザインを刷新するなど、

本学の研究成果の発信に努めた。

関連するプロジェクト 推進本部評価 備考

１）研究支援体制・制度の点検・強化PJ（***,研究推進部

研究企画課、研究支援課）
○

２）若手研究者プロモーションの推進PJ（***,研究推進部

研究企画課、研究戦略センター）
○

３）研究組織・体制の整備PJ（***,研究推進部研究企画課、

研究院）
○

４）研究情報発信力の強化PJ（***,研究推進部研究企画課、

産学官研究推進センター）
○

６）研究支援に係る財政基盤点検・強化PJ（**,研究推進

部研究支援課）
○

７）’Top Global University’の研究を支える情報基盤

構築PJ（***,情報企画部情報企画課）
△

９）国際共同研究推進 PJ(***,国際部国際課) ○
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■■■

■■ 核心戦略８ 世界の WASEDA としての国際展開

■

＜目的・目標＞

早稲田大学が教育・研究面で世界に貢献するにあたって、教員個人やそのグループ、そして各学部・

研究科、本部の各部門のイニシアティブが重要であることは言うまでもない。しかし、世界貢献をより効果

的に行うためには、大学全体としての国際展開の戦略を策定することが不可欠である。その理由は、（１）

大学組織全体は、個々の教員・職員・組織に比べて、国際的な情報の取得に関して質・量ともに優位性

がある、（２）個々の教員・職員・組織の国際的な教育・研究活動のコーディネーションとシナジーが可能

になる、（３）世界の有力な教育・研究機関とのネットワークを構築できる、（４）早稲田大学の国際的なブ

ランドの創出によって個々の教育・研究活動にプラスの効果が望める、からである。

そして、いったん国際展開戦略を策定したなら、その戦略を遂行し目標を現実化するための学内の組

織の改編と新たな仕組みの構築が必要となる。その際、個々の教員・職員・組織に国際展開戦略をどの

ように浸透するか、国際展開戦略に基づいた具体的な施策をいかに実施するか、そしてそれらの責任を

誰が負うのか、等を考慮したうえで、新しい組織の設置や既存の制度の改革を行われなければならない。

なお、海外拠点に関しても、国際展開戦略との関係でその役割を明確化し、拠点の地理的配置や適切

な人員構成・組織形態・運営体制を検討する。

・「全員留学」実現に向けた量的拡大を図る一方で、質の高い留学

プログラムの開発・拡充を進めており、その課題と今後の方向性

と今後の展開」としてまとめ、理事会集中討議（2017.2.25）に

・博士後期課程学生共同育成プログラムとして、モナシュ大学、高

定締結を行った。

・2016 年 9 月にまとめたコチュテルの学内ガイドラインに沿って

グラムの実施についてブリュッセル自由大学と合意し、現在協定

・「海外への学生引率プログラム助成制度」については、、教員への

度比 11 名増）となったが、派遣学生数については、773 名（前

・ワシントン大学および GLCA/ACM への派遣型 FD プログラムを

実施し、ワシントン大学に 14 名、GLCA/ACM に 2 名の教員を

業務を担当する常勤嘱託 1 名を大総研で新たに採用し、国際課か

・ブリュッセルにおいて EU-Japan フォーラムを 2017 年 10 月 24、

ルーヴェン・カトリック大学との共催で開催した。本学から教員

究機関との交流・関係強化に努めた。現地勤務者のパフォーマン

対応について協議し、代替人材の手当を進めている。

・研究戦略センターと連携して米国研究大学、機関へのアプローチ

年 間 報 告
プログラムとして国際共同教育

について「国際共同教育の現状

て報告した。

麗大学に加えてボン大学との協

、本学初となるコチュテルプロ

締結の手続きを行っている。

支援は、年度合計 94 名（前年

年比 74 名増）となった。

2017 年 2 月～3 月の 2 週間で

派遣した。2016 年 10 月に FD

らの FD 関連業務移管を行った。

25日の 2日間に渡って ULB と

16名が参加し、現地大学・研

スが不十分だったため、ULB と

を実施し、米国大学の日本での

推進本部評価／ ○
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展開について適宜情報共有している。また、バンコクオフィスにおいては、大学院募集活動につ

いても強化を図った。

・中国事務所において、業務監査を導入、第１回監査を実施した。その結果をフィードバックし、

業務改善を行うとともに、各種社内規程を整備し、2017 年 1 月より施行した。

・海外とのマッティングファンドによる国際共同研究推進のモデルであるドイツ学術交流会

（DAAD）との共同事業について、2017 年 9 月に共同審査を行い 3 件を採択した。今年度が最終

年であるが、次年度以降も継続する意向を確認した。

・組織的共同研究推進に向け、バーミンガム大学との４分野（文学、スポーツ科学、ロボティクス、

言語学）についての研究クラスターを立ち上げ、共同研究事業を始めた。

・北京大学、頂新集団、本学との３者間プロジェクトについて、2017 年 5 月の調印を目途に交渉

を進めている。

・増大する外国人研究者受入業務の定型化を推進し、委託業務範囲を拡大して 2016 年 4 月より実

施した。これにより、受入外国人研究者数は 2016 年度：294 名（2017 年 3 月 1 日時点）となり、

昨年度の 268 名を大きく上回った。

・校友課、社会連携課と連携し、2017 年 3 月にアメリカ西海岸 3 大学（USC、UCB、SFSU）の

募金および同窓ケア・ネットワーク作りについて調査を行った。

・10 月の現地相談会にあわせて、インドネシア語による Facebook ページを開設した。開設と同時

に広告、宣伝を行い、順調にファン数を増やし、62,000 を超える「いいね!」を得ている。

・IAO と連携し、ターゲット地域として米国、インド、ベトナム、台湾、タイ、インドネシアを選

定、Google による教育関連サイトへのディスプレイ広告と Facebook におけるニュースフィード

広告を展開した。ベトナムからの延べ閲覧数が 10,000 を超えるなど大きな効果をあげることが

できた。

・海外拠点と連携し、海外在住の校友・留学経験者、協定校等を対象とした Waseda Digest を発行

し、英文サイトへの誘導を進めている。

関連するプロジェクト 推進本部評価 備考

１）国際展開戦略策定（***,国際課） ○

３）戦略的広報の推進（***,広報課、国際課） ○ 核心戦略⑫でも検討しているプロジェクト

４）海外拠点の役割の明確化と、その活用（***,国際課） ○
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■■■

■■ 核心戦略９ 新たな教育・研究分野への挑戦

■

＜目的・目標＞

これまで、医学と理工学・生命科学の融合分野である健康・医療技術等の先進的分野、環境問題等

文理融合型の横断的分野の教育・研究を展開してきたが、これらをさらに拡充・推進し、人文・社会・自

然科学を横断する新たな学問領域の創出に挑戦する。また、これを推進するために若手研究者の養成

と対外連携強化の仕組み作りに取り組む。

・健康・医療推進のためのパートナーがいくつか絞られ連携案が構

一定の期間を見据えた展望の下、検討を行っている。

・「安心・安全社会の実現」「環境・エネルギー」の領域では、学会

実績を作り、分野連携支援を滞りなく進めることができた。「持続

ける文科省ブランディング事業への申請については今年度は不採択

け、Vision150 の方針やこれまでの実績をもとに、早稲田のアピー

のテーマについて検討を行った。

また、第Ⅲ期 WABIOS の事業構想の方針が固まり、次年度より重点

た２課題について事業が開始されるため、体制や人員配置等につい

関連するプロジェクト 推進本部評価

１）健康・医療分野検討 PJ（***,教育システム課、経営

企画課）
△

２）分野連携検討 PJ（***,研究企画課、研究戦略センタ

ー、教務課）
○

年 間 報 告
築されるには至っていないが、

発表やワークショップ開催等、

型食・農・バイオ」の領域にお

となったが、次年度の申請に向

ルポイントを活かした分野連携

領域研究テーマとして採択され

て準備を進めた。

備考

推進本部評価／ ○
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■■■

■■ 核心戦略１０ 教職員の役割と評価の明確化

■

＜目的・目標＞

大学の教育・研究が革新的な高度化と地球規模での国際化の潮流を受け、大学の取り組みに対

する知識基盤社会からの期待がさらに高まり、大学教職員の役割、 資質と能力への要請は大き

く変化している。そこでまず、高度な専門性を要する教育・研究、高度化・複雑化する大学行政

に対応する教職員のバックグラウンド の変化を踏まえ、その役割を整理し、可視化する。その

上で、教育・研究・大学運営・社会貢献活動など、教職員が担う様々な責務に対して、公平・公

正な基準 に基づいた客観的評価を行い、これを社会へ公表することで説明責任を果たす。

国際化の中で人材の流動化は避けられない。有能な教職員の獲得または流出防止のために、ま

た限りある資源を有効に配分するためにも、現行ルールに囚われない教職員数の適正化および職

務内容とその貢献度に即した給与体系の多様化をも視野に入れて検討する。

これらの取り組みは、早稲田大学のみに留まらず、大学が担うべき新たな責務をフォーマット

する試みとして、日本の高等教育の発展に大きく寄与するものである。

・大学教員の職務と枠割について、英訳したものの含めて完成した

教員組合からの合意を得た。

・職員に関しては、業務構造改革、多様な職員採用、人材育成（新

際化推進体制の整備）を進めた。数値目標は概ね順調に達成され

数」は、前年度比では増加しているものの、目標の達成に向けて

職員人事諸制度改革の実施については、職員組合と 3 回も団体交

度実施には至らなかった。労使間で新制度の目的、大きな枠組みに

2018 年度の全面導入を目指し、計画的に交渉を進める。

・次期法人系システムのうち、文書管理システムワークフローにつ

きたが、研究支援・財務については検討漏れや不具合、スケジュール

の理解不足等により総合テストが思うように進められない状況も

運用ルール（規定）、運用体制等の検討、現在できあがっているシ

するために、当初 2017 年 4 月稼働としていた本稼働を延期する

現在、本稼働に向けたリプランを作成しており 4 月 21 日の理事

クトを推進していく予定である。

年 間 報 告
。高等学院の教諭については、

たな SD プログラムの開発、国

つつあるが、「外国人職員等の人

更なる取り組みが必要である。

渉を重ねたが、2017 年度の新制

ついて意識を共有できたので、

いては稼働を開始することがで

のひっ迫やパッケージ（SAP）

相まって、新たな業務フロー、

ステムに対する対応などを実施

こととした。

会に諮り、2017 年度もプロジェ

推進本部評価／ △
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関連するプロジェクト 推進本部評価 備考

１）本学における教員と職員の役割の明確化と教員の評価

基準の明確化、諸制度改革PJ（**,教務課）
○

２）職員人事諸制度の改革（人事制度、管理職制度改革）

PJ（***,人事課）
△

３）多様な職員採用、人材育成（新たなSDプログラムの開

発、国際化推進体制の整備）PJ（***,人事課）
○

４）業務構造改革PJ（***,人事課） △

５）業務プロセス最適化・ガバナンス改革のための業務シ

ステムの再構築PJ（***,情報企画課）
△
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■■■

■■ 核心戦略１１ 財務体質の強化

■

＜目的・目標＞

本学の収支構造は、収入にあっては学費等、手数料(入学検定料等)、公的補助金、寄付金、受

託事業が主なものであり、支出の主なものは、人件費、教育研究事業のための教育研究経費、法

人事業のための管理経費である。これら収支構造および収支構成比をどのようにしていくかとい

うことが、本学の将来の財政政策そのものとなる。したがって、財務体質の強化のためには、こ

れら諸事業の計画・実行・評価・改善(PDCA)サイクルを確立し、これを財政政策とその遂行に

反映させていく必要がある。このことにより、各事業における「選択と集中」を図り、実施事業

の優先順位の明確化と規律ある財政運営が行なわれ、本学の財務体質の強化が図られていくもの

と考える。

そこで、「聖域なき収支構造の見直し」に取り組むと同時に、「事業別予算制度」を構築し各事

業ごとの収支を把握し、これを事業評価制度に連携させ PDCA サイクルを確立する。これらの実

現を通じて毎年度帰属収支差額が５０億円超を確保できる安定的な財政基盤の確立を目指す。ま

た、財政規律保持のための財務指標を設定することも有用な手段として考える。

核心戦略 11 全体のコンセプトは、集約化・一元化・組織的対

今までのように、箇所が独自でそれぞれのやり方で行うのは限界

取り組んできた。予算編成においては①箇所財源の源泉となって

管理費、エクステンションセンター、理工研等）。②PDCA サイ

統合し予備費として主管や大学全体で持つことでより機動的かつ

存予算については、事業評価制度を導入できていないこともあり

コストを削減するマイナスシーリングを実施。④合わせて広報予

いくことを検討している。予算編成以外では①内部統制において

関連業務上の問題についての懸念が示されてあり、今後は箇所の

串機能を強化し改善を図る。②資金運用において新たなファンド

決算では、目標としていた経常収支差額の 50 億円、一般財源 20

今後の情勢をふまえると一層の収支改善が必要である。また、新

のプラスも最低の目標と考える。

年 間 報 告
応・箇所最適から全体最適へと

があり、その観点で、本戦略は

いる繰越のルールを見直（一般

クルを徹底し、未使用の予算は

効率的な予算運営の実現③既

、箇所の裁量で業務を見直し、

算の一元化等諸施策を導入して

監事、監査法人から何点か財務

縦割り主義での弊害をなくし横

を創出する。なお、2016 年度

億円はクリアしているものの、

たな指標として教育活動収支で

推進本部評価／ ○



Waseda Vision 150
-Best Education, Best Research, Best Community-

29

関連するプロジェクト 推進本部評価 備考

１）予算編成の在り方PJ（***,財務課） ○

４）あるべき学費体系の検討PJ（***,教務課） ○

５）賃金構造の改革PJ（***,給与厚生課） ○

６）常時資金獲得体制の構築PJ（***,渉外局・募金課） ○

７）校友会費の恒常的確保 PJ（**,校友課） ○

８）収益拡大支援 PJ（**,財務課） ○
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■■■

■■ 核心戦略１２ 進化する大学の仕組みの構築

■

＜目的・目標＞

社会の要請に応えるばかりではなく、時代を先取りし行くべき方向へ先導することも大学の重

要な使命である。また、内部評価のみならず、外部評価制度も取り 入れ、教育・研究・社会貢

献および管理・経営など大学事業と大学の向かう方向を世の中に明らかにすることも重要である。

地球と人類の未来を見つめ、社会と の関係を常に意識し、多様な知を組織する必要がある。そ

のためには、教育・研究・大学運営への女性教職員や外国人教職員の参画を推進し、新たな視点

と思考 の導入も不可欠である。これらを通じて、時代を先導し続ける高等教育機関としてのダ

イナミズムを保障するガバナンスとコンプライアンスの仕組みを構築する。

また、東日本大震災のような日本全体の危機となる震災や自然災害等に対して、大学として貢

献できる仕組みを確立する。

【学術院体制検討 PJ】

学術院および各研究科と教務部との懇談を通して、学術院や他箇所と

し、併せて全学共通副専攻の再編も進めることで学術院体制の検討を

【事業評価制度・新規事業立案の構築 PJ】

(1)大学運営事業

・2016 年度は計 4 回の事業財務計画会議を開催した。

・事業財務計画会議において、事業評価の基本的な考え方の整理を実施

現在の Vision 150 の検討サイクルに既存事業を入れ込むことでそ

行していく。これに加えて予算査定におけるサイクルや各種検討サ

にサイクルを回すことにより大学全体を検証できる体制とすること

指していくというものである。

・2016 年度は考え方の整理にとどまり制度の構築までには至らなか

中討議における理事の担当業務報告において、これまでは理事会の

味合いしか持たせていなかったものを、PDCA サイクルの 1 つと

るべく実施した。

(2)教育研究事業

教務担当理事・教務部長が各学術院を訪問し、３つのポリシーに

PDCA サイクルによる質保証システムの意識付けを改めて図った。

おいて３つのポリシーを再確認・検討した上で、「教育に関する懇談

学術院役職者等とともに全学の３ポリシーについて議論した。

また、大学点検・評価委員会（2016.12.19）を経て「自己点検・評

年 間 報 告
の連携を含む改革や課題を確認

加速させている

した。基本的な考え方として、

のまま事業評価サイクルへと移

イクルと重なることなく並列的

で PDCA サイクルの構築を目

ったが、理事会および理事会集

引き継ぎ事項の確認としての意

して各種事業の評価の一環とな

ついて高大接続を意識しつつ

他方、高大接続改革実行会議に

会」（2016.12.16）を実施し、

価報告書」や「認証評価結果に

推進本部評価／ ○



Waseda Vision 150
-Best Education, Best Research, Best Community-

31

対する本学のコメント」を見直し、2017 年 3 月には HP 上で更新した。なお、学外の説明会にて第

３期認証評価の変更概要について情報入手し、次回認証評価（2020 年）に向けた質保証システムの

検討を進めた。

上記のとおり年間を通した活動を実施することにより、点検・評価結果に基づく教育の事業評価に

係る一連の PDCA 体制が定着・強化し、教育の質向上・改善が図られた。

(3)Waseda Vision 150

各核心戦略・プロジェクトの 2016 年度上期実行結果の評価、年間実行結果の取りまとめ、2017

年度計画・予算案の作成を実施した。

(4)新規事業

新規事業案件の事業評価に加えて、既存の事業における評価を実施するため、事業評価について詳

しい政治経済学術院谷藤教授へのヒアリングを実施するなど、検討を開始した。

【戦略的広報の推進 PJ】

上期に引き続き、広報課が主体となって箇所からのニュースを適確な場所に振り分け、大学として

発信したい情報を厳選し、一定期間目に触れるよう工夫した。これにより、最新の情報や取組みを効

果的に発信し、見た目にもわかりやすいサイトを展開することができた。さらに公開予定のイベント

を紹介する「Events」コーナーに改良を加えて、これまで以上に時系列でわかりやすく表示した。

大学の公式グッズについて総務課と密に連携し、asics と生協を公式グッズショップに加えること

で UI の浸透を図った。また、校章と早稲田シンボルとの使い分けについて検討を重ね、運用方針を

制定して一層の UI 推進を図ることとした。

さらに学外への情報発信の重要性に鑑みて、メディアからの各種アンケートへの対応について広報

課で内容を吟味したうえで該当箇所に依頼することを徹底した。

入試、入学式、オープンキャンパスにおける電通との一連のプロジェクトの評価を行い、費用対効

果の点からも入試、入学式については行わず、オープンキャンパスについては細部を検討したうえで、

次年度も実施することとした。今回の評価を踏まえ、製作物による広報に限らず、本学の取組みや最

新の情報を適確にターゲットに届け、ブランドの向上をはかる戦略を練り直すこととし、検討を進め

ている。

9 月に奨学金、3 月に Waseda Neo の記者懇談会を行うとともに、1 月と 3 月に総長、理事らと編

集委員、論説委員とで懇談会を開催し、教育連携、奨学金、スチューデント・ダイバーシティをテー

マにプレゼンを行った。これらの懇談会を契機に社説掲載や追加取材につなげている。

【情報セキュリティ強化と事業継続性確保による事業リスク軽減 PJ】

【目標④-1】 情報セキュリティ強化

・情報資産管理・検査における監査、セキュリティ担当者セミナー、標的型攻撃メール訓練、学外直

接接続サービス対象マシンへの脆弱性チェック、セキュリティ対策ソリューションの導入など、セ

キュリティ教育やセキュリティ対策に関しては、2016 年度に計画をしていた取組は実施・完了で

きた。次年度以降、これら取組の定着と質的向上を進め、必要な見直しを図っていく。特に-教

員・学生へのセキュリティ関連情報や対策の周知は十分とは言えず、今後、より実効性のある情報
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提供の方法を検討することが課題である。

・教育研究活動における情報やデータの取り扱いに関するガイドラインについて米国大学等の事例調

査をしているものの参考になり得る情報量が少ないため、更なる調査が必要となっており、当初計

画の骨子策定に至っていない。

【目標④-2】事業継続性確保

・次期共通 IT 基盤整備事業の実施決定が当初計画より半年間遅れたものの、ディザスターリカバリ

ー方針（サーバ設置場所、災害発生時期および被災度に応じた対応方針）を前提とした要件定義の

検討に着手した。

・情報システムにおける事業継続計画の策定進めつつ、大学全体の事業継続計画との連動が必要とな

る。そのため下期より本 PJ に総務課のメンバーを加え、大学全体の事業継続計画に関する検討に

着手している。災害発生時に優先すべき事業の洗い出しとその手順などを策定するために他箇所へ

のヒアリングを行う必要がある。

【大学ガバナンス検討 PJ】

・法人会議のあり方について、コンサルタントによるデータ分析等により案件を精査し、理想の法人

会議の在り方について検討を進めている。

・権限規則についても検討し、現在の付議基準をその別表として位置付け、付議案件の精査を行って

いる。

・教員の表彰および懲戒に関する規程については委員会において改正案を作成し、施行の準備を進め

ている。

・事業・財務計画会議において、2017 年度重点項目を定め、政策的な予算編成の実施を行うことが

できた。・監事を 2名体制から 3名体制に増員し、大学のガバナンス体制の強化を行った。

・総長選挙制度の抜本的見直しに向け、検討委員会において検討を重ね、答申書の作成準備を進めて

いる。

【男女共同参画・ダイバーシティの推進 PJ】

（1）女性活躍推進法への対応として、上期で行った各学術院等の 2020 年度までの 5 年間の女性専任

教員採用人数目標策定に対する検証として、計画１年目の実績だけではなく各選考における応募者に

占める女性比率や公募・公募以外の状況も調査し、各会議体で報告を行った。結果として２０１６年

度の採用比率は 20.8％だったことが判明し、また各学術院ごとの選考における考え方の違いや専門

分野による女性応募者数のばらつきなどが明らかになった。今後もさらにデータを積み上げていき、

ポジティブ・アクション等の施策につなげる。また採用におけるガイドライン策定作業は、上記の結

果を踏まえ来年度に完成させるよう作業を進める。

（2）大学におけるダイバーシティとは何かというテーマのシンポジウムを昨年度に引き続き開催

し議論を深めた一方、これまでの男女共同参画をテーマにした講演会等に加え、セクシュアル・マイ

ノリティおよびインクルーシブ教育等の障がいに関するテーマの公開講演会を複数回開催し、内容を

SNS に掲載するなど学内外への取組状況の発信に努めた。
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関連するプロジェクト 推進本部評価 備考

２）学術院体制検討PJ（**,教務部） ○

４）事業評価制度・新規事業立案の構築 PJ（***,法人課、

経営企画課）
○

５）戦略的広報の推進 PJ（***,広報課、国際課） ○ 核心戦略⑧でも検討しているプロジェクト

６）情報セキュリティ強化と事業継続性確保による事業リ

スク軽減 PJ（***,情報企画課）
○

７）大学ガバナンス検討 PJ（***,法人課） △

８）男女共同参画・ダイバーシティの推進 PJ（**,ダイバ

ーシティ推進室）
○ 核心戦略⑬でも検討しているプロジェクト
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■■■

■■ 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

■

＜目的・目標＞

学部・学科、大学院・専攻、クラス、ゼミ、サークルなど、また、学会、専門分野、言語、地

域、校友会など既存のコミュニティをさらに大きく発展させるとともに、従来のコミュニティに

加えて、これまでの結集軸とは異なる新機軸のコミュニティの形成を支援することにより、大学

のステークホルダーの有する多様なエネルギーを結集し、新たな早稲田ファミリーの形成を図る。

大学の枠を超え、地域の活性化の中心となって、近隣地域住民や全国校友の既存のコミュニテ

ィの活性化を進めながら、新たなコミュニティ形成の起爆剤となるプログラム作り、組織の強化、

プロジェクト実現のための財源獲得策等を講じて、それらのコミュニティの活動の基盤となる施

設を整備して、早稲田大学が常に広い層から支えられる存在となることを目指す。

・早稲田キャンパス周辺のまちづくりプラン策定については、新宿

況にある。行政や地域との協議を円滑に進められるよう、まちづ

するなど、効果的な手法を検討する。

・新たな施策として、本学のこれまでの歩みや現在の状況等を包括

史館（仮称）の整備検討を進めた。本学校友との結びつきを強め

地域住民の早稲田シンパを高められるよう、今後は魅力ある館内

見せ方、カフェやショップ機能の整備充実などに努めていく。

・ラーニングコモンズについては、戸山キャンパスの早稲田アリー

稲田キャンパスでは 7 号館 2 階に問題発見・課題解決型の授業を行

ンパスでは 100 号館 4 階（所沢図書館内）に自主学習やグループ学

ぞれ整備した。なお、所沢キャンパスでは初めて整備されたラーニ

・早稲田キャンパスと戸山キャンパスの両方からアクセスしやすい

語学系学習施設である 29号館が 2017 年 1 月に竣工し、2017 年度

された。

・第 4 回 Waseda Vision150 Student Competition での学生提案を受

促進とキャリアサポート機能の充実を図るための施設（C-Space）

1 階に整備した。

・外部資金の更なる獲得のための研究スペース確保と産学連携拠点

ャンパスの狭隘化を解消するため、本学所有の敷地で施設面積の

られる文理融合研究を行うのに適した早稲田キャンパス近傍の研

年 間 報 告
区との協議が進んでいない状

くり事業に強い民間企業を活用

的に展示し常時公開できる歴

、また本学ステークホルダーや

空間づくり、展示コンテンツの

ナ内の整備構想のみならず、早

える教室を中心に、所沢キャ

習を中心とした仕様で、それ

ングコモンズである。

早稲田キャンパス周辺エリアに、

から TE や CCDL が集約

けて、キャリアセンターの利用

を、早稲田キャンパス 6号館

の整備、さらには西早稲田キ

増床が可能で、今後拡充が求め

究開発センターにおいて、新た

推進本部評価／ ○
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な大型研究施設の整備検討を進めた。

・本庄キャンパスを活用した滞在型研究活動の施設整備については、2017 年度より実現できるこ

とを、研究施設と滞在施設の両面から進めた。研究施設面では、94号館 A棟を研究力強化施設

に指定し、利用料を安価に設定することで、その利用促進を図った。滞在施設面では、90 号館

（本庄ドミトリー）をセミナーハウスとして改修し、2017 年度から学内教職員が宿泊できるよ

うになった。

・国際的な研究力強化、新たな研究分野の創出、オープンイノベーション推進のために理工学術

院総合研究所に設置された 7つの重点研究領域が研究活動を行うための施設整備を実施した。

関連するプロジェクト 推進本部評価 備考

１）新たなコミュニティ形成のための基盤施設整備PJ

（***,企画・建設課）
○

２）課外活動等の場の充実PJ（**,学生生活課） ○

３）地域との連携による文化発信と施設の有効活用PJ

（***,文化企画課）
○ 核心戦略⑥でも検討しているプロジェクト

４）校友会費の恒常的確保のための校友会認知度拡大PJ

（**,校友課）
○ 核心戦略⑪でも検討しているプロジェクト

５）教育・研究・大学経営・社会貢献における校友との連

携PJ（**,校友課）
○

６）多様なｺﾐｭﾆﾃｨ形成のためのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ環境

の実現PJ（***,情報企画課）
○

７）男女共同参画・ダイバーシティの推進PJ（**,ダイバ

ーシティ推進室）
○ 核心戦略⑫でも検討しているプロジェクト

８）多様なコミュニティの創出 PJ（**,経営企画課） ○
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４．数値目標

１）学生数

2012

実績

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績

／目標

2017

目標

2032

目標

①学部

※通学（通信

除く）

43,974人 42,939人

*2013/11/1

時点

42,601人

*2014/11/1

時点

42,279人

*2015/11/1

時点

41,512／

40,651人

*2016/11/1

時点

40,000人 35,000人

②大学院

※修士、博士

後期、専門職

9,357人 9,261人

*2013/11/1

時点

9,072人

*2014/11/1

時点

8,514人

*2015/11/1

時点

8,242／

9,521

人

*2016/11/1

時点

9,761人 15,000人

合

計

53,331人 52,200人 51,673人 50,793人 49,754人 49,761人 50,000人

③社会人教育

※ﾋﾞｼﾞﾈｽ講

座(WBA･

WBS)、日本語

講座、ｴｸｽﾃﾝ

ｼｮﾝ等

34,944人 31,771人

*2014/4/2時

点

40,620人

*2015/3/5時

点

42,205

*2016/3/18

時点

42,982／

40,500人

*2017/3/23

時点

42,000人 50,000人

①・教育の質向上のために、20年後までには標準年限を超えて在籍する学生を含めて35,000名にする。

②・社会情勢の変化に対応できる高度人材を供給するために社会人学生も含めて修士・博士課程の学生を増加させる。

・専門職大学院、リーディング大学院も含めて高度職業人養成を積極的に推進する。

③・社会人教育プログラムの拡充と多様性をはかり、教育上の社会貢献を行う。

・受講生数は延人数とする。

２）教員数（学部・大学院）

2012

実績

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績／

目標

2017

目標

2032

目標

①常勤教員 1,679人 1,680人

*2013/4/1

時点

1,691人

*2014/4/1

時点

1,709人

*2015/4/1

時点

1,700／

1,695人

*2016/4/1

時点

1,700人 2,000人
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②常勤教員と

学生比率

（常勤教員

数：学生数）

1:32 1:31 1:31 1:30 1:30／

1:30

1:30 1:25

①②・授業の質向上のために、全体の科目数を削減し、一つの授業に注入する教員のエネルギーを高める。

・常勤教員は、常勤教員および常勤研究員を対象とする。ただし、助手、研究助手を除く。

３）国際化

2012

実績

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績／

目標

2017

目標

2032

目標

①外国人学

生（受入留

学生）

4,331人 4,415人

*2013/5/1時

点

4,766人

*2014/5/1時

点

4,917人

*2015/5/1

時点

5,066／

6,500人

*2016/5/1

時点

通年

7,156人

7,000人 10,000人

(20%)

②派遣留学

生

2,541人 3,134人

*2014/3/31

時点

3,262人

*2015/4/1時

点

4,195人

*2016/3/31

時点

4,086／

4,300人

*2017/4/1

時点

5,000人 全学生

③外国人教

員

147人 145人

*2013/4/1時

点

144人

*2014/4/1時

点

146人

*2015/4/1

時点

152／

173人

*2016/4/1

時点

180人 400人

(20%)

①・高等教育・研究に関する国際的環境の変化に対応すべく、20年後には外国人学生を全学生の20%とする。

②・卒業までにすべての日本人学生が外国へ留学等をする。

・派遣留学生数は短･中･長期留学プログラムの他、海外で何らかの学習機会を経験する人数とする。

③・外国人教員は、常勤教員および常勤研究員を対象とし、20年後には外国人教員を20%とする。

４）女性人数（学部・大学院）

2012

実績

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績／

目標

2017

目標

2032

目標

①女子学

生（学部・

大学院）

18,800人

(35%)

18,353人

(35%)

*2013/11/1

時点

18,409人

(36%)

*2014/11/1時

点

18,377人

(36％)

*2015/11/1時

点

18,286人

(37％)／

19,548 人

(39%)

*2016/11/1時点

19,900人

(40%)

25,000人

/50,000人

(50%)

②女性教

員

226人

（13%）

246人

(15%)

*2013/4/1時

点

258人

(15%)

*2014/4/1時

点

260人

(15％)

*2015/4/1時

点

254人

（14.9％）／

285人(17%)

*2016/4/1時点

300人

(18%)

600人

(30%)
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③女性職

員／職員

32%(344

人/1,073人)

35%(382

人/1,102人)

*2014/3/31

時点

34%(375人

/1,103人)

*2015/3/31時

点

36.8%(418

人/1,135人)

*2016/3/31時

点

37%(427人

/1120人)／

36%

*2017/3/31時点

37% 50%(537

人)

①②③・20 年後までの希望値を、女子学生 50%、女性教員 30%、女性職員 50%とする。

・教員数は常勤教員および常勤研究員の人数、職員は専任職員と常勤嘱託の人数とする。

５）教育方法等 （*は2011年度）

2012

実績

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績／

目標

2017

目標

2032

目標

①授業の公

開率（一部公

開を含む）

*0.3% 1.7% 15.4% 18% 14.7／

75%

100% 100%

②授

業規

模

（注１）

20

名

以

下

学部*43%

大学院

*84％

学部45%

大学院

84%

学部44%

大学院

86%

学部48%

大学院

86%

学部49

／45%

大学院

89／

83%

学部

46%

大学院

83%

学部50%

大学院80%

21-

50

名

学部*38%

大学院

*14％

学部35%

大学院

14%

学部36%

大学院

12%

学部33%

大学院

12%

学部33

／38%

大学院

10／

14%

学部

37%

大学院

14%

学部35%

大学院15%

51

名

以

上

学部*19%

大学*2%

学部20%

大学院2%

学部20%

大学院2%

学部19%

大学院2%

学部18

／17%

大学院2

／3%

学部

17%

大学院

3%

学部15%

大学院5%

③LMS利用

授業比率

*61% 87% 87% 83% 84／

95%

100% 100%

④対話型、問

題発見・解決

型の授業比

率

学部29%

大学院55%

学部30%

大学院

55%

学部30%

大学院

54%

学部30%

大学院

53%

学部30

／37%

大学院50

／59%

学部

40%

大学院

60%

学部75%

大学院80%

⑤外国語によ

る授業の割

合ﾞ

学部6%

大学院9%

学部8%

大学院

10%

学部9%

大学院8%

学部9%

大学院

8%

学部10

／17%

大学院

17.6／

25%

学部

20%

大学院

30%

学部50%

大学院50%

①・2012,2013 年度欄は、Open Course Ware(OCW)、iTunesU で公開している科目数より算出した。

・2032 年度欄は、参観可能な公開授業の他、収録された授業（スタジオ収録、教室収録、プレゼンテーションスラ

イド・音声同期収録）や、授業で提示された教材・配付資料・試験問題など授業内容が分かるものを学内外へ公開

する目標値とした。
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②・すでに少人数クラスによる教育が主体となっているが、密度の高い教育について一層の充実をはかる。

・人数の多い講義科目でも、TA によるグループ学習やオンデマンドコンテンツを活用することにより、対話型、

問題発見・解決型授業と同様の効果が得られる。

（注１）・算出方法の見直しにより、過年度実績を一部補正

③・2012,2013 年度欄は CourseN@vi を利用した科目数より算出。

・CourseN@vi は早稲田大学が独自に開発した LMS（学習管理システム：Learning Management

System）で、主な機能としては、授業内での情報共有を促進する「お知らせ」「資料掲載」や、課題の提示・受付け・ フィー

ドバックを可能とする「レポート」「小テスト」、教員・履修者間のコミュニケーションを活性化する「BBS」「レビューシート」などが

あげられる。また学生自身が PC やモバイル端末から出席を登録することができる出席登録機能や、成績管理、類似度判定

機能などを提供することにより授業運営にも役立っている。

④・2012,2013年度欄は演習、実験、実習科目の比率。

・対話型、問題発見・解決型の授業には多様な形態があるが、ここでは学生が能動的に授業に参加し、ディスカッ

ションやグループワークなどを活用しながら理解を深める授業を想定して 2032 年度の目標値とした。

⑤・英語および英語以外の外国語での授業の割合。本学グローバル人材育成推進事業構想調書の 2016 年度目標は 10%

を超えることとしている。

６）科目コマ数 *算出基準の見直しにより「科目クラス」から「科目コマ数」に変更

2012

実績

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績／

目標

2017

目標

2032

目標

①学部 20,258 20,408 20,238 19,347 19,171

／

17,624

17,219 15,194

②大学院 8,244 7,945 7,613 7,403 6,980／

7,299

6,876 6,183

①②・密度の高い教育を実現するため、授業科目の再編・統廃合および外部教育資源の活用をはかり、設置科目総数

を削減する。

７）研究費

2012

実績

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績／

目標

2017

目標

2032

目標

①受入研究

費

96億円 103億円 108.9億円 108.1億円 103.8／

118億

円

122億円 200億円

①・外部研究資金で、研究事業を自立的に推進する体制を作るために、20 年後までに収入の約 20%を達成することを

目標とする。

８）寄付金

2012

実績

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績／

目標

2017

目標

2032

目標
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①寄付金 32億円 43億円 36億円 42億円 37.6／

37億円

45億円

※上方修

正

100億円

①・20 年後までに収入の約 10%を達成することを目標とする。

９）校友会費納入者率 *算出基準の見直しにより「校友（会費納入者）」から「校友会費納入者率」に変更

2012

実績

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績／

目標

2017

目標

2032

目標

①校友会費

納入者率

（校友数）

30.4%

(約58万人)

32.3%

(約58.7万

人)

33.6%

(約59.4万

人)

35.0%

(約60.3万人)

34.9／

35.9%

(約61.2万

人) ／(約

61万人)

36.8%

(約62万人)

50.0%

(約70万人)

①・校友との連携を強化するとともに校友会費納入者を増加させる。

・校友会費納入者率は住所判明者の納入率とする。
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５．Waseda Vision 150 Newsletter

「Waseda Vision 150」に関する各種情報を「Waseda Vision 150 Newsletter」として発信し、ビジョ

ンの実現に向けた理事会の考え方、各種取り組みなどを学内・学外にお伝えしています。

発行年月日 テーマ

第 81 号 2016/04/04 「早稲田に足りないモノは何だ」

キャリアセンター改革の学生提案が総長賞に

－Waseda Vision 150 Student Competition－

第 82 号 2016/04/27 「次代の中核研究者」 最先端の研究を発表

第 83 号 2016/04/28 本学の edX 第二弾は「日本語の発音」講座！

第 84 号 2016/05/26 『早稲田大学百五十年史』編纂の理念と計画

第 85 号 2016/05/27 大学におけるアーカイブズの役割、自校史編纂の意義とは

―第 2 回早稲田大学大学史セミナーを開催します―

第 86 号 2016/05/31 早稲田小劇場どらま館開館一周年記念シンポジウム

―宮沢章夫×平田オリザ×松井周―

第 87 号 2016/06/02 早稲田の魅力、東京の魅力、3 分半で紹介します

－"WHY WASEDA?"サイト紹介動画を公開しました－

第 88 号 2016/06/10 『早稲田アスリートプログラム 大学でスポーツをするという

こと』の一般販売開始！

第 89 号 2016/06/15 国際教養学部で新たな入試制度がスタート（2018 年度入試より）

第 90 号 2016/06/16 予想外が待っている！！－Museum Week 2016 開催中－

第 91 号 2016/06/20 日韓国交正常化 50 周年記念特別展関連イベントを早稲田大学に

て開催

第 92 号 2016/06/21 米国ワシントン大学（シアトル）による新任教員向けＦＤプログ

ラム（半日コース）の募集について

第 93 号 2016/06/24 2016 リオデジャネイロ・オリンピック・パラリンピック特集

第 94 号 2016/06/28 第 4 回 Faculty Cafe 開催のお知らせ

第 95 号 2016/07/04 教室における授業スタイルを変革する、反転授業のご紹介

－第 3 回ＤＣＣ産学交流フォーラム－

第 96 号 2016/07/05 オリンピック・パラリンピック特設 WEB サイトオープン！

2016 リオデジャネイロ・オリンピック・パラリンピック特集

（第 2 弾）

第 97 号 2016/07/11 教えるな！揺さぶれ。公開！「体験の言語化」シンポジウム

第 98 号 2016/07/27 2016 リオデジャネイロ・オリンピック・パラリンピック特集

（第 3 弾)
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第 99 号 2016/07/28 ダイバーシティ推進室開設のお知らせ

第 100号 2016/08/03 奨学金制度の更なる充実に向けて

第 101号 2016/08/05 2016 リオデジャネイロ・オリンピック・パラリンピック特集

（第 4 弾)

第 102号 2016/09/02 2016 リオデジャネイロ・オリンピック・パラリンピック特集

（第 5 弾) オリンピックご声援ありがとうございました。

まもなくパラリンピック！応援よろしくお願いします！

第 103号 2016/09/05 第４回 DCC 産学交流フォーラム（10/4 開催）

大学生が身につけるべきスキルとは？

～ポートフォリオは産学のギャップを埋めるか～

第 104号 2016/09/13 早稲田はキャンパスもミュージアム

－キャンパスのミュージアム化 推進中－

第 105号 2016/10/03 第 6 回 Faculty Cafe 開催のお知らせ

第 106号 2016/10/04 感動が見つかる 12 日間－早稲田文化芸術週間 2016 開催－

第 107号 2016/10/06 10 月 21 日は早稲田大学創立記念日

－創立 134 年を祝してイベントを多数開催！－

第 108号 2016/11/02 第 5 回 WASEDA e-Teaching Award エントリー開始のお知らせ

第 109号 2016/11/16 【40 歳以上対象】WASEDA’S Health Study への参加者を募集

中

第 110 号 2016/11/25 QS Graduate Employability Rankings 2017 で国内 1 位、世界

26 位

第 111 号 2017/01/11 私立大学における情報公開、文書管理はどうあるべきか

―第 3 回早稲田大学大学史セミナーを開催します―

第 112 号 2017/03/09 第 5 回 WASEDA e-Teaching Award 審査開始のお知らせ

第 113 号 2017/03/10 QS World University Ranking by Subject 2017 で 9 分野が 100

位以内にランクイン！

第 114 号 2017/03/13 第 2 回 拡大高等教育委員会（3/28）-教養教育の位置づけ-

オブザーバー（ご発言歓迎）希望者募集のお知らせ
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６．推進本部・推進会議 日程と主な議題

Waseda Vision 150 は、総長・学事統括常任理事・法人統括常任理事で構成する「推進本部」の

もと、理事会・各核心戦略の実行責任者等で構成する「推進会議」を設置し、以下の推進体制で臨

んでいます。

2013 年度から引き続き 2016 年度においても隔週ごとに推進本部と推進会議を開催し、各核心戦略や

各プロジェクトの進捗状況、数値目標などに関する協議を重ねてきました。さらに「スーパーグローバ

ル大学創成支援」の採択に伴い、各学術院等との連携を一層深めるために、学術院長等を構成員に加え

て設置した「拡大推進会議」では、核心戦略の進捗状況の共有の他、同支援事業における６拠点の活動

状況を共有し、推進本部による評価を行うなど、大学全体での推進体制で臨んでいます。

推進本部

本部長：鎌田総長

副本部長：橋本副総長、島田副総長

推進会議

議長：橋本副総長

副議長：鈴庄常任理事、大野理事

理事（※は核心戦略実行責任者も兼ねる）：

守田常任理事、佐藤理事、※石山理事、森田理事、※村上理事、※李理事、恩蔵理事

齋藤理事、畑理事、村岡理事、※花尾理事

核心戦略実行責任者：沖入試開発オフィス長、古谷教務部長、本間教務部副部長、

井上教務部事務部長（2015/5/31 まで）、横山教務部事務部長（2015/6/1 から）

黒田国際部長、甲斐財務部長、佐藤キャンパス企画部長（2017/5/31 まで）、

岡本キャンパス企画部長（2017/6/1 から）

拡大推進会議

上記の推進会議構成員に、学術院長、両高等学院長、芸術学校長、グローバルエデュケーションセン

ター長を加える。
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【これまでの開催状況と主な議題】

＜推進本部＞ ＜推進会議＞

開 催

年月日
主な議題

開 催

年月日
主な議題

第 1 回 2016/

5/20

・核心戦略・プロジェクト 2015

年度年間報告 推進本部評

価・コメントについて（核心戦

略 1,2,3,4,5,6,7,8,9）

第 1 回 2016/

4/22

・Waseda Vision 150 核心戦

略・プロジェクト 2015 年度

報告について（核心戦略

1,2,3,4）

第 2 回 6/3 ・Waseda Vision 150 実現のた

めの教員増を伴う学術院等将

来計画支援策について

・核心戦略・プロジェクト 2015

年度年間報告 推進本部評

価・コメントについて（核心戦

略 10,11,12,13）

第 2 回 5/13 ・Waseda Vision 150 核心戦

略・プロジェクト 2015 年度

報告について（核心戦略

5,6,7,8,9）

第 3 回 6/10 ・核心戦略・プロジェクト 2015

年度年間報告 推進本部評

価・コメントについて（核心戦

略 11,12,13）

第 3 回 5/27 ・Waseda Vision 150 核心戦

略・プロジェクト 2015 年度

報告について（核心戦略

10,11,12,13）

第 4 回 6/17 ・Waseda Vision 150 2015 年

度決算について

第 4 回 9/9 ・Waseda Vision 150 核心戦

略・プロジェクト 2016 年度

上期実行状況報告について

（核心戦略 1,3,4,5）

・核心戦略・プロジェクト

2017 年度計画の作成につい

て

第 5 回 7/1 ・Waseda Vision 150 実現のた

めの戦略的教員増員計画の件

・2015 年度 SGU モデル拠点お

よび本部系箇所の実績報告に

ついて

・2016 年度 Waseda Vision

150 プロジェクト新規予算（追

加案件）について

第 5 回 9/30 ・Waseda Vision 150 核心戦

略・プロジェクト 2016 年度

上期実行状況報告について

（核心戦略 2,6,8,10）

第 6 回 7/22 ・Waseda Vision 150 実現のた

めの教員増を伴う学術院等将

第 6 回 10/14 ・Waseda Vision 150 核心戦

略・プロジェクト 2016 年度
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来計画支援策 理工学術院停

止条件解除の件

・Waseda Vision 150 実現のた

めの戦略的教員増員計画の件

上期実行状況報告について

（核心戦略 7・9,11,12,13）

第 7 回 9/2 ・Waseda Vision 150 実現のた

めの教員増を伴う学術院等将

来計画支援策 社会科学総合

学術院停止条件解除の件

第 7 回 12/16 ・Waseda Vision 150 プロジ

ェクトに係る 2017 年度予算

について

・Waseda Vision 150 推進本

部・推進会議の今後の予定に

ついて

第 8 回 9/23 ・Waseda Vision 150 実現のた

めの戦略的教員増員計画の件

・核心戦略・プロジェクト 2016

年度上期報告 推進本部コメン

トについて（核心戦略 1,3,4,5）

第 8 回 2017/

1/13

・Waseda Vision 150 核心戦

略・プロジェクト 2017 年度

計画について（核心戦略

1,2,3,4）

第 9 回 10/7 ・核心戦略・プロジェクト 2016

年度上期報告 推進本部コメン

トについて（核心戦略 2,6,8,10）

第 9 回 1/27 ・Waseda Vision 150 核心戦

略・プロジェクト 2017 年度

計画について（核心戦略

5,6,7,8,9）

・2016 年度 核心戦略・プ

ロジェクト年間報告書の作

成について（依頼）

第 10 回 10/21 ・助手および助教制度再編案策

定の件

・核心戦略・プロジェクト 2016

年度上期報告 推進本部コメ

ントについて（核心戦略 7･9,

11,12,13）

第 10 回 2/10 ・Waseda Vision 150 核心戦

略・プロジェクト 2017 年度

計画について（核心戦略

10,11,12,13）

・第 5 回 Waseda Vision 150

Student Competition 決勝大

会について

第 11 回 11/11 ・SGU に係る 2017 年度事業計

画および評価（案）について

・SGU に係る 2017 年度事業計

画予算（案）について

・Vision 150 プロジェクト

2017 年度予算について

・戦略的広報の推進プロジェク

トの目的、目標等変更の件

第 1 回

拡大推進

会議

5/13 ・Waseda Vision 150 実現の

ための教員増を伴う学術院

等将来計画支援策について
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第 12 回 11/25 ・3 ポリシーについて

・EDGE プログラムの成果活用

について

・Waseda Vision 150 プロジェ

クトに係る 2017 年度予算につ

いて

第 2 回

拡大推進

会議

5/20 ・Waseda Vision 150 実現の

ための教員増を伴う学術院

等将来計画支援策について

第 13 回 12/9 ・Waseda Vision 150 プロジェ

クトに係る 2017 年度予算につ

いて

第 3 回

拡大推進

会議

6/24 ・2015 年度ＳＧＵモデル拠

点および本部系箇所の実績

報告について

第 14 回 2017/

2/3

・Waseda Vision 150 2017 年

度計画書に対する推進本部コ

メントについて（核心戦略

1,2,3,4）

・戦略的広報の推進プロジェク

トの目的、目標等変更の件

第 4 回

拡大推進

会議

7/1 ・Waseda Vision 150 実現の

ための教員増を伴う学術院

等将来計画支援策について

・学術院等の将来構想 進捗

状況報告（2015 年度報告・

2016 年度計画）

第 15 回 2/17 ・Waseda Vision 150 実現のた

めの教員増を伴う学術院等将

来計画支援策について

・Waseda Vision 150 2017

年度計画書に対する推進本部

コメントについて（核心戦略

5,6,7,8,9）

第 5 回

拡大推進

会議

7/8 ・学術院等の将来構想 進捗

状況報告（2015 年度報告・

2016 年度計画）

第 16 回 2/24 ・Waseda Vision 150 2017 年

度計画書に対する推進本部コ

メントについて（核心戦略

10,11,12,13）

第 6 回

拡大推進

会議

7/15 ・学術院等の将来構想 進捗

状況報告（2015 年度報告・

2016 年度計画）

・2016 年度 核心戦略・プ

ロジェクト上期報告書の作

成について

第 17 回 3/17 ・Waseda Vision 150 実現のた 第 7 回 10/28 ・ＳＧＵに係る 2017 年度事
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めの教員増を伴う学術院等将

来計画支援策について

拡大推進

会議

業計画に対する評価につい

て

・ＳＧＵに係る 2017 年度事

業計画予算配分について

・ＳＧＵ実行会議における学

術院関連事項について

第 8 回

拡大推進

会議

2017/

2/3

・Waseda Vision 150 実現の

ための教員増を伴う学術院

等将来計画支援策について

第 9 回

拡大推進

会議

3/10 ・Waseda Vision 150 実現の

ための教員増を伴う学術院

等将来計画支援策について

・Waseda Vision 150 学術院

等の将来構想 進捗状況報告

の件（依頼）

・Waseda Vision 150 推進本

部・推進会議の今後の予定に

ついて

以上
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<参考資料>

学術院、高等学院、芸術学校の将来構想の進捗状況

各学術院、両高等学院、および芸術学校では、創立150 周年（2032 年）を見据えた、将来構想

を策定しました。2016年度の進捗状況、および2017年度の計画を報告いたします。

＜学術院＞

政治経済学術院 －政治経済学部、政治学研究科、経済学研究科、現代政治経済研究所

法学学術院 －法学部、法学研究科、比較法研究所、法務研究科、法務教育研究センター

文学学術院 －文化構想学部、文学部、文学研究科、総合人文科学研究センター

教育・総合科学学術院 －教育学部、教育学研究科、教職研究科、教育総合研究所、教職支援セ

ンター

商学学術院 －商学部、商学研究科、商学学術院総合研究所、ファイナンス研究科、ファイナン

ス研究センター、会計研究科、経営管理研究科

理工学術院 －基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部、基幹理工学研究科、創造理工学研

究科、先進理工学研究科、理工学術院総合研究所、国際情報通信研究科、

国際情報通信研究センター、環境・エネルギー研究科、環境総合研究センター、

情報生産システム研究科、情報生産システム研究センター

社会科学総合学術院 －社会科学部、社会科学研究科、先端社会科学研究所

人間科学学術院 －人間科学部、人間科学研究科、人間総合研究センター

スポーツ科学学術院 －スポーツ科学部、スポーツ科学研究科、スポーツ科学研究センター

国際学術院 －国際教養学部、国際コミュニケーション研究科、アジア太平洋研究科、アジア太

平洋研究センター、日本語教育研究科

＜中・高等学校＞

高等学院・高等学院中学部

本庄高等学院

＜専修学校＞

芸術学校
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政治経済学術院

将来構想

2016 年度報告・2017 年度計画

- 1-
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Waseda Vision 150 政治経済学術院の将来構想の進捗状況報告

１．２０１６年度報告

◇ファカルティ改革・推進

・テニュアトラック制度の再整備および制度化の開始、Web 国際公募の導入

・Vision150 実現に向けた教員増/国際公募を原則とする競争力ある採用活動

→Vision150 学術院支援策による 9 名増員

→英語学位プログラム：EDESSA(English-based Degree Studies September Admission)担当教員(専任

/常勤)の採用： 6 名(2014 年度）→12 名（2017 年度）

・学部国際政治経済学科・大学院国際政治経済学コース連動カリキュラム改革

→グローバル・ガバナンス・プログラム（GGP）の強化、GLOPEII の成果の教育定着

→早稲田ジャーナリズム大学院新展開、学費改定とカリキュラム全面改定

グローバル化に対応したジャーナリスト養成；J-School のグローバルネットワーク

社会人対応ブログラム：現役ジャーナリストのための短期リカレントプログラム

◇入試改革・在学生支援

・グローバル入試実施（TOEFL、国際バカロレア利用、AO 型総合選抜を改革）

→高大連携プログラム実施、TOEFL 目標スコア設定

教育におけるグローバル・コラボレーションの積極的展開

・政経グローバル・リーダー養成ファンドの果実により、「政治経済学部グローバル・リーダー派遣留学

生奨学基金」「政治経済学部グローバル・リーダー外国人受入留学生奨学資金」の創設および「政治

経済学術院奨学資金(政経スカラシップ)」(｢ハワード・ハギヤ奨学資金｣)の補強・充実

◇カリキュラム改革・推進

・政経オナーズプログラム(学部３年＋大学院３年で博士学位修得)

学部 1 年終了時点での申請者： 2015 年度 6 名、2016 年度 2 名、2017 年度 3 名

2017 年第１期大学院生を排出(2016 年度３年卒業生３名：政経スカラシップ給付)

・セメスター制およびコースナンバー制の完全実施、クォーター制の導入によるグローバル化対応と

夏季集中科目の実施

→能力別クラス、少人数制 Writing 科目(2018-)、政経統一教科書、EDESSA(ｴﾃﾞｯｻ)科目による補完

→新 3 号館モデル教室とアクティブな教育授業プラン

入学から卒業まで、1 クラス 15 人以下の「ゼミ」の全員履修を実現

→基礎演習（必修、GEC「学術的文章の作成」とセット）、アカデミック・リテラシー演習、専門演習

（政治学/経済学/国際政治経済学）・学際領域・ジャーナリズムメディア演習（＋プレ演習および卒業

論文）、教室講義と少人数制 TA セッションを組みあわせた授業運営、授業時間外の TA による補習等、

徹底した学修支援体制を構築

→3学科共通専門入門科目「政治分析入門」「ミクロ/マクロ経済学入門」:講義＋少人数制の TA セッシ

ョン(ディスカッション、演習等)、数学支援室をはじめとする TA オフィスアワーを採用

◇全学的プロジェクトへの参画

・Asian Future Leaders Scholarship Program(百賢教育基金會)の運営・実施およびダブルディグリー・

プログラムの開拓(香港科学技術大学、上海交通大学)

・文部科学省「大学の世界展開強化事業(日中韓キャンパスアジア)」(2016～2020)の採択・活動開始

・文部科学省「大学入学者選抜委託事業(高大接続委託事業)」(2016～2018)の採択・活動開始

・文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援事業(SGU)」実証政治経済学拠点における３０名の招聘

- 2-



Waseda Vision 150
-Best Education, Best Research, Best Community-

教員によるセミナー・授業の実施

◇国際化推進

・EDESSA の拡充

→入学定員：50 名（2013 年度）、75 名（2014 年度）、85 名（2015 年度）、100 名（2016 年度 ～）

・早稲田大学・百賢教育基金會サマープログラムの実施

→2016 年 8 月 3 日～24 日 海外７大学 150 人が参加

・政治経済学術院・エセックス大学(英)サマープログラムの実施(SGU 実証政治経済学拠点として主催)

→2016 年 7 月 25 日～8 月 5 日(90 分講義を 15 回実施) 20 人が参加
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２．２０１７年度計画

◇ファカルティ改革・推進

・テニュアトラック制度の積極的活用、Web 国際公募の拡大

・国際競争力強化のための戦略的人事

→政治学・経済学における世界的な研究・教育の拠点を目指す

・Vision150 実現に向けた教員増/国際公募を原則とする競争力ある採用活動

→Vision150 学術院支援策による 9 名増員の活用

→英語学位プログラム：EDESSA(English-based Degree Studies September Admission)担当教員(専

任/常勤)の採用： 12 名(2017 年度)→14 名（2018 年度）

・学部・大学院の再編

→全員が学術院を本属とし、必要に応じて学部学科、大学院、コース、

プログラムで講義やゼミを開講

→ゼミの設置箇所は原則として教員が自由に選択

→学術院全体で PPE(Philosophy, Politics, and Economics)の理念を実現する

→研究者養成と高度専門職業人養成の区別と最適な教員配置

→5 年一貫博士課程による専門研究者養成

→政研・経研の協力による一体的な高度専門職業人養成

→早稲田ジャーナリズム大学院、公共経営大学院の改革

社会人対応ブログラム：社会人のための短期リカレントプログラム

◇現代政治経済研究所の新展開

・研究の情報発信拠点

→会員制度の導入

→シンクタンク機能の導入

・大学院教育との連携

→高度専門職業人養成の実践場を提供

◇入試改革

・2021 年度入試改革に向けた準備作業

→入試科目・入試実施体制の変更

→高大接続委託事業との連携

・附属係属、指定校推薦入試の見直し

→高校における留学経験の評価

→EDESSA(エデッサ)への受け入れ

◇カリキュラム改革・推進

・学部 3 学科の再編とカリキュラム改革

→3 学科の一体的カリキュラム設計

→日英両プログラムの一体的改革（同一科目の日英両言語での開講）

→日英ハイブリッド化の早期実現

→PPE の理念を実現する学部・大学院のカリキュラム

・政経オナーズプログラム(学部３年＋大学院３年で博士学位修得)

→大学院との協力による積極的活用

・外国語教育の再編

→AWADE による英語 Writing 科目の導入
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→EDESSA 科目による補完

◇全学的プロジェクトへの参画

・Asian Future Leaders Scholarship Program(百賢教育基金會)への参加

・文部科学省「大学の世界展開強化事業(日中韓キャンパスアジア)」(2016～2020)の採択・活動開始

・文部科学省「大学入学者選抜委託事業(高大接続委託事業)」(2016～2018)の採択・活動開始

・文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援事業(SGU)」実証政治経済学拠点における活動

◇国際化推進

・EDESSA の拡充

→入学定員：200 名を目指して

・政治経済学術院・エセックス大学(英)サマープログラムの継続(SGU 実証政治経済学拠点として主催)

以 上
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法学学術院

将来構想

2016 年度報告・2017 年度計画
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Waseda Vision 150 法学学術院の将来構想の進捗状況報告

１．２０１６年度報告

（法学部）

（１）2016 年 10 月に提出された法学部将来構想委員会最終報告書、および同報告書をめぐるアンケ

ートと意見交換会を踏まえ、法学部、法学研究科、比較法研究所の連携をさらに強めながら「Waseda

Vision 150 先端比較法教育システム」実行計画の策定に努めた。

（２）2013 年度導入の新カリキュラム（卒業必要単位数 124→136、法律科目必要単位数 64→86）の

完成年度を迎え、成績評価の傾向や留年率などのデータを得たことにより、次期実行計画は、ゼミ・

ゼミ論文、外国書研究、教養演習など少人数教育の強化、法律科目と語学教養科目との体系的履修促

進を主な課題として設定する方向性としている。

（３）法律科目担当者 6名（うち女性 1名・外国人 2 名）、語学教養科目担当者 1名（女性）を採用

した。

（４）Business and Law in Japanese SocietyⅠ･Ⅱと Business Organisations and Law in Japan

を秋学期より設置し、英語による法律科目の授業の受講者数は 12 科目 220 名となった。前年より科

目数はプラス 2、受講者数は対前年比 8％増である。

（５）ハワイ大ロースクール短期留学プログラムを実施（1,2 年生 10 人を選抜）するとともに、国

際交流推進委員会を設置し、海外学生交流、留学促進等について議論を進めた。

（６）附属校、系属校、連携校における高大接続強化として、法学教育、語学教養教員との協働アウ

トリーチ企画、高校教員とのジョイント企画の検討を進め、高等学院、品川女子学院から実施した。

（７）早大法学部が旧司法試験以来担ってきた法曹養成という社会的使命を果たしていくために、法

務研究科と連携して、改めて学部学生に法曹への関心を喚起すべく、2016 年度より｢導入講義(選択)

法曹の仕事を知る｣を開設することとし、その履修者は 92 名であった。

（８）基本六法科目、さらには進路について学生の質問に TA が回答する「法律学習相談室」による

学習支援体制を継続・拡充した。また、2017 年度より導入される高度授業 TA を見据え、そのトライ

アルを進めた。

（９）新たな指定校推薦（特別方式）入試を実施し、従来の指定校推薦制度では掬い上げることので

きなかったタイプや辞退校からの掘り起しを行った。また、一般入試において、法律を学ぶ上で求め

られる論理的思考力を有する者の受験機会拡充の一つとして、2018 年度より選択科目に「数学」を

追加することを決定した。
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（法学研究科）

（１）LL.M.プログラム検討委員会の集中的な審議により具体的プログラム内容を策定した後、LL.M.

専攻開設準備委員会を発足し、開設に向けた作業を進めた。

（２）LL.M.専攻開設準備委員会、臨時法学研究科運営委員会において、「先端法学専攻」－「現代ア

ジア・リージョン法 LL.M.コース」「知的財産法 LL.M.コース」の教育方法、履修指導、研究指導の方

法および修了要件を確定させた。先端法学専攻は修士１年制、現代アジア・リージョン法 LL.M.コー

スは授業言語をすべて英語としている。

（３）学内手続きから文部科学省届出に至る過程において、法務研究科、社会科学研究科など学内他

箇所や、上海交通大学、カトリック・ルーヴァン大学など海外機関との提携について協議を進めた。

（法務研究科）

（１）加算プログラムの申請と実施

文部科学省の「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」について、「『挑戦する法曹』育

成・特別コースの設置」「『地方で活躍する法曹』育成プログラム」「重層的な国際化対応プログラム

の実施」「女性法曹輩出促進プロジェクトの創設」「法科大学院修了生の継続教育プログラム」「『未修

者教育』システムの改革プログラム」の６つの取組みを引き続き実施した。2017 年度に向けて「特

進コースによる法曹養成プログラム」「地域の大学と連携した地域法曹育成プログラム」の２つを新

たに申請し、７プログラムが６つに統合され採択され、補助金配分率で、３年連続、全国の法科大学

院中トップの評価を受けることができた。

（２）学術院将来計画の策定と実施検討

「Waseda Vision 150」実現のための法学学術院の新しい将来計画を策定し、同計画に沿って、法学

研究科とのコードシェア制度の導入や、ジョイント・アポイントメント制度の実施のためのさらなる

準備・検討を行った。特に法学研究科の LL.M.コース設置には、法務研究科として可能な協力を行っ

た。また、法務教育研究センターを中心としたリカレント教育プログラムを実施した。

（３）臨床法学教育の充実

臨床法学教育の充実と質の向上を図るため、弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックや弁護士

法人早稲田リーガルコモンズ法律事務所と連携し、未修者向けおよび修了生向けの実務教育の試行プ

ログラムを作成し、実施した。未修者向け試行プログラムの結果を踏まえて、2017 年度秋学期から

の本格的実施を目指して、実務系基礎科目を新設した。

（４）広報活動の推進

法科大学院や法曹に対する認知度の向上と、新たな志願者の掘り起こし等を目指して作成された

「WLS パンフレットシリーズ」は、対象者ごとに４種類のパンフレット(「早稲田の学修サポート」、

「ロースクールに行こう！」の＜法学未修者編＞＜社会人編＞＜女性編＞の３種類)を作成・配布し

てきたが、新たに「ロースクールに行こう！」の＜国際法曹編＞を作成・配布した。また、法科大学
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院が廃校になった地域を中心に全国各地に赴き、学部生向けの説明会等を開催することで、地方出身

の志願者・入学者の開拓につなげた。

（５）法務教育研究センターの強化

法曹・修了生等に対する新たな継続教育プログラムである「法務リカレント講座」、および、法学

部生や法科大学院生向けの「法律基礎講座」を、2016 年度より開講した。また、元最高裁判事など

の講演会やセミナーを実施し、さらに、当センターおよび法務研究科の紀要として『早稲田大学法務

研究論叢』第１号（創刊号）を刊行するなど、当センターの教育研究活動の一層の強化を進めた。

（比較法研究所）

（１）講演会等の開催

2012 年度から開始された全所的研究プロジェクト「持続可能社会への転換期における法と法律学

の役割－アジア・リージョナル法を展望して」を 2016 年度も継続した。そのために多様な国内・海

外の研究者を招いて、公開講演会、国際シンポジウム等を開催し、知見を深めた。

また、比較法研究所の活動の学際化にも取り組み、法学専門の研究者だけでなく、法学以外を専門

分野とする研究者も交えたシンポジウムも開催した。

① 公開講演会（２２回）

開催日 演 題 講 師

2016 年

5 月 27 日
国際的難民保護の危機に対応する

ジェームズ・C・ハサウェイ

ミシガン大学ロースクール教授

6 月 27 日
「法律の留保」について――台湾で

の議論をてがかりに
牟 憲魁 山東大学法学部教授

7 月 16 日
ロシアにおける裁判制度・弁護士制

度
松嶋 希会 弁護士

8 月 3 日
「発展の権利」と新グローバル法シ

ステムの構築
汪 習根 武漢大学法学院教授

8 月 31 日

イギリスのＥＵ離脱とＥＦＴＡ（ヨ

ーロッパ自由貿易連合）･ＥＥＡ（ヨ

ーロッパ経済領域）

カール・バウデンバッハー サンクト

ガレン大学教授／ＥＦＴＡ裁判所長官

10月 11日 ドイツ憲法下の戦争権限
ファビアン・デュッセル

チュービンゲン大学リサーチフェロー

10月 13日
グローバル立憲主義：危機それとも

更なる発展？

アンネ・ピータース マックスプラン

ク研究所(比較公法･国際法)所長

11 月 1日
最近のＥＵにおける環境・エネルギ

ー・気候変動法の発展について

クルト・デケテラーレ

ルーヴァン・カトリック大学法学部教

授

11 月 7日
ドイツ公法学におけるネットワー

ク論の到達点と課題

ヤン・ツィーコウ

シュパイヤー行政大学教授

11月 16日 英米の犯罪化論における危害原理
アンドレアス・フォン・ハーシュ

フランクフルト大学名誉教授

12 月 1日 オバマケアの現状と課題
ヘイディ・アレン

コロンビア大学社会福祉大学院助教
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12 月 2 日
Competition Law in the Digital Age –

The Emerging Focus on Platforms
クリストファー・ユー

ペンシルバニア大学ロースクール教授

12月 14日
米国著作権法におけるフェア・ユー

ス

セス・シェルダン ベンジャミン･Ｎ･

カードーゾ法科大学院兼任教授

2017 年

1 月 10 日

一国二制度の下での憲法対話：空間

と限界
傅 華伶 香港大学法学部教授

1 月 10 日
Brexit の香港への影響：体制に基づ

く観察
張 憲初 香港大学法学部教授

1 月 20 日
The New Generation of EU Trade and

Investment Agreements
アンナ・デルーカ

ボッコーニ大学法学部教授

1 月 31 日

オランダにおける出生前スクリー

ニングおよび診断－いくつかの法

的および道徳的側面－

ペーター・タック

ナイメーヘン大学法学部名誉教授

3 月 7 日
中国農地法制改革と持続可能な発

展

陳 小君

広東外語外貿大学土地法制研究院長、

教授

3 月 21 日 International Law as a Belief System
ジャン・ダスプルモン

マンチェスター大学法学部教授

3 月 30 日 個人情報権の性質について 王 成 北京大学法学院教授

3 月 30 日

中国民事強制執行に関する立法お

よび司法実務―存在する問題点お

よびその対策

亓 培氷 弁護士

3 月 30 日
中国会社法上の清算義務者の権利

侵害責任
張 愛軍 弁護士

②国際シンポジウム等（１３回） （★は法学以外の専門家）

開催日 シンポジウム名・企画責任者等

2016 年

4 月 9 日

原発被災地復興シンポジウム vol.2「東日本大震災５年後の現状と福祉社会・

まちづくりの仕組みづくりに向けて」

主 催 早稲田大学比較法研究所

早稲田大学先端社会科学研究所(共催)

報告者他

菊池 馨実 研究所員、早稲田大学比較法研究所長

★本間 茂行 福島県 浪江町副町長

須網 隆夫 研究所員、早稲田大学大学院法務研究科教授

★日置 雅晴 浪江町支援弁護団団長・元早稲田大学教授

岡田 正則 研究所員、早稲田大学大学院法務研究科教授

西原 博史 研究所員、早稲田大学社会科学総合学術院長

★菅原 昭彦 気仙沼商工会議所会頭

★早田 宰 早稲田大学社会科学総合学術院教授

★土方 政夫 早稲田大学社会科学総合学術院教授

企画責任者 菊池 馨実 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

4 月 10 日

「日仏における環境法と環境訴訟」

主 催 エックス・マルセイユ大学法政学部ＣＥＲＩＣ（国際ＥＵ研究セ

ンター）

後 援 早稲田大学比較法研究所

報告者他

マチルド・ブトネ エックス・マルセイユ大学

イヴ・トゥルイレーマレンゴ エックス・マルセイユ大学

サンドリーヌ・マルジャン＝デュボア エックス・マルセイユ大学

マリー・ラムロー エックス・マルセイユ大学

高村 ゆかり 名古屋大学教授

及川 敬貴 横浜国立大学教授
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大塚 直 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

二見 絵里子 早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程

企画責任者 大塚 直 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

7 月 2 日

「アベノミクスの異次元性を問う－『経済と法』の何が破壊されているの

か？」

主 催 早稲田大学比較法研究所

共 催 早稲田大学≪企業法制と法創造≫総合研究所

報告者

★野口悠紀雄 早稲田大学ファイナンス総合研究所顧問

★水野 和夫 法政大学法学部教授

上村 達男 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

楜澤 能生 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

企画責任者 上村 達男 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

8 月 26 日

共同研究会

共 催 早稲田大学比較法研究所

韓国次世代コンテンツ財産学会

後 援 早稲田大学知的財産法制研究所（RCLIP）

報告者

リ・ギュホ教授 韓国中央大学校法学専門大学院、学会会長

ゾン・ウンジュン教授 韓国中央大学校法学専門大学院兼任教授、ユミ

法務法人代表弁護士、副会長

キム・インチョル教授 韓国サンミョン大学校コンテンツ著作権学科、

学会総務理事

チェ・ジンヲン教授 韓国テグ大学校法科大学、学会研究理事

企画責任者 江泉 芳信 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

11月 23日

日中刑法シンポジウム「日中刑法典の相違点の分析」

主 催 早稲田大学比較法研究所

講演者

高 銘暄 早稲田大学名誉博士

中国人民大学法学院栄誉一級教授

中国法学会刑法学研究会名誉会長

西原 春夫 早稲田大学第１２代総長

馮 軍 中国人民大学法学院教授

高橋 則夫 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

企画責任者 高橋 則夫 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

12 月 4日

原発被災地復興シンポジウム vol.3「帰還後の生活保障体制の整備に向けて」

主 催 早稲田大学比較法研究所

共 催 早稲田大学東日本大震災復興支援法務プロジェクト

報告者

★山川 充夫 帝京大学経済学部地域経済学科教授

人見 剛 研究所員、早稲田大学大学院法務研究科教授

須網 隆夫 研究所員、早稲田大学大学院法務研究科教授

企画責任者 岡田 正則 研究所員、早稲田大学大学院法務研究科教授

2017 年

1 月 28 日

「Brexit とイギリス政治・憲法―不文憲法国の憲法準則と政治実務のズレを

めぐって―」

主 催 イギリス最高裁判所研究会（比較法研究所共同研究）

共 催 早稲田大学比較法研究所

報告者

中村 民雄 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

倉持 孝司 南山大学法務研究科教授

★若松 邦弘 東京外国語大学総合国際学研究院教授

★小川 有美 立教大学法学部教授
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司 会

★中村 英俊 早稲田大学政治経済学術院准教授

企画責任者 中村 民雄 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

2 月 4 日

二国間(日韓)交流事業倒産処理法シンポジウム

共 催 日本学術振興会(JSPS)・韓国研究財団(NRF)・早稲田大学比較法

研究所

報告者

  金  炯枓 韓国大法院司法政策研究院主席研究委員 

杉本 和士 招聘研究員、千葉大学大学院専門法務研究科准教授

中島 弘雅 慶応義塾大学法務研究科教授

通 訳

金 炳学 招聘研究員、福島大学行政政策学類准教授

崔 廷任 早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程

企画責任者 内田 義厚 研究所員、早稲田大学大学院法務研究科教授

2 月 25 日

研究中間報告会「あるべき原子力損害賠償制度とは？」

主 催 コーネル大学マリオ・エイナウディ国際学センター

コーネル大学メリディアン 180 共同プロジェクト

早稲田大学東日本大震災復興支援法務プロジェクト

共 催 早稲田大学比較法研究所

報告者他

★宮崎 広和 コーネル大学教授

アナリース・ライルズ コーネル大学教授

★葦名 ゆき 弁護士

須網 隆夫 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

★高橋 五月 法政大学准教授

企画責任者 須網 隆夫 研究所員、早稲田大学大学院法務研究科教授

3 月 5 日

研究会「複合的関係・リスクと不法行為」

主 催 科学研究費助成事業「不法行為法の領域分化と制度論的・立法

論的研究」（研究代表者：瀬川 信久研究所員）

共 催 早稲田大学比較法研究所

報告者

大塚 直 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

山口 斉昭 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

後藤 巻則 研究所員、早稲田大学大学院法務研究科教授

瀬川 信久 研究所員、早稲田大学大学院法務研究科教授

企画責任者 大塚 直 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

3 月 18 日

「コーポレートガバナンス・コードと会社法制－コードの比較法的検討と会

社法への熱意を巡って－」

主 催 早稲田大学比較法研究所

共 催 早稲田大学産業経営研究所

早稲田大学先端社会科学研究所

早稲田大学≪企業法制と法創造≫総合研究所

報告者

川島 いづみ 研究所員、早稲田大学社会科学総合学術院教授

正井 章筰 早稲田大学名誉教授、常葉大学法学部教授

石川 真衣 早稲田大学法学学術院助手

若林 泰伸 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

渡辺 宏之 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

尾崎 安央 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ

★広田 真一 早稲田大学商学学術院教授

上村 達男 研究所員、早稲田大学法学学術院教授
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企画責任者 若林 泰伸 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

3 月 20 日

「児童福祉と司法の間の子の福祉（児童虐待対応における児童福祉と司法の

連携を考える）」

主 催 早稲田大学法学部（寄付講座）

共 催 早稲田大学比較法研究所

報告者

★ヨハネス・ミュンダー ベルリン工科大学教授

バルバラ･ザイデンシュトゥッカー レーゲンスブルグ単科大学教授

★吉田 恒雄 児童虐待防止全国ネットワーク理事長、駿河台大学教授・

学長

企画責任者 岩志 和一郎 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

3 月 21 日

「共同不法行為論と市場占有率責任」

主 催 科学研究費助成事業「不法行為法の領域分化と制度論的・立法

論的研究」（研究代表者：瀬川 信久研究所員）

共 催 早稲田大学比較法研究所

報告者

アレン・ロストロン ミズーリー大学カンサスシティ校ロースクール教

授

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 瀬川 信久 研究所員、早稲田大学大学院法務研究科教授

大塚 直 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

企画責任者 大塚 直 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

（２）中国社会科学院との協定締結および学術交流

法学学術院と中国社会科学院（CASS）法学研究所との間で 2016 年 3月に締結した学術交流協定に

基づき、2016 年 10 月に中村所長が中国社会科学院主催の CASS フォーラム（“Legal Reform and

Development of the Rule of Law: from the Perspective of the Comparison between China and other

Countries”）に出席し日本法に関する報告を行うとともに、莫纪宏副院長および谢增毅教授と面会

し、2017 年 9月に中国社会科学院で開催する共同シンポジウムのテーマについて打ち合わせを行っ

た。その結果、「民事法の解釈適用と憲法原則－中国民法典編纂に向けた日中交流－」をテーマとす

ることに合意した。これを受けて、2016 年度後半より比較法研究所において報告者を選定し、外部

資金の申請を含め、準備を開始した。

（３）Web サイトによる英文情報の発信

比較法研究所 Web サイト「日本法トピックス」において、日本法情報を英文で発信し、うち 1 本は

研究所員と博士後期課程院生との共著による原稿であった。また、2016 年度より「比研オンライン・

ジャーナル」と「比研オンライン・フォーラム」を随時配信することとし、「比研オンライン・フォ

ーラム」を５回配信した。

外国人研究者への英文ニューズレターを年９回配信した。

（４）外部資金申請

2017 年 9月に北京で開催する日中共同シンポジウム「民事法の解釈適用と憲法原則－中国民法典

編纂に向けた日中交流－」に対する国際交流助成として、2016 年 11 月に野村財団に国際交流助成（研

究者海外派遣）の申請を行ったが不採択であった。
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２．２０１７年度計画

（法学部）

（１）法学部将来構想委員会最終報告書を踏まえ、カリキュラム検討委員会等で審議を重ねながら、

「Waseda Vision 150 先端比較法教育システム」の中でも少人数教育強化・体系的履修促進に寄与す

るもので、2018 年度実施可能な改革案を優先的に策定する。

（２）Waseda Vision150 教育システムによる教員枠が認められた場合には、英語による専門教育科目

の増設、体系化をさらに進める。

（３）ハワイ大学ロースクール短期留学プログラムの単位化をはじめ、国際交流推進委員会により留

学促進策を具体化する。

（４）附属系属校、高大連携校を中心に、高等学校での法学教育、語学教育（独・仏語）の重要性、

さらには早稲田法学の新たな理念を提示するために、語学教養教員との連携、高校教員との連携を図

りながら、学部説明会や従来型の模擬講義とは異なる戦略的な模擬講義を拡充していく。

（５）法曹のロールモデルを示して学生に法曹への関心を喚起するオムニバス講義（「法曹の仕事を知

る」）を引き続き展開する一方、高校生にも開放する。また、法曹以外を目指す学生に対するキャリア

教育についても検討する。

（６）法律学習相談室による学習支援体制の充実とともに、高度授業 TA を導入し、教育効果のさらな

る向上に取り組む。

（７）カリキュラムと同期をとった新思考入試の活用や国による高大接続改革への対応など見据えな

がら、入試改革の検討を行う。

（８）志願者数の増加を図るため、広報戦略の検討・実施を強化する。

（法学研究科）

（１）先端法学専攻（現代アジア・リージョン法 LL.M.コース、知的財産法 LL.M.コース）の文部科学

省届出設置と学生募集を進める。届出や在留ビザとの関係等から、初年度は 10月出願、11月選考とす

るが、次年度以降の出願・選考時期については改めて検討する。

（２）先端法学専攻を除く既存の修士、博士後期においても、教務委員会・入試委員会合同会を設置

し、多様な学生の受け入れ、入試制度、MD一貫制の評価、論文指導体制、科目・カリキュラム、広報

戦略など、改革に向けた議論を行うとともに、制度変更を伴わずに実現可能な改善については適宜進

めることとし、大学教員のみならず広い意味での法学研究者を念頭において入学者の裾野を広げるた

めに、自己推薦入試の複数回募集、進学説明会の開催数増加など早急に実施する。

（３）LL.M.プログラムの開設準備を進める一環として、北京、上海、ヨーロッパ等の大学と学術的・
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教育的な連携のあり方について具体的な協議を行う。

（法務研究科）

（１）加算プログラムの申請と実施

文部科学省の「法科大学院公的支援見直し強化・加算プログラム」について、「『挑戦する法曹』育

成・特別コースの設置」「特進コースによる法曹養成プログラム」「『未修者教育』システムの改革プロ

グラム」「重層的な国際化対応プログラムの実施」「女性法曹輩出促進プロジェクトの創設」「地域の大

学と連携した地域法曹育成プログラム」の６つのプログラムに取り組み、2018 年度以降も全国の法科

大学院中トップの評価を受けることができるよう取り組んでいく。

（２）学術院将来計画の策定と実施検討

「Waseda Vision 150」実現のための法学学術院の新しい将来計画の進捗状況に沿って、法学研究科

とのコードシェア制度の導入などの実施のためのさらなる準備・検討を行う。また、法科大学院をめ

ぐっては、現在の課題として法学部・法学研究科と法務研究科の連携等が議論されており、それらを

踏まえた将来計画の策定と実施検討を準備していく。昨年から実施した法務教育研究センターを中心

としたリカレント教育プログラムも改善しながら、実施する。

（３）臨床法学教育の充実

臨床法学教育の充実と質の向上を図るため、弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックや弁護士

法人早稲田リーガルコモンズ法律事務所と引き続き連携していく。特に、学生定員減に伴う 2018 年度

からのクリニック改編を準備し、弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニックと連携しながら、現在

のクリニック体制の変革をめざす。また、2017 年度から本格実施したコース制の臨床法学教育、未修

者実務教育及び修了生継続実務教育をより充実させるため、連携法律事務所及び実務家専任教員と協

議しながら、その改善とさらなる展開をめざす。

（４）広報活動の推進

多様な媒体や機会を利用した広報宣伝活動を積極的・戦略的に展開していく。

紙媒体としては、既に作成・配布されてきた５種類の「WLS パンフレットシリーズ」に加え、新たに「ロ

ースクールに行こう！」の＜裁判官・検察官志望者編＞を作成・配布する予定である。また、全国各

地に赴き、学部生向けの進学説明会等を開催し、とくに学部 3 年次生入学を促進する。

（５）法務教育研究センターの強化

当年度に開講した「法務リカレント講座」と「法律基礎講座」の受講者数の増加を図っていくため、

効率的な広報宣伝活動を検討・展開していく。また、講演会、セミナーの開催も実施し、さらに、当

センターおよび法務研究科の紀要『早稲田大学法務研究論叢』第２号を含め、継続的に刊行する。

（比較法研究所）

（１）Law and Sustainability 学の推進（中期の全所的研究教育活動）

前年度までの全所的研究プロジェクト「持続可能社会への転換期における法と法律学の役割-アジ
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ア・リージョナル法を展望して」をさらに発展させるために、2017 年度より 2020 年度までの 4 カ年を

見通した全所的研究プロジェクト「Law and Sustainability 学の推進」を開始する。

これは人類と地球の存続そのものが脅かされる（sustainable ではないと認識される）にいたった現

在、そのような結末になることを促進または少なくとも黙認してきた近代法について、それを批判的

に検証することを共通の課題とし、その共通課題を念頭においた共同研究グループを、個別具体的な

問題事象ごとに設けてすすめる研究プロジェクトである。個々の共同研究グループを３部門に大別し

て実証的知見を収集整理し、それを理論部門へ注入する。ひるがえって理論部門は各共同研究グルー

プへ理論的な分析視座を還流させる。このようにしてプロジェクト全体として、地球や人類の持続可

能性を脅かす具体的な事象における近代法の功罪と改革案を批判的に実証的に研究し、かつ理論化し

て学問体系化することをめざす。

この全所的研究プロジェクトは、現代の喫緊の課題に正面から取り組みつつ、近代法の批判的検証

に及ぶ、新領域の学問創成と呼ぶに値する野心的なプロジェクトである。

①国内の歪み部門：国内社会の sustainability を脅かす問題事象に主として着目し、その問題を

改善するために近代法を批判しつつ改革策を考えるグループ群（越境的に広がる問題事象にも

研究は及びうる）

②越境的歪み部門：国境をこえて広がる sustainability を脅かす問題事象に主として着目し、そ

の問題を改善するために近代法を批判しつつ改革策を考えるグループ群（国内の関連問題事象

にも研究は及びうる）

③Law and Sustainability 法理論部門：上記①②に加え、法哲学や法思想や法制史の観点から、

各グループの成果を分析し、各グループの分析・考察の方向を調え、グルーブ間の関係を付け

て全体の統率を図るグループ

2017 年度は①と②に分かれて研究を行い、2018 年度には③も加えて中間成果を取りまとめることを

目指す。また、研究成果は、学部、大学院（LL.M を含む）の教育に随時還元する。（2018 年度は比較

法研究所の創立 60周年にあたるため、中間成果を 60 周年記念のシンポジウムにおいて公表すること

も予定している。）

なお、この全所的研究活動には、大学院博士後期課程等の学生も参加を認め、共同研究の実践を通
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した研究と教育にも取り組む。

（２）単年度テーマ・セミナーの開始（短期の全所的研究教育活動）

2017 年度より、年度ごとにテーマを設定し、その下でとくに学部学生を主たる聴衆として想定した、

公開の連続講演会を開催することにした（「テーマ・セミナー」）。2017 年度は、日本とデンマークの外

交関係樹立 150 周年に当たるため、「北欧法の魅力」をテーマとした一連の比較法セミナーを開催する。

まず 9月 27 日にフレディ・スヴェイネ駐日デンマーク大使を招いた講演会「北欧法の魅力（仮題）」

を皮切りに、具体的な法的問題についての連続公開講演会を開催することを予定している。

（３）比研の研究活動の学際化と教育還元の推進

比研ではこれまで法学中心の研究活動を行ってきた。これを維持しつつ、2017 年度より、(a)研究

活動の学際化、(b)研究活動の教育への還元、の２つの要素も加味して活動をいっそう展開する。

(a)の例として、フランス現代思想の研究者を招き、フランス現代政治思想と法学の対話を行う公開

講演会をすでに開催した。今後も随時実施する予定である。

(b)の例として、公開講演会に多くの学部学生、大学院生等の参加を促す広報活動を行う一方で、本

学の大学院法学研究科博士後期課程に在籍する学生、博士後期課程を退学し博士学位の取得を目指し

ている者および大学院法務研究科修了者ならびにこれらに準ずる者に比研の研究活動に深く関与して

もらうため、これらの者に比研の「研究協力員」の資格を付与する方向で規約の改正を検討する。ま

た上述の全所的研究プロジェクト Law and Sustainability 学の推進の各共同研究グループに博士後期

課程の学生等の参加も積極的に認める。

また、2017 年度計画の日本法トピックスは、大学院法学研究科 LLM の講座を念頭に置いて執筆する

ことになっており、研究情報の発信だけでなく、大学院法学研究科における教育への還元という役割

も持たせている。

全所的研究プロジェクト Law and Sustainability 学の下での研究会や公開講演会やシンポジウム、

あるいは単年度テーマ・セミナーの公開講演会、さらにはその他の公開講演会やシンポジウム等を、

学部学生を含めて積極的に広報し、研究成果を随時教育に還元していくことも推進する。

2017 年 5月末現在において開催が決まっているものは、以下のとおりである。

（★は法学以外の専門家）

①Law and Sustainability 学関連

〇シンポジウム
「高齢化社会に対する法の応答」

日 時 2017 年 7 月 7日（金） 9時 30～17 時 00 分

場 所 早稲田大学 8号館 3階大会議室

主 催 早稲田大学法学部

共 催 独日法律家協会、ベルリン日独センター、

フリードリヒ・エーベルト財団、早稲田大学比較法研究所

協 賛 ドイツ連邦共和国司法・消費者保護省

第１部 世代間公正を確立するために法が果たし得る役割

報告者 宇佐美 誠 京都大学教授

ライナー・シュレーゲル ドイツ連邦社会裁判所所長・教授

司 会 楜澤 能生 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

第２部 高齢化社会と社会保障制度

報告者 福島 豪 関西大学准教授
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ライムンド・ヴァルターマン ボン大学教授

司 会★土田 武史 早稲田大学名誉教授

第３部 年齢差別－商取引と労働法における年齢差別の正当化および制約

報告者 カール・リーゼンフーバー ルール大学ボーフム教授

櫻庭 涼子 神戸大学教授

司 会 竹内 寿 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

原発被災地復興シンポジウム vol.4「避難指示解除後の自治体における現状と課題」

日 時 2017 年 7 月 22 日（土） 13：00～18：30

場 所 早稲田大学早稲田キャンパス８号館３階会議室

主 催 早稲田大学比較法研究所

共 催 早稲田大学東日本大震災復興支援法務プロジェクト

報告者 ★福島県浪江町副町長

★福島県富岡町副町長

★福島県楢葉町副町長

★福島県川内村村長（予定）

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 須網 隆夫 研究所員、早稲田大学大学院法務研究科教授

岡田 正則 研究所員、早稲田大学大学院法務研究科教授

司 会 菊池 馨実 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

〇公開講演会

「中国における高齢者法の発展」

日 時 2017 年 5 月 23 日(火) 16:30～18:15

講 師 鄒 密密 香港中文大学助理教授

世話人 岩志 和一郎 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

②単年度テーマ・セミナー関連

〇公開講演会

「北欧法の魅力（仮題）」

日 時 2017 年 9 月 27 日(水) 16:30～18:00

講 師 ★フレディ・スヴェイネ駐日デンマーク大使

世話人 松澤 伸 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

③比研活動の学際化関連

〇公開講演会
「ヨーロッパの難民とテロをめぐる言説と法―精神分析と法との対話」

日 時 2017 年 5 月 17 日(水) 16:30～18:00

主 催 EU 法最新動向研究会（比較法研究所共同研究プロジェクト）

共 催 早稲田大学比較法研究所

講 師 ★守中 高明 早稲田大学法学学術院教授

④法学中心の伝統的活動

〇シンポジウム

「法の支配とアメリカ大統領―トランプ政権とアメリカ法の改変―」

日 時 2017 年 5 月 27 日(土) 13:00～17:00

場 所 早稲田大学８号館３階大会議室

主 催 早稲田大学比較法研究所、

アメリカ最高裁判所研究会（比較法研究所共同研究プロジェクト）

共 催 アメリカ法判例研究会

報告者 宮川 成雄 研究所員、早稲田大学法務研究科教授

秋葉 丈志 国際教養大学准教授

吉田 仁美 招聘研究員、関東学院大学法学部教授
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小竹 聡 拓殖大学政経学部教授

紙谷 雅子 学習院大学法学部教授

ｺﾒﾝﾃｰﾀｰ 会沢 恒 北海道大学法学研究科教授

安部 圭介 成蹊大学法学部教授

中村 民雄 研究所員、早稲田大学法学学術院教授、

原口 佳誠 招聘研究員、関東学院大学法学部専任講師

〇公開講演会

「The Copyright Proposal for a Digital Single Market in the EU – Chances and Problems?」

日 時 2017 年 4 月 26 日(木) 18:00～19:30

講 師 セヴリーヌ・デュソリエ パリ政治学院教授

世話人 ラーデマッハ クリストフ 研究所員、早稲田大学法学学術院准教授

「アメリカのロースクール・クリニックの国内的国際的法改革における役割」

日 時 2017 年 5 月 25 日（木）18:00～19:30

講 師 ジェフリー・セルビン カリフォルニア大学バークレー校ロースクール臨床法学教授

ローレル・E・フレッチャー カリフォルニア大学バークレー校ロースクール臨床法学教授

世話人 宮川 成雄 研究所員、早稲田大学大学院法務研究科教授

「中国の刑事司法改革の一断面－争いのない事件における寛容な処理（簡易手続と量刑）」

日 時 2017 年 6 月 30 日（金）16:30～18:30

講 師 李 立豊 吉林大学法学院教授

通 訳 何 琳 早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程

世話人 松澤 伸 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

「ラテン・アメリカの立憲主義:普遍性と特殊性のはざまで」

日 時 2017 年 7 月 18 日(日) 13:00～14:40

講 師 セザール・ランダ ペルー・カトリカ大学教授

通 訳 中村 民雄 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

世話人 中村 民雄 研究所員、早稲田大学法学学術院教授

（４）研究教育活動情報の「見える化」

①比研 Web サイトの充実

「日本法トピックス」、「比研オンライン・ジャーナル」、「比研オンライン・フォーラム」により研

究情報発信を強化する。

②「見える化」による学内外の研究機関との連携強化

共同研究プロジェクトの個別紹介、公開講演会等の成果報告の公表など、比研の具体的な日々の活

動の様子を写真入りで Web サイトやメールマガジンに掲載し、研究と教育に比研が積極的に取り組ん

でいることを、いきいきと伝える工夫を凝らす。

かかる広報を通じて、海外や国内あるいは学内の類似テーマを研究する機関や研究者との新たなネ

ットワークを築く機会を増やす。

③研究教育活動を PDF ファイルの年次活動報告書にまとめ、比研 Web サイトに掲載する。

（５）学術交流の推進

2017 年 9月に、北京において中国社会科学院法学研究所と日中共同シンポジウム（「憲法原則に照ら

した民事法の解釈と適用」(仮題)）を開催する。

また、駐日デンマーク大使などによる、北欧法に関する連続公開講演会を開催する。
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（６）大型科研費の申請

Law and Sustainability 学を実現すべく、大型科研費を申請する研究所員を支援し、研究費の獲得

を目指す。

以 上
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文学学術院

将来構想

2016 年度報告・2017 年度計画
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Waseda Vision 150 文学学術院の将来構想の進捗状況報告

１．２０１６年度報告

１．研究のグローバル化推進

1)文化構想学部の英語学位プログラム「国際日本文化論プログラム」を担当する専任教員 1 名着任（専

任教員 2 名の嘱任決定済み）

2)大学院文学研究科・文学部「中東・イスラーム研究コース」を担当する専任教員 2名の嘱任決定

3)大学院文学研究科「国際日本学コース」を担当する専任教員 1名（海外在住）を嘱任に向けて交渉

4)コロンビア大学教授 2名を訪問教授として継続嘱任

5)UCLA 上級准教授 1 名を訪問准教授として継続嘱任

6)コロンビア大学研究員 1 名を訪問主任研究員として継続嘱任

7) QS 対象分野拡大のための JA教員 3 名の雇用に向けて交渉を開始

8)QS 対象分野拡大のための訪問教員 1 名の嘱任を計画

9)本学教員を UCLA に派遣しての大学院生指導、共同研究、ワークショップの開催

10）コロンビア大学とのダブルディグリー・プログラム運営委員会を開催

11)国際担当副学術院長を新たに設置（2016 年 9月）

２．学生交流

1)UCLA-Waseda リサーチフェローシップ・プログラムによる大学院生 1 名（3 か月以上）の派遣

2)Waseda-UCLA リサーチフェローシップ・プログラムによる大学院生 5 名(１年間 2 名、3か月以内 3

名)受入

3)Waseda-UCLA トラベル・アワードによる大学院生 3 名（3か月以内）の受入

３．研究関連国際イベントの開催

1)本学にて国際シンポジウム「植民地朝鮮における帝国日本の古代史研究」を開催(4 月)

2)本学にてコロンビア大学との国際シンポジウム「文化生産者としての＜作者＞」を開催

(7 月)

3) UCLA にて国際ワークショップ「江戸ワークショップ」を開催(8 月)

4)本学にて国際シンポジウム「雑誌に見る占領期－福島鑄郎コレクションをひらく」を開催 (9 月)

5)本学にて国際シンポジウム「「半島の藝術家たち」と『半島の春』における言語帝国主義と沈黙のア

ポリア」を開催 (10 月)

6)本学にて国際学会「日仏演劇学会＜越境するー翻訳・翻案・異文化交流＞」を開催 (10 月)

7)本学にて国際ワークショップ「人文学の国際化と研究・教育・就職――日本学を事例に」を開催（11

月）

8) バーミンガム大学、本学演劇博物館と連携しての、シェイクスピア没後 400 年関連国際イベントを

本学にて開催。一連の企画中、本学にて講演会と対談「『シェイクスピアの翻訳を考える』－松岡和

子氏とダニエル・ガリモア氏による翻訳の現状と展望」を開催 (12 月)
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9)本学にて国際シンポジウム「人文学の再建とテクストの読み方－津田左右吉をめぐって－」を開催

（2017 年 1 月）

10)本学にて講演会「フランク・ホーレー、人物と業績に関する研究－遺産資料の再照明」を開催(1 月)

11)フランス・INALCO にて国際シンポジウム「源氏物語シンポジウム」を開催 (3 月)

12)コロンビア大学にて国際シンポジウム「Rethinking Authorship in East Asia and Europe 東アジ

アおよびヨーロッパにおける＜作者＞ 再考 Authorship in Japan: History and Practice 日本に

おける＜作者＞ 歴史と実践」を開催 (3 月)

13)UCLA にて国際シンポジウム「Empire of Others」を開催 (3 月)

14)2015 年度に実施した朝河貫一シンポジウムの書籍（『朝河貫一と日欧中世史研究』吉川弘文館）を

刊行 (3 月)

15)2017 年度開催予定の「狂言の夕べ＠LA」公演を中心としたワークショップ等の開催を準備

４．学術院の改革

1)文学研究科「中東・イスラーム研究コース」の入試を実施

2)文化構想学部英語学位プログラムの AO 入試を実施

3) 文学部 中東・イスラーム研究コースの 2018 年度開設に向けて準備

4)大学院文学研究科「国際日本学コース（Global Japanese Literary and Cultural Studies, 略称

Global-J ）」の開設を決定（2018 年 9月）

5)文化構想学部・文学部において英語外部試験（4 技能型）を利用する入試を実施

6)文化構想学部・文学部における選択英語科目の見直しに着手。

7)文化構想学部・文学部で 2017 年度からの「副専攻制度」導入を決定。

５．制度・仕組の創設

1)JA 制度の導入検討

2)2017 年度のクォーター科目開始に向けて準備

６．連携の模索

1)中国の大学（5 大学）との箇所間協定を締結

2)北米および欧州の有力大学と大学院レベルの教育・研究についての連携を協議

７．その他

1)英語学位プログラム準備のための助教（2名）採用

2) 総合人文科学研究センターのWebジャーナルであるRILAS Journal に教員学生からの多数の投稿

があった。文学研究科紀要とともに研究成果の国際的発信の場として機能を果たしている。
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２．２０１７年度計画

１．研究のグローバル化推進

1)文化構想学部の英語学位プログラム「国際日本文化論プログラム」を担当する専任教員２名を嘱任

（2017 年 9 月。専任教員１名は 2016 年 9 月に着任）

2)大学院文学研究科・文学部「中東・イスラーム研究コース」を担当する専任教員 2名を嘱任（2017

年 4 月）

3)大学院文学研究科「国際日本学コース」を担当する専任教員 1名（海外在住）の嘱任に向けて交渉

を継続（2018 年度嘱任予定）

4)コロンビア大学教授 2名を訪問教授として継続嘱任

5)コロンビア大学准教授 1 名を訪問准教授として新規嘱任

6)UCLA 上級准教授 1 名を訪問准教授として継続嘱任

7)南カリフォルニア大学准教授 1 名を訪問准教授として新規嘱任

8) QS 対象分野拡大のための JA教員 3 名の雇用に向けて交渉継続

9)QS 対象分野拡大のための訪問教員 1 名の嘱任を計画

10) 研究・教育のグローバル化推進のため本学術院教員をスタンフォード大学に派遣

11)本学教員を UCLA に派遣しての大学院生指導、共同研究、ワークショップの開催

12）本学術院教員をサマーセッションプログラム視察に派遣（北米および欧州）

２．学生交流

1)UCLA-Waseda リサーチフェローシップ・プログラムによる大学院生 2 名の派遣

2)Waseda-UCLA トラベル・アワードによる大学院生 1 名の受入

3)コロンビア大学とのダブルディグリー・プログラムによる大学院生の派遣、受入

4) 文化構想学部の英語学位プログラム「国際日本文化論プログラム」の JS学生のサマーセッション

プログラムによる短期留学を実施

３．研究関連国際イベントの開催

1) UCLA にて「狂言の夕べ＠LA」公演を中心とした国際ワークショップ等の開催

2)本学でのコロンビア大学教授による講演会の開催

3)本学でのコロンビア大学准教授と本学術院教授による対談形式の講演会の開催

4) 海外有識者、トップ研究者招聘支援による講演会の開催

5)本学での国際ワークショップ「検閲と日本語文学をめぐるワークショップ」開催

6)本学での国際ワークショップ「「日本「文」学史」第 3 回ワークショップ」を開催

7)「国際日本学」研究の、歴史、演劇・映像分野への拡大（国際シンポジウムの開催）

8)UCLA およびコロンビア大学における国際シンポジウムを開催

9)本学にて第 9回東アジア人文学フォーラムを開催
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４．学術院の改革

1)文学研究科「中東・イスラーム研究コース」を開設

2)文化構想学部英語学位プログラム「国際日本文化論プログラム」を開設

3)文学研究科「国際日本学コース」の入試を実施

4)文化構想学部・文学部で「副専攻制度」を導入

5)文化構想学部・文学部で、一部科目でクォーター制度を導入

6)文化構想学部・文学部における外国語科目改革を検討

7)文化構想学部・文学部における選択英語科目の見直しを検討

8)大学院改革に向けて検討を開始

５．制度・仕組の創設

1)JA 制度の導入に向けて準備

６．連携の模索

1)北米および欧州の大学と連携しての大型共同プロジェクトへの応募を検討

2）JSPS の大型科研費に応募（イギリスとの連携）

７．その他

以 上
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教育・総合科学学術院

将来構想

2016 年度報告・2017 年度計画
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Waseda Vision 150 教育・総合科学学術院の将来構想の進捗状況報告

１．２０１６年度報告

Ａ．学術院、学部および大学院の将来像の構築

教育・総合科学学術院内設置の学術院計画委員会を中心として、学科・専修の再編および新しい教育

プログラム構築、専任教員人事計画について検討を進めた。また、入試検討委員会を核とし、入試制度

改革の早期実現を視野に入れた検討を行った。

（１）学科・専修の再編

学部再編を最終的なイメージとしているが、まずは学科・専修の再編に着手すべく、理学科およ

び社会科の改革を中心に議論を進めてきた。このうち社会科については 2022 年実施予定の高等学校教

育課程における必修科目「公共」の新設に対応した教員養成課程をも視野に入れ、2018 年 4 月より「社

会科学専修」から「公共市民学専修」へと名称変更を行うと同時にカリキュラムを再編し、他の高等教

育機関に先駆けて市民的資質を育成する教育プログラムを導入・促進することを決定した。

（２）新たな教育プログラムの構築

領域横断教育プログラム（仮称）の実施へ向け、その第一歩として外国語関連プログラム全体を検討

する WG を設置し、プログラムの具体的な検討を推し進めることとなった。

（３）専任教員人事計画

すでに決定済みの人事計画に基づいた新規嘱任人事を着実に実行するとともに、人事小委員会での審

議に基づく学術院計画委員会からの答申（学術院長宛）を受け、教授会の議を経て、新たに 2018 年度

および 2019 年度の人事計画を策定した。

（４）学部入試制度改革

現行入試制度の評価・検証を行うとともに、新たな入試制度導入に向けた検討を重ね、今後の方向性

を決定した。

Ｂ．大学院組織の再編

大学院教育学研究科および大学院教職研究科は 2017 年 4 月をもって大学院組織統合（専門職大学院

である教職研究科を教育学研究科の一専攻として発展的に統合）をするにあたり、文部科学省に対し、

統合後の大学院教育学研究科高度教職実践専攻としての設置の届出を行い、設置認可および同専攻にお

ける専修免許の課程認定をうけた。

また、2017 年度の統合を前に、教職研究科としては 2008 年の設立以来二回目となる認証評価（5 年

毎）において、一般社団法人教員養成評価機構より「適合」の認定を受けた。

Ｃ．「教職支援センター」運営体制の充実

教員養成推進組織として教職支援センターを開設（2016 年 4 月）し、①カリキュラム運営、②実習

等連携推進、③キャリア支援の 3 部門に大別される同センターの業務が本格稼働した。全国的な組織で

ある各都道府県の稲門教育会との連携を深めるとともに、キャリア支援部門管轄となる教員就職指導室
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を中心とした教員就職支援についても、現役学生および卒業生を含めた相談件数は当初の想定を大幅に

超えるなど、発足初年度から順調な事業展開を行った。

D．その他

（１）採択最終年度となった文部科学省の「発達障害の可能性のある児童生徒に対する早期支援・教

職員の専門性向上事業（発達障害に関する教職員養成プログラム開発事業）」（2014 年度から 3 年間）

を実施し高い評価を得るとともに、事業の総括を行い継続性をもった新たな展開を模索した。

（２）学術院内の国際交流委員会が中心となり、箇所間協定を締結している北京師範大学（中国）、

高麗大学校（韓国）、ロンドン大学教育研究所（英国）の４大学による国際交流プログラムを幹事校と

して主宰し学術交流事業を促進した。
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２．２０１７年度計画

Ａ．学術院、学部および大学院の将来像の構築

引き続き、学科・専修の再編、新規教育プログラムの構築、専任教員人事計画、入試制度改革につい

て、それぞれ学術院計画委員会、入試検討委員会を中心として検討をすすめていく。

（１）学科・専修の再編

理学科の改革においては、生物学専修および地球科学専修が最先端の研究拠点であることを学内外に

向けてより強く発信しながら、併せて理科教員養成プログラムの一層の充実を図る。

（２）新たな教育プログラムの構築

まずは 2016 年度に立ち上げた WG（外国語関連プログラム）にてプログラム実施に向けた具体的な

検討をすすめていくことになるが、引き続き、学科横断型の教職関連プログラムや日本語教育プログラ

ムの設計等を含め、領域横断教育プログラム（仮称）としての展開の加速化を図っていく。

（３）専任教員人事計画

学術院計画委員会からの答申を経た後、本学術院教授会として正式決定した専任教員人事計画（助

教・助手含む）について、着実に履行していく。

（４）学部入試制度改革

2018 年度入試（2018 年 4 月入学者選抜）をもって「自己推薦入試」を廃止し、2019 年度入試（2019

年 4 月入学者選抜）より新たに「指定校入試」の導入を正式決定した。引き続き多様な価値観を持つ学

生の獲得を目指すとともに、より地域的多様性を重視した制度設計をすすめていく。

Ｂ．大学院における研究機能高度化のための施策

教員養成に特化した大学院教職研究科（専門職大学院）は 2017 年度より大学院教育学研究科高度教

職実践専攻として発展的に改組した。新たな枠組みの中でカリキュラムの有機的連動をはかることによ

り、実践力に加え教科内容面においても強い指導力をもった人材の輩出を目指す。また 2017 年度に設

立 10 年目を迎えるにあたり、これまでの歩みを総括するとともに今後の新たな未来像を打ち出すべく

10 周年記念事業を展開する。

Ｃ．「教職支援センター」における運営体制の充実

教育職員免許法の施行に伴う同報施行規則の改正等により、既に認定を受けている学部・大学院につ

いて、2017 年度末まで教職課程再課程認定を申請し、2018 年度中に教職課程認定を受ける。

また、本センター設置の大きな目的である「教育」に通じた地域と早稲田大学との循環システムの実

現を図るべく、地区稲門教育会の発足や運営に関する支援を推進し、より一層の連携強化を図る。

Ｄ．その他

学術院としての将来構想を具現化していくため、早稲田キャンパスにおける新たな教育・研究の拠点

施設について、大学本部に対し具体的な検討を強く要請していく。

以 上
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学術院計画委員会 教育・総合科学学術院 組織図案（2016年7月5日現在）
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商学学術院

将来構想

2016 年度報告・2017 年度計画
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2017 年 6月

商学学術院 将来構想の進捗状況報告（2016年度実績）

１．商学部

(1)⼊試制度改⾰

①帰国⽣・外国学⽣⼊試制度の⾒直し

「外部試験の活⽤」と「商学に求められる能⼒」の視点で試験科⽬の⾒直しを⾏い、2014年12月より周知を開始

していたが、2017年度帰国⽣・外国学⽣共通試験より実際に試験科⽬の変更を実施した。

②「新思考入学試験（地域連携型）」の検討

2018年度⼊学者より、グローバルな視野と⾼い志を持って、社会的・⽂化的・学術的に地域へ貢献する⼈材を育

成・輩出することを目的として、「新思考入学試験（地域連携型）」を導入することを決定し、またその具体的な制

度を設計した。

(2)基礎学⼒強化と教育の質保証

①新カリキュラムにおける学⽣の履修⾏動を分析し、卒業要件や科⽬区分の⾒直しや、⼊学定員を踏まえた適切

な外国語科目のクラス数について、カリキュラム委員会を中心に検討を開始した。また、英語科目における客観的到

達目標を検討し、現在、学⽣への適切な周知⽅法を調整中である。

②教員基礎数を踏まえ、向こう 5年程度を⾒据えた専任教員⼈事に関する基本⽅針を策定し、計 5 名（2017

年度・2018年度着任）の専任教員を採⽤した。また教育⼒・研究⼒の向上を図るため、ジョイントアポイントメント

および訪問教員制度により、海外から 3名の教員の招聘を決定した。

(3)学⽣の異⽂化体験促進

①新たに浙江大学（中国）、ゲーテ大学（ドイツ）、トゥールーズビジネススクール、トゥールーズ第 3 ポール・サバテ

ィエ大学（以上フランス）の 4校と、新規に学生交流協定（箇所間協定）を締結した。

②新ABSプログラム（上海交通大学・香港中文大学との3校間留学プログラム）の第⼀期⽣について、全学部に

⾨⼾を広げた募集活動を⾏い、他学部⽣を含めて 6 名の参加を決定した。

③他学部と相互に連携し、外国語による専門科目等 16科目を相互開放科目として、継続的に設置した。

(４)研究⼒強化

教育⼒・研究⼒の向上を図るため、ジョイントアポイントメントおよび訪問教員制度により、2017 年度着任の 3名の

教員を海外から招聘することを決定した。

＜201７年度海外招聘教員＞

ジョイントアポイントメント

佐山弘樹氏（ニューヨーク州⽴⼤学ビンガムトン校生物工学科・システム科学産業工学科准教授）

訪問教員

好川 透氏（シンガポール経営大学ビジネススクール 教授）

フー・ピンピン氏（Nottingham University Business School, China, Professor）
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２．商学研究科商学専攻

(1)「学部・修士 5年⼀貫修了制度」（修⼠課程早期修了制度）の学⽣募集

本制度導⼊から 2年が経過し、2017 年 4月には 8名が本制度適⽤者として⼊学したことから、安定的な優秀

学生の確保に寄与しているといえる。また、2017 年 3 月には本制度適⽤者 12 名が修了し、そのうち 1 名は総

代に選ばれた。

QTEM（Quantitative Techniques for Economics and Management）Masters Network について

は、修士課程から 2 名の候補者を選出予定である（2017 年秋学期派遣予定）。説明会等の広報活動の結

果、本制度が学部・研究科内に浸透してきたといえる。

(2)⼊試改⾰、カリキュラム改⾰の実⾏と効果検証

①入試改革

2016年度実施⼊試より、すべての⼊試において外国学⽣⼊試・⼀般⼊試を統合し、より志願者にわかりやす

い形態で入試を実施することができた。加えて、2016年度より中国国家⾼⽔準⼤学公費派遣制度に参加し、

質の高い志願者の確保に努めている。

また、本研究科のポスターを作成・各大学に配付、商学部保証人を対象としたチラシを会計研究科と合同で作

成・発送するなど、広報活動も⼒を⼊れて取り組んだ。

②カリキュラム改革

2014年度より導⼊した修⼠課程の新カリキュラムは、コア科⽬導⼊による基礎知識の定着や、修⼠論⽂作成

に向けた研究⽅法・専⾨知識の会得をねらいとしたものである。カリキュラム委員会にて学⽣の履修傾向および成

績分布等を共有し、今後のカリキュラムの在り⽅に向けた討論を⾏った。

３．会計研究科

(1)カリキュラム改革

クォーター科⽬を拡⼤し、基礎科⽬群の⾒直しを⾏った。またアクチュアリー関連科目についても Vision150 実

現のための支援策により 2018 年度より 1 名の教員増が承認された。提携講座についても計 11 講座を開講し

維持に努めた。

(2)キャリア支援の充実・連携強化

公認会計士試験支援（直前答練講座など）を実施するとともに、年間のキャリア⽀援計画に則り、キャリアの

意識づけ、就職活動⽀援などのキャリア⽀援を実施した。

(3) ⼊試制度改⾰

特別選抜⼊試を創設するとともに既存⼊試の機会拡⼤・要件緩和を⾏った。

(4)その他

積極的な学⽣募集活動を⾏い⼊学者増加を実現した。また⽶国管理会計⼈協会（IMA）との提携を締

結した。

４．経営管理研究科・商学研究科ビジネス専攻・ファイナンス研究科

(1)国際認証の受審対応

・米国系国際認証AACSB受審において、初回の iSER レポート（イニシャル・セルフ・エバルエーション・レポート
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／第一次自己評価書）に対するディシジョンレターでは、AOL(Assurance of Learning／学習の質保証)が

指摘事項から外れるなど、⼀定の改善努⼒について認められた。残る指摘事項（SA(Scholarly

Academics)教員⽐率など）については、引き続き改善努⼒を継続する。

・欧州系国際認証EQUIS受審においては、2017年 3月に資格申請が受理・承認され、2年間の認証プロセ

スに入った。

(2)グローバル化への対応

・海外開講授業はシンガポール 2科目と米国（サンフランシスコ&サンディエゴ）1科目の計 3科目を実施した

（参加者：合計 71名）

・英オックスフォード大学サイード・ビジネススクールとの連携科目である「GOTO ワークショップ」を春学期・秋学期

にそれぞれ開講した（受講者：合計 33名）

・海外招聘教員の授業を 2科目実施した。本授業は 2015 年度より実施しているが、受講者数も安定しており、

学⽣授業アンケートも総じて⾼評価で、学⽣満⾜度に貢献している。

＜2016年度海外招聘教員＞

小田部 正明氏（テンプル大学フォックスビジネススクール教授）

山脇 秀樹氏（クレアモント大学院大学ピーター・ドラッカー経営大学院教授）

(3) ⼊試制度・カリキュラムの適切な運営

・経営管理研究科としての⼊試は 2回⽬を迎え、これまでの出願状況を踏まえて、⼊試制度の検証を⾏った。

・経営管理研究科の設⽴ 1年⽬であり、新しいカリキュラムをはじめ各種制度の運⽤が開始したが、円滑に運営

されている。

・日本橋キャンパスに設置されたファイナンス系情報環境の早稲⽥キャンパス移管を完了し、経営管理研究科の

グローバルな教育研究を支える情報環境を構築した。

・経営管理研究科の学⽣がファイナンス研究科設置科⽬を柔軟に履修できるよう履修ルールの⾒直しを⾏った。

・ファイナンス研究科在学⽣が円滑に修了できるよう設置科⽬の調整を⾏った。

５．商学学術院総合研究所

５－１．産業経営研究所

(1)研究分科会、リサーチ・プロジェクト

2016 年度は 14の研究分科会を設置して、それぞれの専⾨領域から研究課題への多⾯的なアプローチを試み

た。

さらに、2 つのリサーチ・プロジェクトに対して助成を⾏い、研究活動を促進した。

(2)講演会、フォーラム

「産研講演会」を 18回開催し、およそ700名の聴講者があった。5月には「1990年代の主要な企業不祥事と

財務諸表監査―教訓と今日的意味」というテーマで第24回産研アカデミック・フォーラムを開催し、2月には「グロー

バルビジネスを創造する技術、そしてデザイン」というテーマで第 42 回産研フォーラムを開催した。
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(3)受託研究、受託研修

①みずほ情報総研株式会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ

「ダイバーシティ＆インクルージョンインデックス構築の研究」

②株式会社日水コン

「水道広域化推進への新たな経営モデルの構築」

③三菱ＵＦＪ信託銀⾏株式会社

「企業の社会的責任と役員報酬に関する研究」

④公益社団法人リース事業協会

「⽇⽶欧におけるリース取引の利⽤実態についての研究」

(4)研究成果の刊⾏

①『第 24 回 産研アカデミック・フォーラム』報告書

②『ワーキングペーパー』：3刊発⾏

５－２．WBS研究センター

(1)研究部会・研究交流事業

①2016年度は４本の研究部会と５本の研究交流事業を実施した。

(2)受託研究

①みずほ証券株式会社との受託研究「新しい企業財務戦略と⾦融機関の役割」（研究代表者：岩村 充 教

授）を継続して⾏った。

(3)研究成果の刊⾏

早稲田国際経営研究（紀要）第 48号を発⾏した。

(4)ノンディグリー・プログラム

社会人教育の強化を具現すべく、2016 年度は以下のプログラムなどを実施した。

（全 38 プログラム、受講者数 2515名）

① グローバル展開企業の経営トップ層等の育成のための教育プログラムの発展

A) トップマネジメント研修

B) EMBA Essence

C) エグゼクティブプログラム

D) 早稲田グローバルビジネスリーダー育成（WGBL）プログラム 他

② ビジネス環境の変化に対応したグローバルな企業経営研修の発展

A) WBS ネクスト・リーダー・プログラム

B) 早稲田次世代国際幹部養成研修（WNLP）他
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③ 海外大学との連携による企業研修の実施

A) NUS EMBA Japan Module

B) 北京⼤学 EMBA Japan Module

C) 香港科技大学 EMBA Japan Module

６．ファイナンス研究センター

(1)先端的ファイナンス研究拠点の形成

①研究プロジェクトの実施と成果

2016 年度は 12本の研究プロジェクトを実施し、3 本のワーキングペーパーを公表した。

②共同研究プロジェクト

The Volkswagen Foundation からの助成⾦で開始した共同研究「Quantitative Easing and Financial

(In)stability」（提携担当者：宇野 淳教授）を継続して⾏った。（外部機関：Research Center

SAFE,House of Finance, Goethe University、University of Cape Town、New York University、

Xiamen University）グローバルな⾦融危機発⽣に伴い、各国の中央銀⾏が市場介⼊等の緊急政策を実施し

ているが、⽇本でも⽇銀による量的緩和と国債・株式・不動産関連証券の買い⼊りが⼤規模に⾏われている。欧

⽶の中央銀⾏による介⼊が国債市場や⾦融機関に対する資⾦供給を中⼼とするものであるのに対して、⽇銀の政

策は株式などにも対象資産を広げているところに特徴がみられる。こうした政策の違いが及ぼす影響を実証的に検

証するのが、早稲田大学のユニットが関係するプロジェクトである。

(2)ノンディグリー・プログラム

ビジネス情報アカデミーで実施した社会人向けノンディグリー・プログラムの参加者は、2016 年度は約 1,300 名で

あった。

①オープンプログラム

1. ファンドマネジメント講座

2. インベストメントバンキング講座

3. 家族信託の最新動向 特別講座

4. 産学連携OFF-JT 研修プログラム（共催 経済産業省）

5. ＩＴ経営革新・実践講座

②カスタマイズドプログラム

企業研修（3社）

以上
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2017 年 6月

商学学術院 将来構想の進捗状況報告（2017年度計画）

１．商学部

(1)⼊試制度改⾰

①既存⼊試制度の定員の⾒直し

②新たな⼊試制度の検討

(2)基礎学⼒強化と教育の質保証

①新カリキュラムの継続的な検証と問題点の検討

②教員基礎数を踏まえた専任教員人事の検討

③⽂部科学省「グローバルアントレプレナー育成促進事業（EDGE-NEXT）プログラム」申請と連動した「起業家

実習プログラム（アントレプレナー・インターン・プログラム）」の開発・準備

(3)学⽣の異⽂化体験促進

①箇所間協定校の拡充

②他学部と連携した相互開放科目の継続と強化

(4)研究発信⼒の強化

①研究発信⼒が⾼い専任教員の採⽤

②訪問教員等の活⽤による、学術交流の活性化

③商学研究科、産業経営研究所と連携した海外研究者の招聘およびセミナー開催

２．商学研究科商学専攻

(1)「学部・修士 5年⼀貫修了制度」（修⼠課程早期修了制度）の学⽣募集

多くの優秀な学⽣を修⼠課程に受け⼊れるべく、学部と連携して引き続き本制度のプロモーションに注⼒する。

また、QTEM（Quantitative Techniques for Economics and Management）Masters Network に

ついて、商学部在学中の進学希望者に対して説明会等での周知活動を継続し、制度の浸透と内部進学者の確

保に努める。

(2)⼊試改⾰、カリキュラム改⾰の実⾏と効果検証

4年⽬を迎える⼊試改⾰、カリキュラム改⾰を今年度も引き続き円滑に運営し、改⾰効果の検証を⾏う。

３．会計研究科

以下の取組を予定（一部は既に実施）している。

(1)カリキュラム改革

・クォーター科目の拡大

・科目数の削減

・アクチュアリー関連科目の増強・体系化（2018年度からの Vision150 教員増に伴う対応含む）

・提携講座の拡充

(2)教育の質の改善
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・教育内容・方法等の改善

(3)キャリア支援の充実・連携強化

・公認会計士試験支援

・会計専⾨職というキャリアの意識づけ（キャリア講演会、公認会計⼠制度説明会、等）

(4)⼊試制度改⾰

・新規⼊試制度の創設

・既存入試の機会拡大・要件緩和

(5)その他

・学生リクルート体制の強化

・英語関連資格の取得支援

・スチューデント・ジョブの活用

４．経営管理研究科・商学研究科ビジネス専攻・ファイナンス研究科

(1)国際認証の受審対応

・(米AACSB)本審査査察団を2019年に受け⼊れることを前提として、残る指摘事項（SA教員⽐率向上な

ど）について、iSERレポート（イニシャル・セルフ・エバルエーション・レポート／第一次自己評価書）に記載した計

画に従って改善を進める。また、昨年度より始まった MSc in Finance の AOL(Assurance of Learning／授

業の質保証)活動において、⼀年間の振り返りを実施すると共に、2017 年度に向けて改善を図る。

・(欧州EQUIS)資格申請が受理・承認され、2018年10月に本審査査察団を受け入れることが決定したため、

審査要件のひとつである自己評価書作成に取り掛かる。また、査察団受入に伴う研究科内の体制を整える。

(2)グローバル化への対応

・既存の協定校ネットワークを積極的に活⽤し、また戦略的に新規協定校を開拓する。

(3)⼊試制度・カリキュラムの適切な運営

・経営管理研究科設⽴時に⽂部科学省に提出した設置届出書の計画に従い、⼊試制度およびカリキュラムを

適切に運営する。

・経営管理研究科、商学研究科ビジネス専攻およびファイナンス研究科在学⽣に対するカリキュラムの安定的運

営を図る。

５．商学学術院総合研究所

５－１．産業経営研究所

研究活動の活性化および研究成果を社会に還元すべく、2017年度も引き続き以下の活動を重点的に⾏う。

(1)研究分科会、リサーチ・プロジェクト助成、受託研究による研究活動の推進と研究成果の発表

(2)公開講座、受託研修による教育活動の推進

(3)産研講演会、産研フォーラム、産研アカデミック・フォーラムの開催

※「日中国交正常化45周年記念講演シリーズ」（全12回）、受託教育（1件）、産研アカデミック・フォーラム、

産研フォーラム（地方開催）、をすでに予定している。
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５－２．WBS研究センター

(1)研究部会・研究交流事業

①2017年度は 3本の研究部会と 4本の研究交流事業を実施する。

(2)受託研究

①みずほ証券株式会社との受託研究「新しい企業財務戦略と⾦融機関の役割」（研究代表者：岩村 充 教

授）を継続して⾏う。

②株式会社ベイカレント・コンサルティングとの受託研究「セカンド PMI の実態調査・研究」（研究代表者：山田

英夫 教授）を新規で実施する。

(3)研究成果の刊⾏

早稲⽥国際経営研究（紀要）の発⾏を予定している。

(4)ノンディグリー・プログラム

社会人教育の強化を具現すべく、2017年度も引き続き以下の活動を重点的に⾏う。

①ビジネス環境の変化に対応したグローバルな企業幹部研修の発展

②グローバル展開企業の経営トップ層等の育成のための教育プログラムの発展

③海外大学との連携による企業研修の維持・発展

※2016年度実施した 38 プログラムの他に、2017 年度から新たに実施するプログラムも複数予定している。

６．ファイナンス研究センター

(1)先端的ファイナンス研究拠点の形成

①研究プロジェクト

企業・団体・外部研究機関との活発な交流を通じ、様々な分野の研究プロジェクトを推進する。

②共同研究プロジェクト

共同研究プロジェクト「Quantitative Easing and Financial (In)stability」（提携者：宇野 淳教授）

のワークショップが 2018 年 1月に本学にて開催される予定である。

(2)ノンディグリー・プログラム

2017 年度も 2016年度に実施したオープン講座および企業研修を中⼼に、社会⼈向け講座の充実を⽬指す。

以上
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理工学術院

将来構想

2016 年度報告・2017 年度計画
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Waseda Vision 150 理工学術院の将来構想の進捗状況報告

１．２０１６年度報告

◎理工学術院全体

①教育改革

 学部英語学位プログラムのカリキュラムの整備 (*)

→共通科目（A、B群）、専門科目（C 群）共に予定どおり整備した。

 材料科学専攻の新設

→2018 年度より基幹理工学研究科に『材料科学専攻』として新たに立ち上げることを決定した。

（2017.2.25 教授会）

 英語教育センターをもとにした専攻(言語と知性理工学専攻)の設置検討

→学術院執行部と関連の教員との間で継続して検討している。

 IPS を中心とした地方貢献型入試の導入

→基幹理工学部・研究科と情報生産システム研究科（IPS）との地域連携型入試および教育・研究

プログラム導入を決定した。（2016.11.17 学部運営委員会）

 SGU と Waseda Ocean 計画 (大学教育の国際化)

→SGU 各拠点（数物系科学、ICT・ロボット工学、ナノ・エネルギー）において、当初計画に沿っ

て実行している。

 A1，A2 群科目・B 群科目・C 群科目の改革

 科目数の削減 (半減)

 学部英語学位プログラムのための新英語科目と英語による専門科目の提供

→科目数削減は継続して検討している。また、英語科目および英語による専門科目は学部英語学

位プログラムに向けて設置を予定している。

 演習科目における 0.5 単位の認定

→未検討

 3 学部共通科目の設置・副専攻設置

→未検討

 西早稲田キャンパス 3 研究科融合の検討

→継続して検討している。（Vision 150 教育システム計画調書に記載あり）

 東京農工大学との連携強化

→東京農工大と研究における人的交流を実施した。

(*) Waseda Vision 150 教育システム計画調書にて記述した事項に対応

②研究強化

 助手・助教制度改革

→大学全体の制度改革に合わせて対応を予定している。

 基礎科学研究所の新設

→「数理科学研究所」(重点研究領域の研究所)を軸として短期滞在型研究所機能の開設を目指す。

 理工系研究体制のあり方

→重点領域研究所の設置に向けて準備している。理工総研の組織改編（材料技術研究所の箇所化

および理工総研・理工研の統合）を推進している。

→本部からの支援を得て、重点研究領域の研究拠点整備計画・経費、各研究所に対する理工研か

らの支援経費が決定され、研究拠点の整備が開始された。

 産学連携の推進

→産業技術総合研究所（産総研）との協定に基づき、63 号館に産学官連携研究拠点「産総研・早
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大 生体システムビッグデータ解析オープンイノベーションラボラトリ（CBBD-OIL）」を設

置した。

→CBBD-OIL において、ジョイントアポイントメント（クロスアポイントメント）制度に関する

協定を締結し、本学専任教員 1 名を同ラボ長として選出した。

 研究情報発信の強化

→研究者データベース「Pure」の学外公開を実施した。

→オンライン国際情報配信サービス「EurekAlert!」を活用した。

 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を行い、申請数が昨年度より大幅に上回った。

③キャンパス整備

 理工重点研究拠点整備（着手）

→学術院長室差配スペースおよび教室・ゼミ室、会議室を再配置し、研究拠点整備用に再配分し

た。

→これに伴う教室・ゼミ室不足を補うため、教室・ゼミ室を再整備した。

 理工キャンパスアメニティ向上

→ラーニングスペース５７（旧ホワイエ）に空調を整備し、学生の自由な学びに適した什器を設

置した。

→東西方向通路の平滑路面への改修と電気配線等を整理した。

 理工情報インフラ整備

 無線 LAN AP の整備

→西早稲田キャンパス全体の無線 LAN 環境の大幅改善し、eduroam やゲスト ID を利用して学会

参加者や訪問研究者へも無線 LAN 環境が提供可能になった。

 教室・会議室の AV 設備充実

→56 号館 1 階の AV 機器が更新された。

→2018 年度から開始する英語学位プログラムで教室不足が予想されるため、60 号館、61 号館の

教室のプロジェクタを HDMI 入力に対応し、一部の教室にはマイクも設置し利用環境を改善し

た。

④学術院体制・事務体制・その他

 3 研究科体制の検証と改善

 男女共同参画

→女性教員に対する TA 経費の支援策を実施した。

 職員の待遇改善

◆基幹理工学部・研究科

①教育・入試改革

 入試実績および定員の見直し

2016 年度 9 月入学，2017 年度 4月入学の入試において，日本語・英語プログラムとも高い入学

者レベルを維持している．9 月入学の志望者は順調に延び，入学者を選定する余裕を十分に見込め

る段階に入った．4 月入学は過去最高となる 5000 名を超える一般入試の志願者が集まり，入学目

標数の低減にもかかわらず前年度と同程度の合格基準を達成できた．

以上のように基幹学系別入試は満足すべき状態を維持しているが，2018 年度から新英語学位プ

ログラム，および，情報生産システム研究科との学部入試教育連携体制が始まり，2019 年度から
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の材料科学専攻が発足することに伴い，学部および大学院の定員の見直しを行った．新英語学位

プログラムに向けては従来の 6学科に配置されていた定員を Math, CSCE メジャー所属の 4学科に

集束し，情報生産システム研究科との連携では学系 2 の 5 学科に定員を割り当てた．また，材料

科学専攻設置のために既存専攻の定員充足率を見直し，新専攻設置と同時に既存専攻の定員充足

率を向上させる定員再配置を行った．

 国際化の推進（新英語学位プログラム）

基幹新英語学位プログラムでは 45 名の定員のうち 15 名を 4 月入学の日本人学生に割り当てい

る．英語の学習能力を担保しつつ理数科目にもすぐれた学生を確保するため，IB 認定校を中心と

した指定校推薦，数理的能力を問う試験による新しい方式の推薦入試，附属系属校の推薦という 3

種類の入試制度を整えた．また，IB 認定校の選定作業，数理的能力を問う試験のサンプル問題作

成など，2017 年度に向けての準備作業を進めた．

さらに，Major, Minor のカリキュラム策定作業を理工学術院全体と歩調を合わせて進め，基幹

所属の全 Major, Minor の科目が連携する魅力的な科目編成を推進した．

また，Vision150 枠の新任教員の選考のため，人事委員会を Math, CSCE の両メジャーで立ち上

げ，選考過程に入った．

 国際化の推進（留学制度）

理工全体の国外留学者は文系学部と比べて非常に低いレベルにとどまっている．これを打破す

るため，基幹では国際部，留学センターと連携し，新しい留学プログラムを整えた．交換留学協

定校からオーストラリア２校，ヨーロッパ３校を選定し，数学系と情報系の教員を派遣し，相手

校執行部，教員との綿密な情報共有のもと，留年しないためのカリキュラムマッピングを作成し，

それら特定校を基幹優先枠のプログラムの形で整備した．

また，大学院においては専攻，SGU 研究拠点などと連携し，ダブルディグリー制度，コチュテル

制度等について，海外大学大学院との準備・調整作業を進めた．

 地方連携型入試教育制度（情報生産システム研究科との連携）

Vision150 に向けて大学が新設した新思考入試（地方連携型）に基幹は参加し，北九州地区の情

報生産システム研究科と連携する新しい形の入試教育制度を整備した．そのための定員見直し，

教育システムの計画，入試の策定を行い，九州地区を中心とする指定校の選定作業を行った．ま

た，北九州市の支援のお願い，情報生産システム研究科によって発足した企業コンソーシアムへ

の広報など，当該制度の北九州地区における環境整備にも努めた．更に，入学後の科目履修に関

しても，新思考入試に参画する 5 学部と共に検討会を設置し，地方貢献に向けた検討を開始した．

 材料科学専攻の設置提案

材料分野を基礎から先端まで幅広くカバーする材料科学専攻の 2019 年度設置に向けて，理工全

体への説明会，主任会等への提案を経て，2017 年 2 月の教授会で設置が承認された．また，開設

準備委員会を基幹理工学研究科に設置して，必置教員，主副指導教員の確定，入学定員の確保な

ど，発足に向けた準備を進めた．

②研究改革

 重点研究領域の準備

新英語学位プログラムと同時に2018年度より発足する重点研究領域の設置のための準備作業を

進めた．Math, CSCE 両メジャーを中心として，研究スペースの整備，予算確保の計画立案，研究

所構想の充実，任期付き新任教員確保など，さまざまな点について議論を進め，調整を行った．
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◆創造理工学部・研究科

①教育改革

 共創ワークショップ演習を卒業単位に算入できるよう改編

→ C 群選択科目あるいは A～D 群その他から任意に選択できる単位として卒業必要単位に組み入

れることを決定した．

 フィールド（学外の実践・実習の場）を活用した研究・教育の充実

→ 学部教育では，創造理工リテラシーおよび共創ワークショップを通して，また研究としては各

学科の卒業論文・計画，修士論文を通して実践・実習の場を提供している．

 学部英語学位プログラムの検討

→ ME メジャーと CE メジャーを二本柱として，5 学科全てが英語学位プログラムに参加するこ

ととなった．

 箇所間協定校の拡充

→ トリノ工科大学，ブリュッセル自由大学，コンケン大学，ヴェネツィア建築大学と協定を締結

した．また，国立台湾大学とのダブルディグリー科目を制定し，現協定を活かしてベルリン工科

大学，ブリュッセル自由大学，スウェーデン王立工科大学などからの学生を受け入れた．さらに，

ブルゴーニュ大学，リーハイ大学，ミュンヘン大学，ハンブルグ工科大学，オレゴン州立大学，

E-JUST などからの学生受入・交流を行った．国内では，同志社大学との学部交流学生派遣，日

本原子力研究開発機構への学生派遣を行った．

 若手研究者支援（海外学会発表など）

→ 2015 年度に引き続き，16 名（15 万円／人）の海外学会発表渡航費用補助を行なった．

 ティーチング・アワード実施

→ 2016 年春学期ティーチング・アワード候補者の選考を実施し，3 名の候補者を推薦した．

 HP、パンフレット等による情報発信強化

→ 見易さ，分かり易さを重視して創造理工のホームページを刷新した．また，学部・研究科パン

フレット，5 学科の web 整備，パンフレット作成の補助を行い，創造理工全体の広報を強化した．

 建築学専攻にて国際コース開始を検討

→ 2018 年度からの学部英語学位プログラムの開始に合わせ，建築学専攻において国際コース修

士課程設置の準備を行った．

②研究強化

 産学連携の推進

→ 企業との覚書締結により，多くの学生のインターンシップを促進した．また，創造理工各学科

の OB 会・卒業生を通した企業連携および理工学術院と企業との既連携の枠組みを通して，共創

ワークショップのための講師を派遣いただいた．

 研究成果の発信と社会貢献（創造人の発刊など）

→ 創造理工からの研究内容・成果発信のための冊子「創造人」を 4 冊発行した．これらを創造理

工の HP に WEB マガジンとして掲載し，広く社会に発信した．

 重点研究領域の検討

→ 学部英語学位プログラムの設置と同時に，理工学研究所における重点領域研究 2 テーマ（フロ

ンティア機械工学研究所，持続的未来社会研究所）を提案した．

③入試制度改革

 指定校推薦入試における学科選択枠をさらに拡充

→ 昨年の推薦状況を確認し，2016 年度の一般選出，および優良校，重点校，奨励校の選出を行

った．優良校と奨励校の数を約 5 割増強した．
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◆先進理工学部・研究科

➀教育改革 

 修士課程における専門コア科目のコースワーク再構築．修士課程の修了単位にオープン科目も認

めることにより，広い視野を持った学生の育成．

→検討を進めている．

 実験講義のオンデマンド化による効率的な授業

→西早稲田キャンパスの撮影設備を今後積極的に活用予定．

 学部専門教育の国際化

→国際コースとの合併講義（大学院先取り科目など）を利用して継続的に実施．

 研究スキル等に関する科目設置

→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」を運営．科目履修に関わる装置使用料を先進理工学研究科で負担．

 シームレスな科学英語教育

→2015 年度に設置した少人数レベル別で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」を運営し，この受講料の一部を先

進理工学研究科で補助．

 海外学生・若手派遣プログラムの推進

→高麗大学、ボン大学およびモナッシュ大学と先進理工学研究科の間でジョイントスーパービジ

ョン (JS) に関わる箇所間協定を締結，2016 年度博士学位取得者に JS 修了証書を授与した．

→シカゴ大学と先進理工学研究科の間で教員のジョイントアポイントメントに関わる箇所間協定

を締結し，シカゴ大学教員を先進理工学研究科応用化学専攻に 3 か月間受け入れた．

 5 年一貫制博士課程専攻による一貫制教育の一層の充実化

→2014 年度に 5 年一貫博士課程である先進理工学専攻を開設し，順調に推移している．

 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，修士課程での学会・研究会での発表

を奨励．

➁研究改革 

 重点領域研究所の設立に向けた検討

→先進理工学研究科から理工総研に設置する重点領域研究所である「階層を超えた最先端物理学

研究所」「先端化学知の社会実装研究所」「階層動的生命科学研究所」について，研究組織を整備

した．

 論文リスト・学会発表の整理と共有 (A A A インデックスを活用した情報の蓄積)

→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．

 ラボリーダー制度の推進

→ホームページでの広報を一層推進し，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

→早稲田大学リサーチアワード等を受賞した教員が受賞内容に関するプレゼンテーションを先進

理工学部・研究科全教員の前で実施．

 研究「室」サポートの模索

→前年度から継続して検討を進めている．

➂社会貢献改革 

 卒業・修了生の人名録作成

→一部学科 (応用化学科・専攻) で先行して実施しており，先進全体への拡大を検討中．
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 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ペアレンツデー，学会アウトリーチ活動などで個別に実

施．

➃入試制度改革 

 大学院入試，研究室情報の積極的公開 (HP，入試説明会)

→理工キャンパスでの大学院入試説明会を先進理工学研究科として開催．

 学部入試作業の合理化と入試事故リスクの軽減

→対策に関して協議を進めている．

 入学後の成績の附属・系属校へのフィードバック

→高大一貫教育検討委員会での議論に加えて，学科単位で附属系属校教員 との連携を活用し，

フィードバックの可能性を模索中．

⑤学生支援改革

 TA センターの新設，学部 3 年生の TA 登用，博士課程学生 TA 制度の推進

→博士課程学生 TA (TAO) を継続して活用している．また，2016 年度に新設され 2017 年度から

運用開始が予定されている高度授業 TA 制度について、生命医科学科などでの学部生 (4 年生) の

当該制度での登用を決めた．

 博士キャリアセンター，キャリアアドバイザー等の充実により，大学院生 への就職支援を強化

→2015 年度から委嘱したキャリアアドバイザーに継続して活動いただき、学生からの個別相談

に対応するとともに，「先進キャリア支援講演会」を開催して広く先進理工学研究科大学院生のキ

ャリア支援を実施．

 博士後期課程若手研究者養成奨学金制度の充実

→修士課程に関しては、既設の先進理工学研究科修士課程奨学金を活用し，大学院生への経済支

援を実施．

⑥自己点検改革

 産業界とも連携した学外評価委員制度の新設

→継続的な検討課題として，検討を進めている.

⑦その他

 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．

 若手任期制教員の増員

→V150 支援策に従って、2018 年度の嘱任に向けて検討中．

◆環境・エネルギー研究科

①入試改革

 事前説明会の強化

→現行の枠組み（現行の枠組み（推薦、一般、AO×3 回）を維持し、事前説明会を増加する等学

生確保に向けた活動を強化した。結果として、単年度での定員確保を達成した。

 WEB サイトの充実

→受験生向けの研究室紹介ページを作成する等 WEB サイトを活用した広報活動を強化した

（2016 年度に作成し、2017 年度 4 月より広報を開始）。
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②教育改革

 カリキュラムの見直し

→学生の動線を考慮し、カリキュラムの見直しを行った。2016 年度には演習科目の指導内容等を

再検討した。

 提携講座の開設

→本庄キャンパスの活性化方策の一環として、地場産業と連携した提携講座を企画し、2017 年度

4 月に開講するに至った。

③研究改革

 学問領域統合型の産学官連携連携プロジェクトの展開

→環境総合研究センターを核として、文理融合・学問領域統合型の外部資金の獲得を検討した。

結果として、アジア地域におけるバイオマス関連の研究体制の構築を目的として、e-ASIA 共同研

究プログラム「バイオエネルギー」分野「東アジアにおけるバイオマスエネルギーの社会実装に

関わる実現可能性調査」に採択された（研究開始は、2017 年 4 月）。

 地域リサーチセンターの設立と展開

→地域連携型の産学官民連携プロジェクトを強化する目的として、福島県広野町および山形県小

国町に地域リサーチセンターを新たに設置した。

④本庄キャンパスの活性化

 提携講座の開設（再掲）

→本庄キャンパスの活性化方策の一環として、地場産業と連携した提携講座を企画し、2017 年度

4 月に開講するに至った。

 公開講演会の企画・実施

→2016 年 11 月 22 日に実施した。

◆情報生産システム研究科

①教育改革

1.グローバルキャンパス構想の実現

 グローバルに人を惹きつけるグローバルキャンパスの求心力として、産官学金コンソーシアム立

ち上げにより、北九州の産業と密接に連携した、国際的にも優位性のある教育内容を検討する.

→「早稲田大学IPS・北九州コンソーシアム」を立ち上げ、実行段階に入った.

 産学連携型教育モデルと並行し、地域連携型教育モデルの策定に着手する．

→検討中.

 ASEAN 大学教員に対する学位取得支援を通じ、ASEAN とのネットワーク強化

→従来からの提携校（約40校）からの学生獲得をより強力に行ったが、大学教員に対する学位取得支

援は今後に持ち越し.

2.グローバル人材の育成

 地方貢献人材発掘型入試、産学連携教育、地域連携教育により、日本人のグローバル人材育成を行

う.

→基幹理工学部と連携して行う「北九州地域連携型入試・教育プログラム」の実行が決定し、同時に

その内容検討に入った.

 社会人教育を重要視する．

→博士後期課程を重視し、次年度以降検討することとした.
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 サマープログラム等短期集中請負教育の大規模化.

→海外から約70名の参加者を得てサマースクールを実施した.短期集中型教育のノウハウ蓄積がなさ

れた.

 産官学金コンソーシアムを基盤とするアントレプレナ教育を日本国内のみならず、アジア諸国に対

しても行う．

→Edgeの支援を受け、北九州でアントレプレナ教育を実施.よりものづくりと情報通信システム工学を

指向した実践教育の準備として、早稲田大学IPS・北九州コンソーシアム内でワークショップをトライ

アル実施した.

 上記のような特徴的な教育を核とし、国費留学生優先配置への提案を行い採択されることを目指

す．

→国費留学生優先配置の公募はなかった.

 連携大学院コースの継続、新科目の増設を検討する．

→カーエレクトロニクス、カーロボ・インテリジェントカーに続き、第3の連携大学院コースの検討を

開始した.

②研究改革

1.産学連携等を通じた研究活性化・多元化

 産官学金コンソーシアムの立ち上げを行い、主にエコインダストリをテーマとする研究拠点として

の存在感を確立する．学会、省庁、九経連等との連携を密にすることによる外部資金獲得を目指す．

同時に早大内支援機能も活用する．

→着手した.

 IPS セミナを開始する。IPS 国際連携シンポジウムの継続、ひびきのサロンへの協力．

→実行した.

 産官学金コンソーシアムの本格運用を開始する．

→2017年度からの本格運用を目指す.

2.研究環境の高度化・発信力の強化

 エコインダストリ、医工連携、スマートコミュニティを柱とする大型プロジェクトの開始をめざす.

リサーチコンプレックスFS 採択を受けさらに本採択を目指し、これにより地域と連携した研究力

増強を行う．

→リサーチコンプレックス本採択には至らなかった.

3.国際産学研究連携の推進

 学生交流だけでなく、研究交流を主目的とした協定締結を実現する．受け皿としてのIPS 研究セン

ターの強化を行う．

→2017年度中の実現を目指す.

③社会貢献改革

1.社会に開放された教育研究環境の構築

 地方貢献人材発掘型入試の実現努力とともに、九州を中心とする有力高校との関係を強化する．

→「北九州地域連携型入試・教育プログラム」を軸に、高大接続に向けて活動を開始した.

 高専専攻科、海外からのインターンシップ受け入れを積極的に行う．

→実現した.
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④学生支援改革

1.グローバルキャンパスに対応した生活環境の改善

 異文化環境での教育・研究方式の点検、文化交流、日本語教育、カウンセリング強化

→2017年度も引き続き行う.留学生支援を行うNPO法人あるいは自治体の協力も有効利用できた.

⑤点検・評価改革

1.海外留学生を考慮した教育制度の点検・評価の推進

 留学生、日本人学生による満足度・意識度チェックについて検討

→2017年度に引き続き行う.

2.外部評価の推進

 教育研究レベルの点検・評価法について検討を行う．

→2017年度の検討事項.とする．

 博士学位の質維持についての点検実施

→研究科内3分野それぞれに取り組んだ.また、コチュテルによる海外大学との共同指導・審査方法の

検討についても検討を行った.

⑥その他

1.早稲田スピリッツの醸成

 実体情報学等西早稲田キャンパスと合同実施プロジェクトへの積極参加

 西早稲田との研究交流手段についての検討

 早稲田イベントへの参加についての検討

 IPS 内イベントの増加、稲門会、EWE との交流を図る．

→2017年度も引き続き行う.
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２．２０１７年度計画

◎理工学術院全体

①教育改革

 学部英語学位プログラムのカリキュラムの整備 (*)

 大学院進学者数の増大

 材料科学専攻の新設

 英語教育センターをもとにした専攻(言語と知性理工学専攻)の設置検討

 卓越大学院（仮称）の設置検討

 SGU と Waseda Ocean 計画 (大学教育の国際化)

 A1，A2 群科目・B 群科目・C 群科目の改革

 Waseda Vision 150 目標に対応する少人数授業の検討、対面型授業の検討、科目数の削減

 学部英語学位プログラムのための新英語科目と英語による専門科目の提供

 東京農工大学との連携強化

(*) Waseda Vision 150 教育システム計画調書にて記述した事項に対応．

 助手・助教制度改革

②研究強化

 理工総研の組織改編（材研の箇所化および理工総研・理工研の統合）

(2017 年 9 月予定)に伴う新たな研究体制

 材研の文科省共同利用・共同研究拠点への申請

 重点領域研究展開に伴い、理工総研内に 7 つの研究所を設置

(2017 年 10 月以降)

 研究開発センター(120 号館)への研究拠点の展開に向けた検討・準備

 2019 年度研究重点教員(戦略枠)嘱任に向けた検討・準備

 研究情報発信の強化

 研究者データベース「Pure」の活用

 オンライン国際情報配信サービス「EurekAlert!」の活用

 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

 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

③キャンパス整備

 理工重点研究拠点整備

 ７つの研究拠点の研究ニーズに応じた施設改修

 研究力強化のための新規嘱任教員用研究スペース整備

 理工キャンパスアメニティ向上

 ６０・６１号館教室、ゼミ室の改修工事

 安全な研究環境への設備改善

 ６５号館（１～３階）換気設備大幅改修

 理工情報インフラ整備

 多様な授業形態、グローバル人材育成に対応したPC 利用環境の検討(2018 年度予算申請予定)

④学術院体制・事務体制・その他

 3 研究科体制の検証と改善

 ダイバーシティの推進
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 職員の待遇改善

◆基幹理工学部・研究科

①教育・入試改革

 入試制度の改革

早稲田大学全体において入学者数の定員比が 1.00 を目標とすること，また，新英語学位プログ

ラムや地方連携型入試教育制度による定員の見直しがあったことを受け，基幹でも入学制度を改

革する．昨年度まで質の高い入学者の確保に成功している現状を維持しながら，より魅力的なア

ドミッション制度を確立するため，一般入試，指定校推薦入試，附属系属校推薦入試など種々の

入試形態間での定員比を見直す．

 国際化の推進（新英語学位プログラム）

2017 年度は新英語学位プログラムにおいては 2018 年 4 月入学生の入試の実施年度にあたる．指

定校推薦では高校を精度よく選定し，また，新しい方式の推薦入試では数理的能力を問う試験問

題を作成作業に入る．さらに，種々の説明会を通じて，プログラムの内容を広報する．

さらに，プログラムの内容についても完成を目指す年度であり，履修要項の完成に始まり，

Major, Minor 全教員を対象とする研究室配属の仕組みの検討など，教育システムのあらゆる点に

ついて確定作業を遂行する．

 国際化の推進（留学制度）

2017 年度は前年度に整備した基幹優先枠による留学制度推進の開始年度にあたる．試験的に行

われた春募集については多数の問い合わせがあったことを受け，秋募集については教室会議にお

けるカリキュラムマッピングの正式承認を経て，学生への広報を充実する．さらに，優先枠対象

の地域や大学を増やすと共に，応募対象を基幹全学科へと拡充すべく，教員の現地派遣調査を推

進する．

 地方連携型入試教育制度（情報生産システム研究科との連携）の完成

2017 年度は入試制度の開始時期にあたる．指定校の最終的な確定と入学者確保に向けて，説明

会や高校別訪問を行う．

教育制度については，４年次での北九州地区での研究室配属，卒業研究を目指して，進級振り

分け制度への組み込み，研究室配属制度の確定，西早稲田地区における履修指導体制の確立を行

う．

 材料科学専攻の申請

2018 年度初頭を目標とする文科省への申請に向けて，専攻の内容整備を行う．カリキュラムを

シラバス内容まで確定し，材料科学副専攻を立ち上げ，新任教員の人事選考を進め，対外的な広

報活動を本格化する．

 2019（2020）年度に向けた日本語プログラムのカリキュラム改革

基幹では日本語プログラムについても学部全体でのカリキュラムの見直しの機運が高まってお

り，2017 年度は改革のための議論を開始する．卒業要件の総単位数の見直し，少人数教育・理解

度確認のあり方の議論，副専攻制度の見直し，英語プログラムの科目履修の推進，留学のしやす

い履修制度への転換など，学部全体として統一的な方針の策定を目指し，その下での各学科・専

攻の具体的な新カリキュラム編成作業の方向性を打ち出す．

 海外校との教育提携

アジア，ヨーロッパ，アメリカ，オセアニアにおける教育連携の制度（ジョイントアポイント

メント，ジョイントディグリー，コチュテル，ダブルディグリーなど）の策定を，学部，研究科

や研究拠点など各箇所と協力しながら推進する．

- 51-



Waseda Vision 150
-Best Education, Best Research, Best Community-

②研究改革

 重点研究領域の研究体制の確立

重点研究領域のうち，非線形解析，計算数理科学，統計数理科学の 3 分野より成る「数理科学

研究拠点」においては，定期的公開セミナーの開講，研究成果発表及び情報発信源としての国際

研究集会の開催，専攻・学部横断的シンポジウムの開催などの研究活動を開始する．また，計算

プラットフォーム，通信プラットフォーム，セキュリティプラットフォーム，データプラットフ

ォームから成る「超スマート社会を創造する最先端 ICT 基盤」では，分野間連携，学内外・国内

外連携，異分野連携による外部資金の獲得と社会実装を目指した研究活動を開始する．

 その他研究拠点の支援

昨年度に引き続き，SGU（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，2017 年度採択課題「エネルギー変換工学の現代数学との融合によ

る進化と社会実装」の立ち上げ，運営を支援する．

 情報生産システム研究科と連携した地方連携型入試教育制度の開始に伴い，基幹理工学研究科と

情報生産システム研究科の所属教員が，北九州企業コンソーシアムを通して，共同研究を実施で

きる体制作りを行う．

◆創造理工学部・研究科

①教育改革

 共創ワークショップ演習の実施要領の検討

→ 履修希望者数増大に対する方策を検討する．

 SHIP の詳細検討

→ 英語学位プログラム発足にあたり，創造理工全体で開始する SHIP 科目（Social and Human

Innovation by Practical Science and Engineering）の詳細を検討する．

 箇所間協定校の拡充

 若手研究者支援（海外学会発表など）

 ティーチング・アワード実施

 HP、パンフレット等による情報発信強化

 経営システム・経営デザイン専攻にて国際コース開始を検討

②研究強化

 産学連携の推進

 研究成果の発信と社会貢献（創造人の発刊など）

 2 つの重点研究領域の活動場所の整備

③入試制度改革

 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

 学部英語学位プログラムの入試方法の策定

 高大連携の強化

◆先進理工学部・研究科

➀教育改革 

 実験講義の更なるオンデマンド化の推進による効率的な授業実施

 学部専門教育の一層の国際化

 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・招聘プログラムの推進
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 修士課程での学会発表の更なる奨励

➁研究改革 

 重点領域研究所の設立に向けた継続的検討

 論文リスト・学会発表の整理と共有 (AAA インデックスを活用した情報の 蓄積と活用)

 ラボリーダー制度の一層の推進

 教員の研究活動に対する表彰

➂社会貢献改革 

 サイエンスの啓発活動

➃入試制度改革 

 大学院入試，研究室情報の更なる積極的公開 (HP，入試説明会)

 学部入試作業の合理化と入試事故リスクの軽減

 入学後の成績の附属・系属校への着実なフィードバック

⑤学生支援改革

 大学院生への就職支援強化

⑥その他

 若手任期付教員の増員

◆環境・エネルギー研究科

①入試改革

 広報活動の強化（継続）

→2016 年度に一定の成果が得られたため、継続的に広報活動を強化する（修士課程の在籍学生数：

100 名を常時維持するのが当面の目標）。

 博士後期課程学生の確保

→近年、博士後期課程学生の入学者数が微減傾向にあるため、積極的に確保する取り組みを強化

する（例：研究プロジェクトとの連携等）。

②教育改革

 高度な文理融合に向けたカリキュラムの在り方に関する検討

→既存のカリキュラムや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、より高度な文理融合の向けたカリキュラムの在り方に関する検討に着手する。

 社会ニーズに対応した教育プログラムに関する検討

→パリ協定、エネルギー自由化等、環境・エネルギーを取り巻く情勢は日々刻々と変化している。

それらの社会ニーズに対応した教育プログラムの検討に着手する（例：社会人学生の確保に向け

た戦略等）

③研究改革

 学問領域統合型の産学官連携連携プロジェクトの展開

→環境総合研究センターを核として、文理融合・学問領域統合型の外部資金の獲得に向けた活動

を継続的に実施する。
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 地域リサーチセンターの設立と展開

→設置した地域リサーチセンターの活動を本格化し、大学の新たな地域展開モデルの構築に向け

た検討に着手する。

④本庄キャンパスの活性化

 高大院連携

→本庄高等学院との連携による本庄キャンパスの活性化に向けた連携協議を開始する。

 公開講演会の企画・実施

→環境・エネルギー研究科が 10 周年を迎えるため、10 周年記念シンポジウムを開催し、本庄展

開に関する新たなメッセージを発信する。

◆情報生産システム研究科

①教育改革

1.グローバルキャンパス構想の実現

 グローバルに人を惹きつけるグローバルキャンパスの求心力として、「早稲田大学IPS・北九州コ

ンソーシアム」を軸とし、北九州の産業と密接に連携した、国際的にも優位性のある教育内容を

設計・実現する.また、産学連携型教育モデルと並行し、地域連携型教育モデルの策定に着手する．

海外機関と連携しつつも、北九州がハブとなり、そこで学ぶ魅力を明確にすることにより、国内

外から人を惹き寄せる教育・研究環境を築くことを目指す．

 従来からの海外提携校方式をベースとした学生獲得方法および教育プログラムのチェックを行

い、必要があれば修正する．

2.グローバル人材の育成

 北九州地域連携型入試・教育プログラム、産学連携教育、地域連携教育の完成度を高めて魅力あ

るものとし、これにより、日本人のグローバル人材育成を行う.

 社会人教育を重要視する．とくに博士後期課程を重視する.

 サマープログラム等短期集中請負教育の大規模化を引き続き行い、短期集中型教育のノウハウ蓄

積を行う．さらに、海外からの修士・博士学位取得プログラムを検討する．

 早稲田大学IPS・北九州コンソーシアムを基盤とするアントレプレナ教育、イノベータ教育、理工

系教養教育を日本国内のみならず、アジア諸国に対しても行うことにより、広い視野をもつ専門

家を育てる高度人材育成の環境を実現する．

 人工知能とその社会実装を重点領域のひとつと捉え、これを対象とする連携大学院コースの設置

を検討する．

②研究改革

1.産学連携等を通じた研究活性化・多元化

早稲田IPS・北九州コンソーシアムを含み、主にエコインダストリをテーマとする研究拠点を構築する．

2.研究環境の高度化・発信力の強化

エコインダストリ、医工連携、スマートコミュニティを柱とする大型プロジェクトの発足をめざす. IPS

研究センターには、従来のプロジェクト研究に加え、早稲田IPS・北九州コンソーシアムの産学連携教

員を主とする社会実装を視野に入れた研究が活発に行われている姿をめざす．
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3.国際産学研究連携の推進

学生交流だけでなく、研究交流を主目的とした協定締結を実現する．

③社会貢献改革

1.社会に開放された教育研究環境の構築

 高大接続、リカレント教育について検討する．地域に貢献する啓蒙普及、人材育成を行う．

④学生支援改革

1.グローバルキャンパスに対応した生活環境の改善

 異文化環境での教育・研究方式の点検、文化交流、日本語教育、カウンセリング強化を引き続き

行う．

⑤点検・評価改革

1.海外留学生を考慮した教育制度の点検・評価の推進

 留学生、日本人学生による満足度・意識度チェックを行う．

 アドミッションポリシー、カリキュラムポリシー、ディプロマポリシーの点検と、それに合わせ

た教育・研究体制の確認．

2.外部評価の推進

 教育研究レベルの点検・評価法について検討を行う．

 IPSで学位を取得することに対する価値について、社会的認識の向上．

⑥その他

1.早稲田スピリッツの醸成

以 上
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「大学の科学研究費の官民格差－日本の科学界のレベルアップのための構造的課題」
竹内淳, 科学（岩波書店） 2001年 6月号 p.832

科研費 vs 論文数

科研費と論文数にはほぼ比例関係がある。
つまり、論文数を増やすには一定の予算規模が必要。
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平成２７年度 科研費（億円）

左図の部分拡大（80億円未満）

1

1  UNIV CALF SYSTEM    347,408     8,140,008     23.43
3  CHINIESE ACAD SCI    265,878     3,258,421     12.26
4  HARVARD UNIV          180,854      5,364,104   29.66
25  UNIV TOKYO                78,159      1,268,223     16.23
31  STANFORD UNIV          70,132      1,874,270    26.72
36  UNIV CAMBRIDGE        67,183      1,610,659     23.97
51  KYOTO UNIV                57,679         854,069     14.81
89  OSAKA UNIV                46,111         681,457     14.78
92  TOHOKU UNIV              45,405         576,003     12.69
180  Hokkaido Univ 30,551         357,578     11.70
243  Tokyo Inst Technol 24,723         314,613     12.73
388  Hiroshima Univ 16,752         206,111     12.30
393  Keio Univ 16,539         217,289     13.14
489  Chiba Univ 13,090         156,376      11.95
591  Waseda Univ 11,060         128,075      11.58
645  Kanazawa Univ 10,052         129,803      12.91

論文数 被引用数 被引用数/論文数

Essential Science Indicators, Thomson Reuters 2006‐2016年

論文数(10年単位)ランキング

早大の論文数ランキングは世界600位近くで下降中 2
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Year
筑波大学 山本眞一 教授
「法人化時代の大学事務職員」（2006年1月12日一橋大学での講演資料）を元に作成
http://www5a.biglobe.ne.jp/~syamamot/new%20articles%200605-/hitotsubashiuniversity060112.pdf 

学生数から見ると大学は構造的不況業種
Private university = Structurally depressed business

学力の低下 Decline in academic ability

約10年間は横ばい
Flat during 10 years

１８歳人口減の問題

第二次ベビーブーム Second baby boomers
210万人 2.1 million

120万人

1.2 million

Decline in 18-year old population

質の保証・レベルアップ Quality assurance
学部生数の削減 ＆ 院生数の増大

Decrease undergraduate students
& Increase graduate students

P
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ul
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n 
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ho
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ds
)

2018年問題

3

平成26年版高齢社会白書, 内閣府

15~64歳(現役世代)
Working generation

0~14歳

65~74歳

75歳以上

65歳以上 VS 15-64歳(現役世代)
Senior generation    Working generation 

1950年 1人 : 12.1人

2015年 1人 : 2.26人

3,600－3,800万人

2020年 1人 : 2.03人

2040年 1人 : 1.50人

2060年 1人 : 1.28人

社会の崩壊？
Collapse of Japan ?

Year

Population

4
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社会科学総合学術院

将来構想

2016 年度報告・2017 年度計画
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Waseda Vision 150 社会科学総合学術院の将来構想の進捗状況報告

１．２０１６年度報告

【国際化】新英語学位プログラムの準備

新しい英語学位プログラム(Transnational and Interdisciplinary Studies in Social Innovation＝TAISI)について、

名称を確定し、Community and Social Development, Peace Building and International Cooperation, Social

Organizations and Working そして、Economic and Environmental Sustainability という４つのフィールドにフォ

ーカスしたカリキュラムを作成し、学術院等将来計画支援策による援助として認められた 4人の任期付き教員の募集を

開始した。

【国際化】海外大学との箇所間協定の推進

武漢⼤学外国語⾔⽂学学院との学⽣・教員交流を実現する箇所間協定の締結に向けて交渉を進め、調印の準備が整っ

た。すでに箇所間交流協定を締結している国⽴台湾⼤学との学⽣の交換留学も、順調に進んでいる。

【学部】アカデミック・カテゴリーの強化と語学教育改革

アカデミック・カテゴリーの説明会・パンフレット等で周知に努めた。留学しやすいカリキュラム体系に向けて将来

構想委員会で検討を⾏った。英語教育の課題を共有する専任・助教・⾮常勤による「英語教育カフェ」を開催した。社

会科学教育と英語語学教育を統合した科目群「グローバルラーニング」を導入した。

【学部】初年次教育の充実検討

2018年４⽉から専任教員および助教による実施に向けて、プログラムの内容、初年次教育チームの実施体制につい

て検討を深めた。

【学部】学部⼊試の新たな制度の⾻格づくり

2020年度をめどに⾼⼤接続のあり⽅に関する抜本的な改⾰が実施予定であることを踏まえ、カリキュラム・ポリシー

ならびにディプロマ・ポリシーに連動したアドミッション・ポリシー案について検討を⾏った。このほか、グローバル

⼊試の導⼊や留学⽣向け AO⼊試制度の拡充など、国際系⼊試制度の再編に向けた議論をおこない、新たな制度の⾻格

を固めた。

【大学院】研究分野のあり方に関する検討への着手

⼤学院では専⾨分野が分散し、壁を越えた融合が⽣じにくい現状を改⾰し、集団指導体制を確⽴するため、「研究分

野」の再編に着手した。現在ある 11 の研究分野を 4-５に再編し、そのうちの 1つ「現代日本学」分野に、学際分野と

して全分野を融合する機能を持たせ、ここを中心に、現代日本学の国際的拠点を形成する具体案を検討した。また、海

外大学院とのダブルディグリープログラムの新設、そのための学部・修士一貫コースの導入に向けての検討を進めた。

さらに、MDの⼊試制度の改⾰案を検討し、修⼠・博⼠⼀貫教育、社会的能⼒活⽤コースの設定などを 2019 年度から

実⾏できるように環境を整備した。

【研究】附置研究所の設置を踏まえた研究推進・成果発信体制の構築

2016 年 3 月に附置研究所として先端社会科学研究所が開設された。「グローバル・イシュー部門」、「ソーシャル・デ

ザイン部⾨」のプロジェクト研究グループ、「制度の総合社会科学」重点テーマ研究グループが発⾜した。2016 年度は

研究所の主催・共催による研究会・セミナーを 16回開催した（講師として復旦⼤学、台湾⼤学、アーカンソー⼤学、

オスロ⼤学、ブータン王⽴⼤学、武漢⼤学、東ティモールからの研究者・実務家等）。その他、研究所紀要やワーキン

グペーパーを刊⾏した。

【学術院】学部設置50周年記念⾏事の実施

2016 年 10 月 23 日 4月に学部設置 50 周の記念式典を開催した。ＤＶＤ作成、50周年記念学⽣論⽂集、学⽣発表

「社学に未来はあるのか」を実施し、学術院の過去・現在を再確認し、将来を展望した。
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２．２０１７年度計画

【国際化】新しい英語学位プログラムの広報を開始

新しい英語学位プログラムの広報を開始する。本プログラムのための任期付き教員 4名を採⽤して、来年度のプログ

ラム開始に向けて、準備を整える。

【国際化】海外⼤学との新しい留学プログラムの開発

武漢⼤学外国語⾔⽂学学院との箇所間協定を締結する。ポートランド州⽴⼤学での研修プログラムの開発など、留学

センターと協⼒して学⽣の留学プログラムの開発を⾏う。⽇越⼤学構想への参加について検討する。海外インターン先

の開拓、および学⽣の送り出しのプログラムを整備する。

【学部・大学院】5年間学部修⼠⼀貫プログラムの具体化

プログラムを検討・開発し、2019年４⽉（予定）導⼊に向けて検討する。

【学部】アカデミック・カテゴリー・留学・語学教育の改⾰

アカデミック・カテゴリー、留学、英語教育のカリキュラム体系を再構築する。「グローバルラーニング」など英語

教育で（も）学ぶカリキュラムを拡充、クォーター化を推進し、短期留学、海外や国際機関でのインターンシップ等を

導入する。ゼミ・実習科目との関連づけ、アカデミック・カテゴリーとの関連付けを強化する。

【学部】初年次教育の実施準備

初年次教育チームでカリキュラムを策定し、2018年度から導⼊、拡充していく。

【学部】学部⼊試の新たな制度の具体化

カリキュラム・ポリシーおよびディプロマ・ポリシーに連動したアドミッション・ポリシー案について引き続き検討

する。また、適正な定員確保のため、各⼊試制度における募集⼈員等の⾒直しの議論を進める。さらに、⾼⼤接続のあ

り⽅にかかる改⾰の⼀環として、英語学位プログラムにおける⼊試制度を中⼼に、英語４技能の適正な評価⽅法の導⼊、

ならびに、学⼒の３要素の評価も視野に⼊れた応募書類の選考などの議論を深める。

【⼤学院】研究分野再編と⼊試制度改⾰

学際化、国際化および臨床化の成果を具体化するため、着⼿している研究分野の再編を完成する。新研究分野中に「現

代日本学」を設け、人文、社会、自然科学を融合させた現代日本学の国際的拠点を形成する。先端社会科学研究所との

連携を緊密化し、研究成果の教育への還元を⽬指す。⼊試制度を改⾰し、2019年に学部・修⼠⼀貫コース、修⼠・博

士一貫教育の導入、海外大学院とのダブルディグリープログラムを新設する。

【研究】附置研究所を中心とした SGU新研究拠点との連携

先端社会科学研究所の重点テーマ研究単位として、2016年度発⾜の「制度の総合社会科学」研究グループにくわえ

て、SGU新研究拠点（グローバル・アジア）との連携を視野に入れた研究単位を新たに発足させる予定である。

【研究】附置研究所を中⼼としたプロジェクト研究遂⾏と若⼿養成セミナー

先端社会科学研究所内の各プロジェクト研究グループ単位での研究遂⾏や、セミナー・シンポジウムの開催、紀要・

ワーキングペーパーの刊⾏といった従来の活動にくわえて、2017年度は⼤学院⽣や若⼿研究者を対象としたセミナー

も開催していく計画である。

【学術院】アクティブラーニング・ラボの稼働

学部・大学院・研究所の共通基盤として 14 号館に整備する。
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将来構想

2016 年度報告・2017 年度計画
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Waseda Vision 150 人間科学学術院の将来構想の進捗状況報告

１．２０１６年度報告

１．学部・大学院一貫の質の高いカリキュラム

①新カリキュラムの実施

新カリキュラムによる４年次の専門教育を初めて実施した（人間科学部）。

②カリキュラムの運用の見直し

学部専門教育科目のシラバス、科目間のシークエンス、時間割などについて、カリキュラム検討

委員会において定期的にチェックした。主に運用面での問題点を解決し、理想を追求と併せて運

用実態のともなったカリキュラムとすべく、その完成度を高める作業を行なった。なかでも、大

学全体の TA 制度改革に呼応して、多様な授業形態のあり方について検討を開始した。

③カリキュラムの再検討

2016 年度に完成年度を迎えた新カリキュラムの 2 年に 1 度予定されている再検討を実施し、教授

会では 6 ヶ月に渡って議論を行った。また、通学課程と通信教育課程（e スクール）の連動のあり

方についての議論を再開した。

④大学院教育・研究の検討

修士課程の新カリキュラムの再検討を実施し、学部カリキュラムとの接続を重視する方針を決定

した。その一環として、2017 年度から修士課程の海外フィールドプログラムを意欲的な学部生も

受講できるよう制度変更した。また、博士後期課程のあり方、教育と研究の接続について検討し、

とくに研究倫理教育プログラム実施のための作業部会を立ち上げた。

２．安定した入試制度

①ＦＡＣＴ選抜（公募制学校推薦入試）の実施

ＦＡＣＴ選抜（公募制学校推薦入試）を 2017 年度入試から実施した。

②アドミッション・ポリシーの明確化

カリキュラム・ポリシーとの接続を考慮しつつ、それぞれの入試制度のアドミッション・ポリシ

ーの明確化に向けて検討を重ね、順次公表してきた。

③留学生の受け入れ

留学生を積極的に受け入れるための制度について検討を開始した。

３．戦略的な研究推進

①研究推進委員会

学術院内に設置した研究推進委員会において、今後、学術院において研究展開の柱となっていく

ような分野を掘り起し、組織化し、大きく支援することを目指して、引き続き研究推進の方向性

について議論した。
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②人間総合研究センターの事業の活性化

上記研究推進委員会と密接に連携して、以下のような人間総合研究センターのプロジェクトを実

施した。大型競争的研究資金を獲得するための助走・準備的な企画準備プロジェクト（A プロ）

は１件、獲得した大型競争的研究資金による研究の推進を支援する大型研究支援プロジェクト（B

プロ）は２件となる。また提案公募型の３カ年研究プロジェクト（C プロ）として、第 2 期にあ

たる６件を採択して立ち上げた。これらのプロジェクトは、何れも人間科学学術院外の専門家に

依頼した審査の結果を基に審査過程を各種会議体でも公開しながら採否を決定した。また、例年

と同様に、人間科学に関わるシンポジウムを実施した。

４．学内外との連携の推進

学内外連携委員会における具体的な活動の推進

学内外連携委員会での検討に基づき、近隣地域との連携として 2016 年度には所沢市と所沢市に進

出した日本光電工業株式会社との三者による産学官連携「健康増進施策に関する包括的協定」や、

近隣の入間市と「産学連携に関する協定」を締結した。また、アジアやヨーロッパの海外５大学と

箇所間協定を締結し、学生交流も開始した。

５．人間科学学術院の将来の方向性の検討

第２次将来構想委員会における具体的な将来計画のとりまとめ

第２次将来構想委員会において、人間科学学術院の将来構想の諸課題について検討を重ね、教授

会に答申した。またそれを受けて、第 3次将来構想委員会の設置を教授会で承認した。
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２．２０１７年度計画

１．学部・大学院一貫の質の高いカリキュラム

①新カリキュラム運用方法の検討と能動的な授業展開（学部）

時間割やクラス数の再検討を行い、大規模授業の改善や選外者数の縮小を目指す。クラス規模の

適正化と同時に、多様な授業形態推進の一環として授業 TA の活用を積極的に行い、受講者の能動

的な取り組みを中心とした授業の増加を目指す。

②学部から大学院への接続の強化（学部、修士課程）

完成年度を迎えた新カリキュラムの再検討と修正を行う。とくに、学部の基礎教育科目（必修）

のさらなる充実を目指す。また、学部と修士課程の合併科目を設置して、学部生と院生の共同授

業を展開し、接続を強化する。

③研究倫理教育の開発（学部、修士・博士後期課程）

学部の基礎教育科目（必修）から、卒業研究、修士、博士後期課程へと接続する研究倫理教育プ

ログラムの開発を始める。

④大学院教育・研究の検討（修士・博士後期課程）

修士課程の海外フィールドプログラムの増加を目指す。また、学際的研究を展開する博士後期課

程のあり方、教育と研究の接続については引き続き検討していく。

２．安定した入試制度

①新思考入試（地域連携型）WACEL の実施

新思考入学試験（地域連携型）WACEL を 2018 年度入試から実施する。

②学びの 3 要素を考慮したアドミッション・ポリシーの明確化

それぞれの入試制度のアドミッション・ポリシーについて学びの 3 要素を含む形で明確化する。

③留学生の受け入れ

留学生を積極的に受け入れるための制度について引き続き検討する。

④学部創設 30 周年を軸とする広報

学部創設 30 周年の記念事業を軸として広報に努める。

３．戦略的な研究推進

①研究推進委員会

学術院内に設置した研究推進委員会において、引き続き研究推進の方向性について検討する。また

研究推進に関わる学術院内の課題として、大型外部資金を獲得した研究グループへの支援のため

に、研究スペースの配分が行えるよう制度の制定を目指す。また、学内の研究戦略センター等との

定期的な情報交換の機会を設けて、新たな研究連携先の開拓も進める。

②人間総合研究センターの事業の活性化

人間総合研究センターの研究所員である専任教員との協議を続けながら、大型競争的研究資金を

獲得するための助走・準備的な企画準備プロジェクト（A プロ）、獲得した大型競争的研究資金に

よる研究の推進を支援する大型研究支援プロジェクト（B プロ）の運用を進め、それらの成果に
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ついても評価を行う。また、学外との研究連携の受け皿となる人間総合研究センターの機能を有

効活用し、大型競争的研究資金獲得のための戦略を、研究戦略センター、研究推進部とも情報交

換をしつつ、さらに積極的に推進する。また、人間科学に関わるシンポジウムを実施する。

４．学内外との連携の推進

学内外連携委員会における具体的な活動の推進

引き続き、学内外連携委員会で検討を進め、近隣地域や海外大学との連携を積極的に進める。特に

教育面においては、引き続き本学術院の特長を生かした海外地域との大学との連携の強化を図り、

学生の交流を活性化する。

また学外とりわけ産業界との連携に関しては、研究連携と並行して、博士後期課程への社会人大学

院生の受け入れ体制構築も検討していく。

５．人間科学学術院の将来の方向性の検討

第 3 次将来構想委員会の立ち上げと優先課題の実施

第２次将来構想委員会の答申を受けて、第 3次将来構想委員会を立ち上げる。まず答申を元に、

その中から優先的に取り組むべき課題を将来構想委員会で整理し、逐次実施を目指す。

以 上
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スポーツ科学学術院

将来構想

2016 年度報告・2017 年度計画
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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

１．２０１６年度報告

2016 年度のスポーツ科学学術院における Waseda Vision150 将来構想の進捗状況について、学術院

将来構想の中で掲げた 10 の核心的戦略ごとに報告する。

なお、学術院の核心戦略③教育研究拠点形成と⑨国際化戦略は関連するため一つにまとめ、さらに

「Waseda Vision150 実現のための教員増を伴う学術院等将来計画の支援」の取り組み状況はその中で

報告している。

①入試制度改革

（学部入試）

従来より、学力とスポーツ技能に対する評価の重みづけが異なる種々の入試制度を設け、また地方

学生が約半数おり、アドミッションポリシーに謳う幅広い人材の確保が実現できていると考える。た

だし、「トップアスリート入試」は、受験者の競技種目の偏り、学部が求める人材の確保といった点で

課題が指摘されたため、2018 年度入試に向けた改善を行った。一般入試における小論文の出題方法と

その採点基準については、新学習指導要領の施行を見越してその見直しを図っている。また、2018 年

度入試より、新入試「新思考入学試験（地域連携型）」の導入を決定している。

広報面では、学部説明や模擬授業を積極的に行っていることに加え、ホームページ上に各所属コー

スの学生の声を掲載しており、今後も受験生に対して学部の魅力をより効果的に伝える広報を目指し

ている。

（大学院入試）

大学院進学者の増加を意図し、大学院修士課程 2 年制入試について、一般入試（社会人・学国学生

を含む）は年 1 回から 2 回に、内部進学者入試は年 2 回から 3 回に実施回数を増加させた。その結果、

2016 年入試合格者は 50 名（入学者 47 名）であったのに対し、2017 年入試合格者は 79 名（入学者

74 名）に増加した。なかでも外国学生は合格者が 2016 年 3 名であったものが 2017 年 11 名と大きく

増加している。

2014 年度に開始された文科省によるスーパーグローバル大学創生支援事業（SGU）において、本学

術院は健康スポーツ科学拠点として採択され、海外から招聘する教員も参加し、スポーツ科学分野で

国際的に優れた最先端の教育・研究が展開されている。これに伴い、博士後期課程において、2016 年

度 9 月入学者より英語による研究指導を開始し、そのための入試を新たに実施した。

また、広報面においては、研究推進や教育状況について英語でも理解できるコンテンツをホームペ

ージ等で公開するなど、様々な広報活動により受験生の量的かつ質的向上を図っている。

②教育改革

学部では 2017 年度からの実施にむけたカリキュラムの改訂作業を行った。学部コース科目につい

て、体系的かつ効果的な学習ができるように、これまで以上に積み上げ方式となるカリキュラムの改

訂作業を実施した。学部科目のクォーター制については、実質的にセメスターで実施する科目が多く

なる見込みである。コースナンバリングについても実施した。
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大学院では SGU と連携して英語による博士学位取得制度を開始した。また 2018 年度に開設を予定

している英語による修士号取得制度の準備として、海外からの招聘教員と SGU プログラムコーディネ

ーターによる英語による授業科目を大学院で実施している。

③教育研究拠点形成・⑨国際化戦略

「Waseda Vision150 実現のための教員増を伴う学術院等将来計画の支援」の取り組み状況は以下のと

おりである。

本学術院の上記支援策に対する計画では、「アジアにおけるスポーツ科学の教育研究拠点」を目指し、

そのための施策として 1)英語による教育プログラムの整備、2)ダブルマスター、コチュテルプログラ

ムの実現、の 2 つを掲げ、9 名の教員増を申請した。

この計画案に対し、大学本部より 2016 年 7 月に停止条件付で任期付教員 5 名枠の一部採択の回答が

あった。

本学術院ではこの回答を受け、特に英語による教育プログラムの整備について執行部ならびに全学

術院教員規模で検討を重ね、都度教務部との懇談を行ってきたが、現時点で最終的な実施計画書の提

出に至っていない。しかしながら、こうした検討と懇談の過程において、英語による教育プログラム

の具体案について主要な枠組みは固まってきている。

現在学術院内で議論・検討されている具体案は以下のとおりである。

（大学院）

・海外からの留学生を入学させ、スポーツ科学分野のグローバルリーダー育成を目的とした教育を施

すことを理念とする。

・修士課程 2 年生の英語プログラムを 2018 年 9 月入学より開始する。

・修士課程に「Sport and Health Sciences」と「Sport Management」の 2 つの新たな英語による研

究領域を設置する。

・上記 2 つの研究領域ごとに英語科目を設置する。総設置科目数は年間最大 37 科目である。これらを

専任教員、任期付教員、助教、海外からの招聘教員により担当する。

・設置する科目の詳細については現在検討中である。

（学部）

・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

ことを理念とする。

・本学が進めようとしている副専攻制度を利用し、学部内に学術的副専攻として「Global Sport

Leadership（仮題）」を立ち上げ、英語科目を 8~12 科目設置して、リーダー教育を施す。

・設置する科目の詳細については現在検討中である。

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）

・6 月～7 月、8 月～9 月、9 月～10 月、10 月に、スポーツ科学分野が強いサンノゼ州立大学、ラフバ

ラ大学、ナンヤン工科大学、ケルン体育大学から各 1 名を本学訪問教員として招聘し、共同指導を実

施した。今後のコチュテル制度整備につながるものと期待できる。
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・4 月～3 月、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 14 コ

マ設置し、授業を行った。若手の実力あるプログラムコーディネーターの講義は受講した大学院学生

のべ 28 名の刺激になり、招聘教員の講義により最新の研究成果に直接触れることができた。

・英語による博士号取得コースを正式に設置し、9 月入学より受入を開始した。これにより、博士課程

への留学生受け入れ環境が改善され、海外大学との共同指導の協議につなげることができた。

・英語による修士号取得制度設置に向けて、英語による授業科目増を目指し、検討を続けている。

・11 月～12 月に、海外大学との教員交流（招聘）の次年度候補者を募集し、4 名を内定した。

・3 月に国際共同ワークショップ（共同研究指導）を開催した。本学教員を含む、国内外のスポーツビ

ジネス分野の一流研究者（計 5 名、そのうち海外からの招聘 3 名）による講演ならびにグループワー

ク・グループディスカッションを行った。これには 4 ヵ国・地域から 54 名が参加した。特にスポーツ

ビジネス分野に強い海外大学から 38 名の研究者・学生の参加があり、講演やグループワーク・ディス

カッション、ソーシャルアクティビティ（J リーグ観戦）を行った。スポーツ現場における様々な体験

を通じて学生間の交流が一層深まった。

・4 月～9 月、9 月～12 月に、海外協定大学（ドイツ：ケルン体育大学）へ博士課程学生 2 名（4 月～

9 月曽我、9 月～12 月本間）、10 月～2 月に海外協定大学（英国：ラフバラ大学）へ博士課程学生 1 名

（東海林）を派遣し、大学院生の海外渡航を促進させた。今後の共同研究・指導などの提案も受け、

相手校とのさらなる連携が実現した。

・RA 雇用者 5 名（前年度継続 2 名、新規採用 3 名）を決定した。RA 雇用者 5 名は経済的なサポート

を得て研究により集中でき、学術雑誌投稿論文 7 本、学会発表 8 件の成果を上げた。協定大学派遣者

も含めて、国際共同ワークショップや国際シンポジウムのマネジメントなどの経験も積ませることが

できた。

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

・7 月に英国：ラフバラ大学、ドイツ：ケルン体育大学、8 月に英国：ラフバラ大学、ド・モントフォ

ート大学、米国：フロリダ大学、9 月にドイツ：ケルン体育大学、2 月に米国：ジョージタウン大学、

3 月台湾：台湾師範大学を訪問し、スポーツ科学分野の連携校開拓に向けて、新たな国際ネットワーク

構築を協議した。

・6 月タイ：タマサート大学、12 月台湾：国立体育大学と今後の共同研究指導を視野に箇所間協定を

締結した。今後連携がより加速されると期待される。それぞれ共同研究について協議が開始した

・アジアの箇所間協定先へ RA の次年度候補者を募集開始した。各校に周知することで、2017 年 9 月

入学、英語による博士号取得コースへの優秀な入学者を獲得することが見込まれる。

ウ）国際発信、成果発信関連（広報関連）

・研究分野別の世界大学ランキング「QS World University Rankings by Subject 2017」で世界 19 位

に入った。

・3 月に、本学にて定期国際シンポジウムを開催した。本学および国内外の大学院生の英語によるポス

ター発表、本学教員含む、国内外のスポーツ科学分野の一流研究者（計 6 名、そのうち海外からの招

聘 4 名）による講演を行った。これには 4 カ国・地域から 167 名が参加した。本学教員・学生を含め

た研究交流の場として積極的な国際発信を行い、スポーツ科学分野でのプレゼンスを高めることがで

きた。
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・英語ウェブサイトを開設することにより、海外大学等との連携協議や留学生獲得を促進する広報を

行うことができた。

・拠点ウェブサイト、研究科のサイトにて日英で成果を発信した。

エ）奨学金制度などの準備

SGU 関連資金の一部を RA 費として留学生に支払うことを 2019 年度まで継続する。一方、宿泊施設

などについてはまだ不十分な段階で、これらについて大学本部からの強力なバックアップが必要であ

る。

④教員人事・FD の推進

2016 年 4 月 1 日付けで 5 名の専任教員を採用した。

2017 年 4 月 1 日付採用人事として、健康スポーツ分野で女性に限定した公募を行い、採用を決定し

た。また退職教員 2 名の補充人事を行った。

今後退職が予定されている教員と、教員基礎数からの欠員分についての人事構想を検討した。

Waseda Vision 150 実現のための臨時教員増について、大学本部からの回答に基づき、大学院修士

課程ならびに学部課程の英語化、アジアのスポーツ科学研究拠点を主題とした検討のなかで教員人事

に関する議論を進めている。

教員採用制度としてテニュアトラックを導入するために必要な内規を整備した。

⑤キャンパス構想

学術院の国際化という観点からも、所沢キャンパスとその周辺の整備が急務である。留学生や訪

問研究者が最低数か月滞在する場所が所沢キャンパス周辺にはない。現有のゲストハウスは狭隘であ

り、戸数もごくわずかしかなく、しかも長期滞在に対応していない。そこで、所沢地区にSTEP21 のよ

うな施設と学生寮の設置を繰り返し要望している。

また現状のスポーツ施設は老朽化し、また世界各国の大学ならびに国内においても新興の体育・ス

ポーツ系大学のスポーツ施設・設備と比較すると「貧弱」の一言である。また、競技力の向上を担っ

ていることや安全管理上でも不安があることから、大学本部に対してこの改善を継続して要求してい

る。

加えて、東伏見キャンパスのより有効な活用施策を検討している。

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。

また産学官連携では 2016 年度には 31 件の受託研究・共同研究が様々な国公立団体、自治体、企業・

団体との間で行われた（2015 年度からの継続を含む）。例えば、スポーツ庁より友添秀則教授が代表

者となり受託した「オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業」（受託事業額約 4,900
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万円）、同じくスポーツ庁より田口素子教授と赤間高雄教授がそれぞれ代表者となり受託した「女性ア

スリートの育成・支援プロジェクト」に係る 2 つの受託研究（受託事業額合わせて約 1,774 万円）、埼

玉県より川上泰雄教授が代表者となり受託した「競技力向上を目的としたエリートアスリートの身体

能力評価」（受託事業額 900 万円）等がある。

校友連携としては、2013 年度に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）が順調に進行しており、2016 年度には参加校友数は着実に増加しつつある

（2016 年度末時点で約 3,200 名）。このような研究は世界的にも類を見ないもので、その成果が大い

に期待され、さらに教育のプラットフォームとしても成果が大いに期待されている。

⑦競技力・国際競技力向上

2016 年度に開催されたオリンピック・リオデジャネイロ大会には、本学術院の学生校友あわせて 16

名が参加し、特に学部 4 年生の瀬戸大也君、同 3 年生の坂井聖人君はメダルを獲得している。同大会

ならびにパラリンピック大会には学術院教員も多数役員として参加している。

当面、2020 年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、大学スポーツさらにはスポーツ界

のリーダー的アスリート育成環境の醸成を目指し、学部教育及び科学的な指導の導入を積極的に推進

するとともに。競技スポーツセンター、オリンピック・パラリンピック推進室と連携している。

早稲田スポーツの充実に向けて学術院一丸となりさらに推進する方向にある。加えて、専門的な支

援として、スポーツ医科学クリニックおよび各教員の専門的な知識を活用した体育各部の国内・国際

競技力向上のためのサポートを継続して行っている。

⑧学生支援

ア）スポーツ科学学術院では、取得可能な資格と進路をより密接にリンクさせた教育内容の整備を継

続的に進めており、2016 年度もカリキュラム改訂を視野に入れながらモデルカリキュラムの作成を継

続して行った。

イ）一流アスリートが数多く在籍するスポーツ科学学術院においては、すでに学業と競技の両立をよ

りよい形で成就させることを目的としてチューター制度を導入しているが、2016 年度も、総合的な学

生アスリートサポート体制の拡充を図った。また、その際には競技スポーツセンターによる WAP（早

稲田アスリートプログラム）との関連を念頭に置きつつ、学業と競技の両立を支援している。さらに、

将来的な国際化を視野に入れ、大学院の外国人学生を対象としたチューター制度を活用して、学習環

境のサポートを行っている。

ウ）従来と同じく、各教員がもつネットワークを活用しながら、就職情報のさらなる充実を図るとと

もに、すでに導入されている学部生に対するインターンシップ制度の充実を図った。

エ）学術院の指導体制としてはクラス担任制度を実施しており、各学年における相談の窓口および学

生指導の担当を設定し、学生生活上の諸問題を解決しようとしている。

⑩財務・資金戦略

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。2016 年度

の採択は 50 件、総額 1 億 1 千 4 百万円となっている（複数の基盤研究 A を含む）。そのほかに、各省
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庁の研究資金も獲得している。2016 年度に新たに契約した受託研究・共同研究による外部資金獲得は

28 件、総額約 1 億 4 千 9 百万円である。今後 SGU でのプロジェクトを推進するには研究資金が必要

だが、SGU 本体からは研究費は提供されないので外部資金の獲得を目指さねばならない。
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２．２０１７年度計画

以下がスポーツ科学学術院の１０の核心的戦略ごとの 2017 年度計画であるが、2012 年度に策定さ

れたスポーツ科学学術院の将来構想について、2017 年度はその総点検と今後の具体的構想を行うこと

が計画された年度となる。今後の具体的構想の検討結果によっては以下の計画は変更の可能性がある。

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 年度入試に反映させる。

・現行各種入試を検証し、課題が認められた場合にはその解決策を検討する。

・センター試験廃止後の対応を検討する。

（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する。

・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を

行う。

・学部入試と合わせて国内外への積極的な広報を行う。

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う。

・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

続して行う。

（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う。

・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う。

・学部と合わせてクォーター制への移行について検討を行う。

③教育研究拠点形成

SGU 後の特に学術院の国際的教育プログラムについて検討を行う。

また SGU 事業に関連し、以下の取り組みを行う。

ア）国際ネットワークの活用関連（共同指導・共同研究関連）

・米国：カリフォルニア州立大学、チェコ共和国：マサリク大学、ハンガリー：ハンガリー体育大学、

オセアニア：カンタベリー大学等から外国人教員を招聘し、「SGU 関連科目」を継続して設置する。

・プログラムコーディネーターによる「SGU 関連科目」を継続し設置する。

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

・2018 年度設置に向けて英語による修士号取得コースを整備する。
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・教育・研究指導プロジェクトの国際ネットワーク構築を推進する。

JD 制度に向けた共同研究指導の協議と具体的な学生指導の試行を開始するため、海外大学へ計 4 名を

派遣する。

・アジアを中心とした留学生獲得に向けて更なるリクルート活動を継続して行う。

ウ）国際発信、成果発信関連（広報関連）

・拠点の活動を SGU ウェブサイトへ日本語および英語で投稿する。

・拠点英語ウェブサイトを開設する。

エ）運営体制の強化、教育研究環境整備関連

・海外大学等との協定や教育研究システムの構築支援、共同研究指導や教員・学生交流の促進支援、

海外学生募集活動や留学生の受け入れ支援等において、所沢キャンパスの運営体制の強化を継続する。

オ）大学院生の海外渡航、奨学金制度などの準備

・海外協定大学等への大学院生の海外渡航を継続して促進する。

・大学院留学生受け入れ促進につながる経済的支援制度として RA 雇用を継続して行う。

④教員人事・FD の推進

教員基礎数枠の欠員 2 名の補完ならびに退職教員 2 名の後任に関する人事計画を検討し実施する。

Waseda Vision 150 実現のための臨時教員増計画を完成させ、選考採用を行う。

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。

FD を積極的に推進する。

⑤キャンパス構想

人間科学学術院とも連携して、留学生や訪問研究者が長期滞在可能な STEP21 のような施設と学生

寮の設置を所沢地区に整備することを引き続き要望する。

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する。

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継続して要求する。

⑥社会貢献・産学官連携・校友連携

2020 オリンピック・パラリンピックをキーワードとした社会貢献・産学官連携・校友連携をさらに

推進する。さらには 2020 以降のしくみづくりについても検討を開始したい。

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、1 万人規模の参加を目指して広報活動を積極的に行う。

⑦競技力・国際競技力向上

2020 オリンピック・パラリンピックに過去最大の学部生・校友出場者を輩出することを目指し、競

技スポーツセンターと連携しながら、競技力向上策を検討・実施する。

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、さらなるサポー
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ト策を検討・実施する。

⑧学生支援

ア）スポーツ科学学術院では、今後とも取得可能な資格と進路をより密接にリンクさせた教育内容の

整備を進める。スポーツボランティア等、新しい資格制度の導入を視野に入れたモデルカリキュラム

の作成を継続して行う。

イ）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、すでに学業と競技の両立をより

よい形で成就させることを目的としてチューター制度を導入しているが、2017 年度以降も文武両道を

サポートすべく、総合的な学生アスリートのサポート体制拡充を図る。なおその際には、競技スポー

ツセンターによる WAP（早稲田アスリートプログラム）との関連を念頭に置きつつ、学業と競技の高

いレベルでの両立を支援する。また、将来的な国際化を視野に入れ、引き続き大学院の外国人学生を

対象としたチューター制度を積極的に活用しながら、学習環境のサポートを行う。

ウ）企業向けの広報活動とともに、従来と同じく各教員がもつネットワークを活用しながら、就職情

報のさらなる充実を図るとともに、すでに導入されている学部生に対するインターンシップ制度をい

っそう充実させるとともに、大学院生を対象とした企業インターンシップ制度の導入も検討する。

⑨国際化戦略

③に合わせて記載。

⑩財務・資金戦略

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。活発で新

規性の高い研究活動を発展させるためにも、今後も外部研究資金の獲得には力を注ぐ。さらに、文部

科学省等を中心とした国のスポーツ・健康関連事業の研究公募にも積極的に応募していく。

また、研究資金獲得だけではなく、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する。

以 上
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国際学術院

将来構想

2016 年度報告・2017 年度計画
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Waseda Vision 150 国際学術院の将来構想の進捗状況報告

国際教養学部・国際コミュニケーション研究科の将来構想の進捗状況

１．２０１６年度報告

≪学部関連≫

[１] 入試制度の抜本的改革

定員配分見直しの可能性を視野に入れつつも、2018 年度一般入試の制度改変（英語 4 技能試験の導

入、英語リスニング試験の廃止）、学生確保率の厳格化（2018 年度：入学定員の 1.00 倍）、将来的な大

学入学希望者学力評価テスト（仮）の導入の可能性、海外からの出願者の急増等、各入試制度が過渡期

にある現状を踏まえ、これらの安定的移行を最優先とし、定員見直しは引き続き検討課題として位置づ

けることを確認した。

[２] 海外学生リクルート

日本の大学として初めて、合格者における SAT 平均値の公開を行い（1,900-2,000 点）、当学部の卓

越性を客観的指標で示すことが可能となった。香港では出願書類として HKDSE（大学入学統一試験）

の Predicted Score（予想スコア）の提出を認め、他大学の先駆けとなった。また、海外指定校推薦の

対象校拡大の検討にも着手している。これら積極的な取り組みの結果、AO 入試（9 月入学）出願者数

は過去最高水準を維持している（2017 年度：690 名）。

[３] コンセントレーション制度導入

2016 年 4月よりコンセントレーション制度を開始した。国際教養学部が指定する科目群の中から一定

以上の単位数を修得した場合、その分野（コンセントレーション）の修了証明を受けること（卒業時に

証明書を発行）が可能となった。2016 年度は 6つのコンセントレーションを設置し、2016 年度春学期

卒業生から証明書を発行した。修了状況は以下のとおり。

2016 年 9月卒業者： ７名

2017 年 3月卒業者：19名

[４] 「地域研究および多言語・多文化教育プログラム」（ＡＰＭプログラム）の設置

2016 年度に採択された「Waseda Vision 150 実現のための教員増を伴う学術院等将来計画支援策」

による「地域研究および多言語・多文化教育プログラム（Area Studies and Plurilingual/Multicultural

Education in SILS）」（APM プログラム）について、計画の中心となる実践的なトライリンガル教育を

担う若手任期付教員の採用活動を開始した。本プログラムでは、2015 年度より運用を開始したフレン

チ・プログラムを４言語（フランス語、スペイン語、中国語、朝鮮語）に拡大し、新たに採用される４

人の若手任期付教員を中心に第２外国語の教育を充実させる。これらの教員はそれぞれ本学の協定大学

（パリ政治学院 Sciences-Po Paris、サラマンカ大学、北京大学、ソウル国立大学）から推薦を受けて

採用を行う。博士学位取得後５年以内の条件で候補者の選考を進め、パリ政治学院および北京大学につ
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いては既に現地で採用面接を行っている（北京大学では同大学教員との合同面接を実施）。本プログラ

ムを推進するために新たにＡＰＭ委員会を設置し、多言語・多文化教育をめざすための第二外国語教育

の充実を引き続き検討しながら、各言語科目の到達指標を精緻化し、科目の体系化をさらに進める。

[５] 箇所間協定の拡充

新規箇所間協定校として、ドイツのフライブルク大学 ユニバーシティカレッジフライブルク及びシン

ガポールの Yale-NUS カレッジと箇所間協定の締結に向けた交渉を進めた。２校とも 2017 年度には協

定締結の目途が立ち、本格的な学生交流を開始する予定である。

[６] 文部科学省 大学の世界展開力強化事業 (AIMS プログラム) による学生交流の実施

2016 年度については派遣・受入ともに事業構想調書上の目標数値に対しそれぞれ 108％、120％の実

績とした。9 月にはデ・ラ・サール大学にて学生会議並びに合同教職員会議を実施し、2015-2016 年度

の学生交流事業を総括すると同時に協定大学間の連携強化を促進した。また、2015 年度に実施された文

部科学省中間評価の際指摘を受けた客観的評価測定方法の確立についても具体化を進めている。

≪大学院関連≫

[１] 国際コミュニケーション研究科博士後期課程の完成年度に向けた体制整備

2017 年度末に博士後期課程の完成年度を迎えるにあたり、博士論文提出予定者に対する予備試験を実

施した。実施にあたっては、審査方法やその後の研究指導に関する体制および制度の整備を行った。完

成年度に向けた教学上や審査体制における基盤整備も併行して実施した。

[２] 修士の教育課程の見直し

修士課程において、教員の退職等の理由により、Study Planごとの研究指導充実に向けた検討を実施、

研究指導の総数（１８）は維持しながら３つの研究指導を新たに開設した。また、一部の講義科目につ

いて担当者変更を行うなど、より多くの専任教員が研究科の指導に関わることで、教育の充実化をはか

った。

[３] 大学院生の研究・教育への参画

２年目を迎え、博士課程の学生が修士課程の学生に対して、指導教員とともに研究・教育に参画する

機会が増加した。

[４] 海外の大学院との連携強化

完成年度を迎えていないこともあり、実現するための基盤整備がまだできていない。今後、特に博士

課程における交流などを検討していきたい。

- 78-



Waseda Vision 150
-Best Education, Best Research, Best Community-

２．２０１７年度計画

≪学部関連≫

[１] 入試制度の抜本的改革

国内向け入試では地方からの出願者数の拡大に向け、各種制度の点検や、高校への個別訪問の検討に

着手する。高校との対話は 2018 年度一般入試の制度改変（英語 4 技能試験の導入、英語リスニング試

験の廃止）の主旨説明とも連動させる。

海外向け入試では、当学部の目標値である「留学生 30％」の安定的実現に向けた検討を促進する。

[２] 海外学生リクルート

国際アドミッションズオフィスのグローバル・リクルーティング・プロジェクト（GRP）と緊密に連

携し、引き続き出願者の質的・量的拡大を図る。教職員による出張のみならず、現地機関や法人と連携

しての活動の展開も検討する。

[３] コンセントレーション制度導入

2017 年度は、既存の６つのコンセントレーションに加え、新たに３つのコンテントレーションを設置

した。また、既存のコンセントレーションについても、指定科目の見直しを精緻に行った。

新入生への制度周知も行っており、在学生の制度認知も深まっていることから、今後、同制度の修了

を目指す学生が増加していくものと思われる。

[４] 「地域研究および多言語・多文化教育プログラム」（ＡＰＭプログラム）の設置

2016 年度に採択された「Waseda Vision 150 実現のための教員増を伴う学術院等将来計画支援策」

による「地域研究および多言語・多文化教育プログラム（Area Studies and Plurilingual/Multicultural

Education in SILS）」（APM プログラム）について、計画の中心となる４言語（フランス語、スペイン

語、中国語、朝鮮語）の若手任期付教員を 2017 年 9 月に採用する予定である。これらの教員はそれぞ

れ本学の協定大学（パリ政治学院 Sciences-Po Paris、サラマンカ大学、北京大学、ソウル国立大学）

から推薦を受けて採用を行う。パリ政治学院および北京大学については既に現地で協定大学の教員とと

もに合同の採用面接を行っている。これらの教員は採用後に CLIL(内容言語統合教育)を用いて教育を行

い、①英語による授業、②英語および第３言語（L3）による授業、③第３言語（L3）による授業を担当

する。これらの科目には留学準備科目、留学フォローアップ科目が含まれ②と③の科目は他学部の学生

にも開放する予定。

[５] 箇所間協定の拡充

ドイツのフライブルク大学 ユニバーシティカレッジフライブルク及びシンガポールの Yale-NUS カ

レッジと箇所間協定の締結を完了させ、これまでの非英語圏に特化した枠組みを超えて、リベラルアー

ツ教育を英語で実践している大学との独自の連携を加速させる。また、パリ政治学院との BAMA プロ

グラム（国際教養学部の学士とパリ政治学院の修士を合計５年で取得するプログラム）について準備を

進めている。
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[６] 文部科学省 大学の世界展開力強化事業 (AIMS プログラム) による学生交流の実施

2017 年度は派遣・受入ともに 25名を達成目標としている。補助金事業最終年度となるため、客観的

事業評価方法を引き続き検討するとともに、2018 年度以降の協定大学との持続可能な交流の在り方につ

いて議論を深める予定である。なお、2017 年 8 月末にはマラヤ大学での学生会議・合同教職員会議の実

施を予定している。

≪大学院関連≫

[１] 国際コミュニケーション研究科博士後期課程の完成年度に向けた体制整備

初となる博士課程学位審査に向けた基盤整備を進めるとともに、学生の研究教育環境の充実に向けた

整備を行う。

[２] 修士の教育課程の見直し

入試制度やカリキュラムの点検・見直しを継続して行い、研究・教育活動が円滑に実施できるよう、

適宜制度の修正や科目の充実をはかる。

[３] 大学院生の研究・教育への参画

引き続き大学院生、とりわけ、博士後期課程の学生の研究・教育への参画を拡充していく。

[４] 海外の大学院との連携強化

完成年度後を見据え、研究・教育における連携や教員・学生相互の交流などの可能性を検討していく。

以 上
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２０１７年６月９日

Waseda Vision 150 将来構想の進捗状況報告【アジア太平洋研究科・研究センター】

Ⅰ．2016 年度報告

１．「アジア地域統合のための東アジア大学院（EAUI）プログラム」の発展

文部科学省「大学の世界展開力強化事業」事後評価において A 評価を受け、サマースクールを 2016

年にはタマサート大学、2017 年 8 月にはナンヤン工科大学の主催で実施し、助成期間終了後も「アジア

地域統合のための東アジア大学院（EAUI）プログラム」をパートナー大学と共同で運営・発展させてい

くための道筋をつけることが出来た。

２．箇所間協定とダブル・ディグリー、共同研究指導プログラムの推進

国際関係大学院協会（Association of Professional Schools of International Affairs: APSIA）

加盟大学院を中心とする欧米の大学院や、タイ、シンガポール以外の ASEAN 諸国の大学院との箇所間協

定締結の可能性を模索し、2016 年 8 月にドイツの大学院 Hertie School of Governance と箇所間協定を

締結した。

また、ソウル国立大学と修士課程のダブル・ディグリープログラムについての協議を行った。外国大

学との共同研究指導プログラム（コチュテル）導入のための全学的枠組みが整ったことを受け、欧州の

公的資金 Horizon 2020 に採択された博士課程学生共同育成プログラム(GEM-STONES プログラム)に

参画し、ブリュッセル自由大学（ULB）とコチュテル実施のための箇所間協定を締結し、博士後期課程

学生 1 名を受入れた。

３．「講義動画」収録の推進および協定大学教員との共同授業による映像コンテンツの制作

本研究科では「講義動画」の収録を推進することを決定し、学内先行導入箇所として選定され、既

に専任教員の開講科目の 76％・49 科目の動画収録を終了している。今後はこれらの収録された動画

を公開・活用するとともにさらに充実させて行く。

４．国費優先配置プログラム「アジアの地域ガバナンス・地域協力を支える指導者養成プログラム」

2013 年度より開始した本プログラムも 2016 年度で終了となった。毎年、優秀な留学生の受け皿とな

っているが、2016 年度は新たに 19 名(MA から PhD への内部進学を含む)を受入れ、5 年間合計でのべ 78

名の国費留学生を本プログラムで受け入れた。教育プログラムはEAUIプログラムと有機的に関連させ、

サマースクール、ウインタースクール、キャンパス・アジア・コア科目等に国費優先配置による学生を

参加させることにより両プログラムの相互活性化を図った。

５．JICA 人材育成事業、アフガニスタン PEACE、ABE イニシアティブによる留学生の受入

JICA による人材育成無償（JDS）事業（カンボジア受入中）、アフガニスタン[未来への架け橋・中核

人材育成プロジェクト（PEACE）]、ABE[アフリカの若者のための産業人材育成]イニシアティブ、太平

洋島嶼国リーダー教育支援プログラム[Pacific-LEADS]（2016 年度より受入開始）により、多様なバッ

クグラウンドを持つ優秀な留学生を受入れた。2016 年度は 7 名程度を新たに受け入れた。また、これら

の学生に対し、プログラムの充実と研究・学習の支援を行うために国際開発プログラム委員会を設置し

ており、対象者向けの特別プログラム、公開講演会等のイベントもこの委員会のもとに計画・実施を行

う。

６．アジア太平洋研究科・研究センターの研究力向上

本研究科・研究センターでは専任教員の採用にあたり、この間整備を行ってきた研究科内の諸制度に

基づき、国際的評価のある研究業績を有する教員の採用を行い、教員の質の一層の改善を図っている。

このことにより、研究センターを中心とする研究活動の充実とその発信力の強化を行っている。
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また、科学研究費の採択状況（2016 年度)については以下の通りとなっており、達成目標としていた

応募率 100%を研究科・センターともに上回っている。

アジア太平洋研究センター 応募率（新規＋継続） 116%

採択件数（新規＋継続）／名簿登録者数 20%

アジア太平洋研究科 応募率（新規＋継続） 113%

採択件数（新規＋継続）／名簿登録者数 63%

また、本学が校賓原口歌氏の篤志による寄付金にて設定する原口記念アジア研究基金の運用の果実を

もって、本センターが主体となり原口記念アジア研究基金運営委員会を組織し、全学の大学院生（修士

課程・博士後期課程）向けに東南アジア研究・アジア研究およびそれに関連する研究におけるフィール

ド・リサーチに要する研究費用の補助を公募で行った上で実施し、2016 年度は年間 16 名の学生に補助

金を付与した。なお、2015 年度に本基金の規程を改正し、より多様な研究分野の学生のより多様なフィ

ールド・リサーチを支援の対象としている。また、本センターでは外部機関と連携し、共催などでセミ

ナーをはじめ各種事業を実施している。

７．入試制度の改革と優秀な学生の確保

2016 年度入試において、より優秀な学生を確保するため、指定寄付による財源で「アジア太平洋研究

科台湾人留学生特別奨学金」による選考制度を実施し、台湾トップクラスの大学から合計 4 名の受給者

が入学した。また、それ以外にも北京 DDP、中国国家建設、世界銀行奨学生、ベトナム博士育成計画、

ミャンマー特別奨学金、コチュテルなどを含む入学前奨学金による選考制度を整備し出願者数を前年度

から増加させることができた。
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「大学の

世界展開力

の強化事業」

アジア太平洋の平和と人々の幸福の実現に貢献する研究[基軸 2]

最前線の情報確保・

優秀な人材の輩出

教育・

研究指導・

研究の場の提供
拠点

形成

EAUI
国費留学生優先配置プログラム

アジアの地域ガバナンス・地域協

力を支える指導者養成プログラム

修士１５名

博士５名

（５年累計１００名）実 現 国費優先配置プログラム学生の参加による

キャンパス・アジア EAUI プログラムの活性化
アジア地域統合のための

東アジア大学院(EAUI)

プログラム
・2011 年 12 月～2012 年

派遣・受入合計 105 名

中間評価「Ａ」

・2013 年派遣・受入計 75 名

・2014 年派遣・受入計 71 名

・2015 年派遣・受入計 76 名

・コア科目 45 科目設置

・ジョイント・サーティフィケート

・３単位科目の導入

・クォーター科目の導入

・講義動画先行導入

サマースクール（北京大学、ナンヤン

工科大学、高麗大学、タマサート大学）

アジア太平洋研究科 国際関係学専攻

ＪＩＣＡ人材育成事業

・人材育成奨学計画（ＪＤＳ）

・ABE イニシアティブ

・Pacific-LEADS

→2016 年度新規受入計 7 名

インドネシア政府、外国政府、

タ イ国 家放 送通 信委 員会

（NBTC）、世界銀行

日越大学（修士プログラム）

国際開発プログラム運営委員会

入試制度改革

・国際協力特別推薦入試

・学内推薦入試冬季募集

・博士課程国外出願者渡日不要化

・入学前奨学金入試制度整備

中国国家建設、世界銀行、ベトナム博士

育成計画など

博士課程学生研究業績報告

アジア太平洋研究センター

研究部会 15 部会（科学研究費をはじめとする外部資金獲得の基盤形成へ貢献）

研究成果の発信 『アジア太平洋討究』、『アジア太平洋研究科論集』、『リサーチ・シリーズ』、『研究資料シリーズ』WIAPS 研究会
研究基金、外部資金による事業
・原口記念アジア研究基金 フィールド・リサーチ補助金（2016 年度の補助実績：17 名）

訪問学者・リサーチフェローの受入れ（2016 年度実績：24 名）
シンポジウム・セミナー・講演会・研究会の開催

箇所間協定とダブ

ル・ディグリー

APSIA（国際関係大学院協

会）に準加盟

欧米 7 大学・機関

アジア 11 大学・機関

と箇所間協定

[ダブル・ディグリー]

北京大学（博士・実施済）

ソウル大（修士・協議中）

ブルッセル自由大学（博士）

アジアの地域

ガバナンス・地域協力を

支えるグローバルリーダ

ーの育成

＜教育ビジョン＞

＜研究ビジョン＞

入試戦略

教
学
戦
略

教
学
戦
略

展
開
戦
略

展
開
戦
略
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Ⅱ.2017 年度計画

１．日越大学における修士リーダーシップ・プログラム開設に関わる受託業務の推進

JICA が推進する教育事業『日越大学修士課程設立プロジェクト』における新専攻領域（「グローバル・

リーダーシップ・プログラム（仮）」）開設に係る業務を受託し、2018 年 9月開設に向けた作業を推進す

る。2017 年度は現地でのプログラム設置認可申請に向け、日越大学、ベトナム側タスクフォースと連携

しながらカリキュラムを策定し、プログラム幹事校としての機能を果たしていくための環境整備を行う

ことに注力する。

２．「アジア地域統合のための東アジア大学院（EAUI）プログラム」の定着化

今年度も EAUI サマースクールを実施し、パートナー5 大学で「アジア地域統合のための東アジア大学

院（EAUI）プログラム」を共同運営する流れを定着させる。2020 年度まではサマースクールを共同開催

する事で合意形成がなされているが、それ以降の方向性についても検討を行う。

３．箇所間協定とダブル・ディグリー、共同研究指導プログラムの推進

カリキュラム上の親和性や学生のニーズなどを踏まえ、国際関係大学院協会（Association of

Professional Schools of International Affairs: APSIA）加盟大学院等を中心に新規箇所間協定締結

の可能性を模索する。

また、ソウル国立大学と修士課程のダブル・ディグリープログラムについては、まずは箇所間協定に

より交換留学プログラムを展開して学生の需要が大きいと判断した暁には、具体化に向けて検討を進め

ていく。ブリュッセル自由大学（ULB）との共同研究指導プログラム（コチュテル）を推進し、学内で

のコチュテル実施のモデルケースとなるべく、制度整備やノウハウ蓄積に努める。

４．「講義動画」収録の推進および協定大学教員との共同授業による映像コンテンツの制作

本研究科では「講義動画」の収録を推進することを決定し、学内先行導入箇所として選定され、既

に専任教員の開講科目の 76％・49 科目の動画収録を終了している。今後はこれらの収録された動画

を公開・活用するとともにさらに充実させて行く。

５．国費優先配置プログラム「アジアの地域ガバナンス・地域協力を支える指導者養成プログラム」

「アジアの地域ガバナンス・地域協力を支える指導者養成プログラム」への学生受入は昨年度で終了

したが、引き続き受入れ学生の養成を行っていく。また、今年度の国費優先配置プログラム公募に申請

し、同プログラムで構築した国際人材育成の仕組みをさらに発展させることを目指す

６．JICA 人材育成事業、アフガニスタン PEACE、ABE イニシアティブによる留学生の受入

JICA による JDS 事業（カンボジア受入中）、アフガニスタン[未来への架け橋・中核人材育成プロジェ

クト（PEACE）]、ABE[アフリカの若者のための産業人材育成]イニシアティブ、太平洋島嶼国リーダー

教育支援プログラム[Pacific-LEADS]により、多様なバックグラウンドを持つ優秀な留学生を受入れる。

2017 年度は 5名程度を新たに受け入れる計画である。また、これらの学生に対し、プログラムの充実と

研究・学習の支援を行うために国際開発プログラム委員会を設置しており、対象者向けの特別プログラ

ム、公開講演会等のイベントもこの委員会のもとに計画・実施を行う。2017 年度もこれらの学生を対象

とした語学力向上補助等の特別プログラムを JICA の支援を得て開講する。

７．アジア太平洋研究科・研究センターの研究力向上

本研究科・研究センターでは専任教員の採用にあたり、この間整備を行ってきた研究科内の諸制度に

基づき、国際的評価のある研究業績を有する教員の採用を行い、教員の質の一層の改善を図っている。

このことにより、研究センターを中心とする研究活動の充実とその発信力の強化を行っている。

また、科学研究費の採択状況（2017 年度)については以下の通りとなっており、引き続き応募率 100%

以上を研究科・センターともに目指す。

また、本学が校賓原口歌氏の篤志による寄付金にて設定する原口記念アジア研究基金の運用の果実を
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もって、本センターが主体となり原口記念アジア研究基金運営委員会を組織し、全学の大学院生（修士

課程・博士後期課程）向けに東南アジア研究・アジア研究およびそれに関連する研究におけるフィール

ド・リサーチに要する研究費用の補助を公募で行った上で実施している（2017 年度は年間 21 名を採用

予定）。なお、2015 年度に本基金の規程を改正し、より多様な研究分野の学生のより多様なフィールド・

リサーチを支援の対象としている。また、本センターでは外部機関と連携し、共催などでセミナーをは

じめ各種事業を実施している。

８．入試制度の改革と優秀な学生の確保

2017 年度入試においても、より優秀な学生を確保するため、指定寄付による財源の継続を実現したう

えで「アジア太平洋研究科台湾人留学生特別奨学金」による選考制度を活用し、さらなる志願者増を見

込む。また、それ以外にも中国国家建設、世界銀行奨学生、ベトナム博士育成計画、ミャンマー特別奨

学金、などの既存の入学前奨学金および日本人向けの入学前奨学金新設を含む選考制度を整備し志願者

の更なる増加を実現する。

以 上
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Waseda Vision 150 国際学術院の将来構想の進捗状況報告

【日本語教育研究科】

１．２０１６年度報告

１．学生指導

2014 年度秋から始まった日研の学生指導体制の見直し、修士課程および博士後期課程の院生への指

導の強化を計画どおり進めた。具体的には、「修士課程の学生心得」の策定、複数指導体制のさらなる

強化、「演習」指導体制の充実、「中間発表」「合同ゼミ」の充実、研究倫理教育の充実、教員間の連携

を強化した。「日研ひろば」「キャリアセミナー：ようこそ先輩」「論文作成セミナー」、博士後期課程

の院生の「博士課程研究ポートフォリオ」をさらに充実させ、学生指導につなげた。研究成果等は日

研紀要、早稲田日本語教育学会、研究会等で積極的に発表することを推奨し、それらのことにより、

院生が自主的に、かつ主体的に研究活動、キャリア形成に取り組む姿勢を育成した。

２．世界展開

2016 年度は日研設立 16年目となることから、日研設立 15周年記念事業として、日本語教育学の公

共性をテーマにした「講演会シリーズ」を開催し、学外の専門家を招聘し講演および公開討論を行っ

た。これは、前年度の設立 15年記念シンポジウムの成果を踏まえつつ、21世紀の新しい日本語教育学

の構築を早稲田から発信することをねらいとした。この研究活動は、研究科の紀要『早稲田日本語教

育学』20号に「日研設立 15 周年特集―新たな日本語教育学をめざして：日研の挑戦」としてまとめ公

開した。また講演会シリーズの成果は書籍化の準備を進めた。

また、「大学の世界展開力強化事業」、いわゆる SEND プログラムは、５年目の最終年度を迎え、12

月にシンポジウムを開催し、5 年間の成果を公開した。同時に、『早稲田日本語教育学』21 号に「特集

―SEND プログラムの「実践報告」」を掲載した。これらのことにより、早稲田の社会貢献と世界展開力、

およびブランド力の拡大を広くアピールすることができたと考えられる。

また、本研究科では国際的な研究協力を推進しており、2016 年度には、訪問学者 6 名、リサーチフ

ェロー2 名の計 8 名を受入れた。

３．学内連携

日本語教育研究センターとの連携を維持し、センター内の日本語教育への協力、また日研のカリキ

ュラムの充実を図った。GECの副専攻科目「日本語教育学／マルチリテラシーズ」を通じて、全学の学

部生等への教育に貢献した。2016年度に、この副専攻を修了した学生数は44名であり、副専攻の中で

はもっとも多かった。オンデマンド講座に新しいコースを追加設置した。FDなど、学内他箇所との連

携を図り、日本語教育の専門家養成と大学院教育のより一層の充実を図った。また、広報活動を強化

し、国内外の優秀な学生の確保を目指す努力を行った。

議論を深めてきた日研と教育・総合科学学術院との協働・連携強化については、検討を継続した。

教育学部が構想する「サブメジャー・プログラム」（仮称）に日研として日本語教育学をテーマにした

コースを設置する案について教育・総合科学学術院と協議を進めた。前年度と同様に、日研として、

全学の早稲田ティーチングアワード、e-Teaching Award に参加し、4人の教員が表彰された。
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２．２０１７年度計画

１．学生指導

昨年度までに見直した日研の学生指導体制、修士課程および博士後期課程の院生への指導の強化を、

さらに進めていく。具体的には、「修士課程の学生心得」の徹底、複数指導体制のさらなる強化、「演

習」指導体制の充実、「中間発表」「合同ゼミ」の充実、研究倫理教育の充実、教員間の連携の強化を

さらに進める。「日研ひろば」「キャリアセミナー：ようこそ先輩」「論文作成セミナー」、博士後期課

程の院生の「博士課程研究ポートフォリオ」をさらに充実させ、学生指導につなげていく。研究成果

等は日研紀要、早稲田日本語教育学会、研究会等で積極的に発表することを推奨する。それらのこと

により、院生が自主的に、かつ主体的に研究活動、キャリア形成に取り組む姿勢を育成する。また、

日本語教育学の進化・発展、日本語教育を取りまく社会的ニーズの変容、入学者属性の変化などを鑑

み、2001 年度の日研設立時に策定された授業カリキュラムについて、大きな見直しを行う。

２．世界展開

2016 年は日研設立 16 年目となることから、日研設立 15 周年記念事業として、日本語教育学の公共

性をテーマにした「講演会シリーズ」を開催し、学外の専門家を招聘し講演および公開討論を行った。

その成果に、これまでの早稲田および日研修了生による様々な日本語教育実践をまとめた研究書籍『公

共日本語教育学―社会をつくる日本語教育』（くろしお出版）を刊行する。日研設立 15 年記念シンポ

ジウムの成果を踏まえ、かつ、21世紀の新しい日本語教育学の構築を早稲田から発信することをねら

いとしている。さらに、2001 年度の日研設立時から取り組んでいるオンデマンド講座についても、日

研の研究成果を学外の日本語教育関係者に広く還元するという観点から、全面的に内容、形態を見直

す。

３．学内連携

日本語教育研究センターとの連携を維持し、全学の日本語教育の支援体制の充実を図る。GECの副専

攻科目「日本語教育学／マルチリテラシーズ」を通じて、全学の学部生等への教育に貢献する。副専

攻カリキュラムについても、多くの修了生のニーズ、指導実績などを踏まえつつ、上に述べた授業カ

リキュラム、オンデマンド講座とあわせて、見直しを行う。これにより、学内他箇所とも連携し、日

本語教育の専門家養成と大学院教育をさらに充実させる。また、広報活動を強化し、国内外の優秀な

学生の確保を目指す努力を行う。

これまで議論を深めてきた日研と教育・総合科学学術院との協働・連携強化については、今後さら

に検討を継続する。教育学部が構想する「サブメジャー・プログラム」（仮称）に日研として日本語教

育学をテーマにしたコースを設置する案についてさらに教育・総合科学学術院と協議を進める。前年

度と同様に、日研として、全学の早稲田ティーチングアワード、e-Teaching Award に参加する。

以 上
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Waseda Vision 150 高等学院の将来構想の進捗状況報告

１．２０１６年度報告

2016 年度は下記を学校目標として、学院教育の質の向上を目指す取り組みを進めた。

<学校目標>

①Waseda Vision 150 に基づく計画の具体化

②SGH(スーパーグローバルハイスクール)指定に伴う構想の着実な実践

③日常教育活動全般の充実と改善

④中学部と高校の円滑な接続

⑤Waseda Vision 150 で改革を進める各学術院との連携強化と教育内容の接続

⑥より開かれた学校へ向けての施策

⑦キャンパス整備：施設の適切な運用と第 3 期工事以降の展望

⑧災害への備え、生徒教職員の安全確保

<重点項目>

○グローバルリーダー育成プログラムの深化と加速化

2016 年度学校目標をふまえ、学校のグローバル化のさらなる進展に努めた。SGH 校としての研究課

題であるドイツにおける移民・難民問題をテーマに、10 月には生徒と教員の研究チームをベルリンに派

遣した。また、ドイツ(ベルリン)、中国(北京)の学校と協定を締結した。さらに、外部交流機関を活用し

て、中国・ロシア・フランス・ネパール等にも生徒を派遣し、短期派遣も含めた海外研修派遣生徒数が、

前年度比 66 名増の 145 名となった。また、SGH と SSH の取り組みを全校で共有するために、学校行

事（学芸発表会）で全クラス発表会を実施した。これらの取り組みによって、グローバル社会に生きる

生徒の能力涵養に資することができた。2017 年度から運用開始される留学を含む 3 年間卒業を可能と

する新制度について、生徒・保護者等への周知と、予想される諸課題に対処する細則の検討を進め、円

滑な実施に備えた。

○学部教育との効果的な接続

従来の高等学院と学術院との連携に加え、新たな高大接続の形を模索するための検討を開始した。よ

り個々人に相応しい進学、円滑な学部への接続、また、進学後の留学を含む諸活動を積極的に支援して

いくことができるように、大学・学部との協力体制を強化していく試みに関する研究・議論を始めた。

○生徒の特性を活かした活動の推進

部活動、生徒会活動、プロジェクト活動のようなグループ活動だけでなく、文部科学省の「トビタテ！

留学 JAPAN」への積極的応募などを含め、一人ひとりの特性が最大限活かせる活動に参加できるよう

広報活動を強化した。各種コンテストへの応募と入賞、留学プログラムへの応募が増加する成果があっ

た。生徒・保護者への系統的な広報・相談活動が重要であり、今後の拡充が求められる。

○キャンパス利用の効率化と整備

新体育館棟竣工により教育環境の整備が進むとともに、防災面でも備蓄がより確実におこなわれるよ

うになるなどの進展があった。今後、予想される直下型地震などに備えることと合わせ、AED や担架、

応急対応品の配置などを確認し、一部で改善を実施した。

大学・高等学院全体を通じてより適切にキャンパス利用をしていくため、全学的な観点から関係者と

協議し、より効率的な施設利用を図ること、教育環境の充実のみならず防災・減災の観点からも今後第

3 期工事を展望していくことが課題である。
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２．２０１７年度計画

2017 年度は、Waseda Vision 150 に基づく学校目標として下記を重点項目として掲げ、学院教育の質の

向上を目指す。

<学校目標>

①各学術院との連携強化と高大接続の具体策の充実

②留学期間を含む 3 年卒業制度の円滑な運用開始と留学への適切な支援の充実

③主体的にライフ・デザインを構想し進路選択ができる施策の充実

④大学での留学やダブルディグリープログラム・国際コースを視野に入れた指導体制・プログラムの研

究と開発

⑤社会・社会人との連携と協働を進め、より開かれた学校を実現する施策の充実

⑥SGH(スーパーグローバルハイスクール)構想の着実な実践と国際交流の充実

⑦SSH（スーパーサイエンスハイスクール）の成果の普遍化と科学教育の充実

⑧中学部と高校の円滑な接続

⑨生徒の個性・能力・希望を育み伸ばす教育を追求する日常教育活動全般の改善と充実

⑩キャンパス整備：施設の適切な運用と第 3 期工事以降の展望

⑪災害への備え、生徒教職員の安全確保

<重点項目>

○知的探究心に基づき、ライフ・デザインを視野に収めた高・大接続と学部進学

「地球市民」としての豊かな教養を涵養するとともに、高・大接続の真価を発揮しうる方策を講ずる。

大学附属高校として、各学術院の学問・研究内容に知的関心をもって進学できるよう、高・大接続の一

層の充実をはかる。上級学年における学部設置科目の先取りや研究内容の紹介に加え、高校入学当初か

ら研究・学問の内容に関心を持てるよう、3 年間にわたる取り組みに拡充する。さらに、進学学部選択

という領域に留まらず、キャリア・プランニングからライフ・デザインまでを視野に収め、生徒各人の

日々の学習と諸活動、体験から得た気づきを意識化し、自らの適性や実績に基づいて、将来像を描ける

ように教育内容を改善し実践する。

○国際交流と留学の充実

協定校（シドニー、ベルリン、サンクトペテルブルク、北京）と COLIBRI・PASCH など外部機関を通

し

た国際交流を充実させるとともに、2017 年度より実働する「1 年間の留学期間を含む 3 年卒業制度」を

円滑に実施する。SGH 活動の一環として、2017 年度はオーストラリア研修を実施し、2018 年度はイギリ

ス研修を検討する。また、中学部における国際交流の機会の拡充に取り組む。

附属校の立場を活かして大学進学前から留学を志し、大学での留学のための準備を進められるようにす

るとともに、ダブル・ディグリー取得など高い志を持つ生徒の挑戦をサポートする指導体制とプログラ

ムの研究・開発を推進する。

○生徒の特性を活かした活動の推進と日常教育活動全般の改善と充実

中学部・高校の双方における教科活動、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

る指導を工夫する。生徒の国際交流、部活動、プロジェクト活動などを支援し、困難なこと、新たなも

のに「挑戦する心」を生徒自らが育んでいける機会を増やし、内容の充実を図る。SSH、SGH、情報教育、

総合的な学習の時間などの取り組みと成果を共有し、理系・文系の独自性を発揮するとともにその枠を

超えた教科融合的な取り組みを模索する。ダイバーシティおよび発達障がいに関する最新の知見を取り

入れ、対応できる態勢をとる。個々の教職員が自主的に新しい授業形態を創造し、研究・研修に取り組

めるよう環境整備を進める。
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Waseda Vision 150 本庄高等学院の将来構想の進捗状況報告

１．２０１６年度報告

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べく具体的な目標の策定を行った。

人文社会学系および理系双方の視点から、グローバル人材開発教育を更に推し進め、アジアの交流校のハブ

および地域のグローバル化の拠点となることを目指す取り組みを行った。

（１）グローバルリーダーとして活躍する人材の育成 －ＳＧＨプログラムを通して－

人文社会科学系プログラムであるＳＧＨ(スーパーグローバルハイスクール)を活用し、大学のコアと

なる人材、グローバルリーダーとして世界の平和や人類の幸福の実現に貢献できる様々な人材育成の活

動をおこなった。

・SGH 活動の 2 年目の中間報告として 2016 年 12 月 19 日～22 日の 4 日間、高校生国際シンポジウム

Pre-WaISEC（Waseda International Symposium on Education and Culture）を主催、国内から 3校、

韓国・台湾・中国から 4 校を招待し、SGH プロジェクトの成果報告や研究発表、コンペティションな

どを実施した。

・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を更に深化させた。例えば台湾の臺

中市立臺中第一高級中等學校は、隔年に本学院を訪問し文化・学術交流を行い、着実な協同成果をあ

げている。

（２）科学教育のさらなる発展 －さくらサイエンスプラン（2016 年度採択）を通して－

・National Junior College(シンガポール)と、SSH を通して構築したサイエンス分野における双方向の

学術交流を 2016 年度も継続して行った。

（３）７年間の高大一貫教育の工夫・充実

・新カリキュラム適用 2 年目において、3 年時における理系コース選択者が大幅増となり、進路選択に

おける文理のバランス化を図った。

・探求型学習指導の実践に向け、卒業論文を週 1時間の「課題探求」の時間として 2017 年度からカリキ

ュラムに組み込むことを決定し、新たな評価方法も確立した。

・学業成績だけでなく、思考力や判断力、意欲、主体性など多面的評価によって学部推薦を決定するＧ

選抜制度の制度設計を行った(2018 年度開始)。

（４）学際型科目の設置、地域の環境を活かした教育の展開

地域の環境(大久保山に位置するキャンパス)を活かし、学際的な教科横断型授業を展開する。

・本学院独自の教科横断型プロジェクトである「大久保山学」をカリキュラム内（「総合的な学習の時間」）

に位置づけ、2017 年度開講の準備を整えた。学際的な知見の習得とともに、知識や学問が教科の垣根

を越えて実際的に活用されることを体験させる。

（５）女子生徒寮新設を核とする全国・世界型募集形態の拡充と男女共同参画に向けた取り組みの強化計

画整備

・Vision 150 の本庄高等学院の将来展望に示したとおり、「全国・世界型」を更に進めるとともに、女

子寮新設（2018 年度竣工予定）を機会に「男女共同参画」にも積極的に取り組んだ。「寮」を有する

直系の附属校としての特色や存立意義を再確認・強化するための具体的な計画の策定に入った。
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２．２０１７年度計画

継承と発展をキーワードにこれまでの教育成果を踏まえつつ更なる革新を遂げ、附属高校としての責務を

果たすだけでなく、アジアの交流校のハブおよび地域のグローバル化の拠点を目指す。

○早稲田大学のＳＧＵを牽引できる人材、グローバルリーダーとして世界に貢献する人材の育成

・2015 年に文科省より指定を受けたＳＧＨ(スーパーグローバルハイスクール)プログラムの 3 年目の活

動を充実させる。

・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、他のアジア各国の高校との文化・学

術交流を深化発展させる。こうしたアジアのトップ校との双方向的且つ実践的交流を通して多様な価値

観を醸成する。

○高大一貫教育の充実

・「課題探求」としてカリキュラム上に設定した「卒業論文」の指導を、学校全体の取り組みとして、そ

の実践を更に強化する。また、論文指導において GEC を含む大学や学部からの協力を組み入れる。具体

的には GEC のライティングセンターからの論文指導や、課題発見のためのアドバイス、研究手法の伝達、

実験の補助、自然科学論文の作成上の注意や完成に向けた相談などのサポートを各学部の先生方や大学

院生から受ける。

・2017 年度より施行の新しい留学制度を整備・充実させグローバル化を推進する。特に高校版の留学の

ための「海外協定校」の開発を留学センターと相談しながら進める。

・学業成績だけでなく、思考力や判断力、意欲、主体性など多面的評価によって学部推薦を決定するＧ選

抜制度を 2018 年度（2019 年学部 1 年生）から開始するにあたり、学部入学後の活躍も何らかの形で追

跡調査できる体制を構築する。

・各学部の「英語学位プログラム」に積極的にチャレンジできる生徒の育成を図る。開校以来受け入れて

きた海外帰国生（2017 年度募集定員 45 名）など、英語上級者を対象とした授業を実施することで英語

力の維持・伸長を図り、進学後に英語による授業履修のみで学位取得できる能力を養成する。

○教科横断型授業、地域の環境を活かした教育の展開

・本学院独自の教科横断型プロジェクトを「大久保山学」としてカリキュラムに位置づけ 2017 年度より

開始する。学際的な知見の習得だけでなく、類まれな自然環境や歴史的遺産を背景に、知識や学問が実

際的に活用されることを体験させる。

○女子生徒寮新設を核とする全国・世界型募集形態の拡充と男女共同参画に向けた取り組みの強化

・Waseda Vision 150 の将来展望にもあるように本学院は将来的に「全国・世界型」を更に進める方針で

ある。寄宿制度が可能な「寮」を有する直系の附属としての存立基盤を強化する。

・全国・世界から集う優秀な女子生徒の入寮を図り、早苗寮と並んで本学院における寮教育の充実を目指

す。

・入試におけるジェンダーバランスを検討し将来的に男女共同参画社会の担い手になれるような教育を推

し進める。

○第 22 回全国私立大学附属・併設中学校・高等学校私立大学附属・併設中学校・高等学校教育研究集会（附属校サミット）の開催

・本学院は 2017 年 10 月に開催される全国私立大学附属・併設中学校・高等学校教育研究集会の開催校とな

る。本事業の企画・立案・運営において早稲田大学の各機関からも協力を仰ぎながら、実施体制を構築す

る。

以 上
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Waseda Vision 150 芸術学校の将来構想の進捗状況報告

１．２０１６年度報告

１．新教育システム計画「スペシャル・マスターコース」の推進

建築デザイン・芸術表現中心の新カリキュラムの詳細計画について引き続き検討を進め、新たなコ

ンセプトに基づく教育テーマの設定、およびそれらに対応する配当科目やその内容、イメージする担

当教員像などについて箇所内における議論を深めた。

また、新カリキュラムに包含する形で、芸術学校から大学院（本学大学院あるいは海外を含めた他

大学大学院）への進学希望者を支援するための大学院進学プログラムについて、その具体的内容の検

討を引き続き進めた。

なお、「Waseda Vison 150 実現のための教員増を伴う学術院等将来計画の支援策」に対する計画調書

において申請した教員の増員計画については認められなかったものの、専任教員および任期付教員各

１名の後任者採用（2017 年４月１日嘱任）が決定し、新カリキュラム実現を支える教員体制の整備に

一定の目処がついた。

２．広報活動の見直し

本学学部に在籍する文系学生を主とした入学希望者掘り起しのため、例年、西早稲田キャンパスで

のみ実施している学校説明会を、新たに早稲田キャンパスと所沢キャンパスにおいても各１回試行的

に実施した。

また、Web 媒体による新たな広報活動として、外部求人情報サイトへの新規広告掲載やインターネ

ット広告の配信などを展開した。併せて、2016 年度始の芸術学校ホームページのリニューアルを機に、

アクセス件数増に向けたコンテンツの充実やタイムリーな情報提供などの対応を適宜行った。

３．学校運営・指導体制の見直し

専任教員および任期付教員各１名の後任者採用決定（2017 年４月１日嘱任）に伴い、これら新任教

員を含めた新たな布陣による 2017 年度以降の学校運営・学生指導体制および職務上の役割分担につい

て検討を進めた。

以上
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２．２０１７年度計画

１．新カリキュラム策定・移行

新カリキュラムの策定、移行について、運営委員会における意思決定手続きを経て、2018 年４月の

運用開始に向けた各種手続きや準備作業を加速し、円滑な移行を目指す。

新カリキュラムでは、「建築とはすべての環境をデザインするもの」という考え方から引き出される

新たなコンセプト“ASSEMBLE”（アセンブル）に基づき、芸術学校の教育をデザインオリエンテッドに

特化した内容に再編することを目指しており、今後このコンセプトから導き出される配当科目や教員

人事等について検討を進め、運営委員会の議を経て確定する予定である。

２．大学院進学プログラム策定

新カリキュラムの導入に合わせ、芸術学校から大学院（本学大学院あるいは海外を含めた他大学大

学院）への進学希望者を支援するための大学院進学プログラムの詳細内容について確定し、2018 年４

月からの開設を目指す。

３．広報戦略推進

2018 年度入学希望者を対象として、新カリキュラムの内容を中核とした広報活動を展開する。これ

にあたり、昨年度に引き続き、西早稲田以外の各キャンパスにおける学校説明会の実施、Web 媒体や

インターネットツールを活用したより効果的な広報戦略の検討、実施について重点的に推進する。

さらには、建築・デザイン関連の組織や団体をターゲットとした広報強化により、芸術学校の知名

度とプレゼンスの向上を図り、それらを通じた学生リクルーティングの拡大を目指す。

４．新カリキュラムを実現するための指導体制整備

2017 年度新任教員２名（専任教員１名、任期付教員１名）を含めた専任教員および任期付教員につ

いて、職務における役割分担の明確化を図り、新体制による学校運営の円滑化、活性化を図る。

また、2018 年度の新カリキュラム移行および大学院進学支援プログラム開設に向けた新たな学生指

導体制の検討を進める。

なお、新カリキュラム移行に伴い、2017 年度以前に入学した在学生への十分な説明、適切な指導や

ケアについても万全を期するものとする。

以上
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