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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⻑期計画「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。2017 年度末現在、プロジェクトは 53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。この実現に向けて、多くの校友、学生、官界、経済界等をはじめとする関

係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、5 年目の活動をAnnual Report 2017 としてとりまとめました。

Waseda Vision 150 は 5年間を 1つのステージとして様々な改革を進めており、2017年度は最初の 5

年間である STAGE1 の完成年度にあたります。本年度のReport では、2018 年度からのSTAGE2に向

けた検証として、これまでの改⾰への取り組みの概況も記載しています。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紹介い

たします。

多様な個性をもった学⽣同⼠が、切磋琢磨する中で個性を伸ばす

本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、この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、この改革の一環として、2017 年度では新たな⼊試制度として『新思考⼊試』

を実施しました。特に、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

る意識を持つ学⽣を⽇本全国から集めることを目的とした「新思考入試（地域貢献型）」については、

全国各地から 323 名の志願があり、10 名が合格しました。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。2019 年度⼊試においても対象学部を拡⼤して実施していきま

す。

必要なときに、必要なことをいつでも早稲田で学ぶことができる

これまでも本学では、エクステンションセンターをはじめとした多様な学びの場を創出してきました

が、「人生100年時代」を⾒据えた社会の在り⽅が問われる昨今、東京・⽇本橋に新たな社会⼈教育の

拠点として、未来を作るリーダーのための共創と学びの場「WASEDA NEO」を開設しました。この

「WASEDA NEO」では、未来を変革する高い志を持った社会人を対象として、現代社会におけるイノ

ベーション拠点として社会変⾰の原動⼒となる次世代リーダーを輩出することを⽬指しています。

「理論」と「データによる実証」の融合による、これまでには無い新しい学問・研究の展開

情報・通信技術の進展により多種多様なデータの取り扱いが可能となったことで、実社会のみならず、

理⼯系・⼈⽂社会系を問わないあらゆる学問・研究領域において、データ科学の重要性が⾼まっていま

す。

http://www.waseda.jp/keiei/vision150sp/
http://www.waseda.jp/keiei/vision150sp/
https://www.waseda.jp/inst/admission/undergraduate/system/wacel/
http://www.ex-waseda.jp/
https://wasedaneo.jp/waseda/asp-webapp/web/WTopPage.do
https://wasedaneo.jp/waseda/asp-webapp/web/WTopPage.do
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そもそも、本学創設者・大隈重信は、社会経済の実態を詳しくとらえたデータ科学に基づく施策の必

要性を訴え続け、1881 年（明治 14 年）に統計院（現在の「独⽴⾏政法⼈統計センター」の前⾝）を

設⽴、⾃ら統計院⻑に就任し、⽇本の統計制度を確⽴しています。この先⾒の明も引き継ぎつつ、デー

タ科学総合研究教育センター（DSセンター）を設⽴しました。

本センターは、私⽴総合⼤学の強みを最⼤限に活かし、理⼯系・⼈⽂社会系の専⾨領域で得られた知

⾒と最新のデータ科学との融合を図るプラットホームを社会に提供することにより、総合知・新しい知

の創造と複雑でグローバルな社会問題解決を⾏うことができる⼈材の育成を⽬指すとともに、⼤学全体

の研究⼒の向上を⽬指します。本学学⽣・教職員の教育⼒・研究⼒の底上げを⾏うとともに、すでに企

業等産業界とも広く連携し、ネットワークを構築しています。

「キャンパスのミュージアム化」の進展

本学ではキャンパスそのものをミュージアムにすることを1つの目標にしており、その具現化として、

既存の坪内博⼠記念演劇博物館、會津⼋⼀記念博物館等に加え、早稲⽥キャンパス 1 号館 1階に「早稲

田大学歴史館」を開館いたしました。

この歴史館では、本学の歴史（過去・現在・未来）に関する資料や情報を、単なる通史の平板な陳列

ではなく、来館者がそれぞれの関⼼に応じて新たな発⾒ができるよう、多様な切り⼝で提⽰しています。

さまざまなデジタル媒体なども活⽤しつつ展⽰内容を随時更新し、テーマ展⽰や企画展⽰等も組み合わ

せて、何度も訪れたくなる知的刺激に満ちた施設となるよう⼯夫しています。

本学は、全国の大学の先頭に⽴ってさまざまな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、従来の改⾰の延⻑・拡⼤では⼗分に対処し切れ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、不退転の覚悟をもってさらに前進することが肝要であると考えています。

本学創設者・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2018 年度からの

Waseda Vision 150 STAGE2においても強い信念を持って貫き、教職員⼀⼈ひとりが将来の早稲⽥⼤

学の命運を握っていることを十分に認識した上で、⼀丸となって改⾰を断⾏してまいります。校友、学

生、政界、官界、経済界等をはじめとする関係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、⼀層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。

早稲⽥⼤学総⻑

https://www.waseda.jp/inst/cds/
https://www.waseda.jp/inst/cds/
https://www.waseda.jp/culture/about/facilities/rekishikan/
https://www.waseda.jp/culture/about/facilities/rekishikan/
https://www.waseda.jp/culture/about/facilities/rekishikan/
http://www.waseda.jp/keiei/vision150sp/
http://www.waseda.jp/keiei/vision150sp/
http://www.waseda.jp/keiei/vision150sp/
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２．2017年度概要－STAGE1 での改革の理念をSTAGE2 へと継承－

2016 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⻑等も含めた「拡⼤推進会議」を設置している。

9 ⽉の上期終了時には、各核⼼戦略およびプロジェクトの STAGE1 における課題点を抽出し、2018

年度からの STAGE2 において残された諸課題を解決するための計画策定を実施、同時に翌年度の予算申

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実施した。

2017年度年間評価の結果は、「○：⽬標達成に向け、実⾏計画通りに進んでいるもの」が 50 プロジ

ェクト、「△：実⾏計画通りに進んでいないもの」が 3 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、2016 年度に引き続き 2017年度も概ね計画通りに実⾏できたと考え

られる。

2017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 9件となり、2018 年度から始まる STAGE2では合計44

プロジェクトを推進している。
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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。

・2017 年度には 3回の入試開発検討会を開催し、入試改革の方向性につい

に努め、全学アドミッションズ会議においても、各学部間における問題点

し、2021 年度⼊試に向けての改⾰準備を進めている。他⼤学の動向や⼤

な部分も残る為、引き続き検討を続けて⾏くが、2018 年の５月頃には、

度、⾼等学校や受験⽣など、⼀般社会に対し公表できる予定。

・本学初の全学統一AO型入試である、新思考入試（地域連携型）を 5学部

ポ科）で実施した。

＜新思考入試（地域連携型）入試結果＞

文構 文 商 人科 スポ 計

志願者 115 36 102 14 56 323

1 次合格者 29 21 37 9 11 107

2 次合格者 12 10 5 5 4 36

最終合格者 2 2 2 1 3 10

・「新思考⼊試（北九州地域連携型推薦⼊試）」も、基幹理⼯学部で初めて実

＜新思考⼊試（北九州地域連携型推薦⼊試）結果＞

志願者＝9名 合格者＝9名

＜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
て各学術院と共有すること

や入試改革の方向性を共有

学⼊学共通テストが未確定

現段階での方向性を一定程

（商・文構・文・人科・ス

施した。

推進本部評価／ ○
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・⼀般⼊試、センター利⽤⼊試の志願者数も 3 年連続で増加となった。

＜2018 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

・志願者 117,209 名（114,983 名） 合格者 13,759 名（15,703 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」）も活発に機能した。「入試実施グループ」では、学部の枠を越えて新思考入試を実施。

⼀般⼊試では試験本部の⿊箱準備・答案整理要領の共通化を実施し、ノウハウやトラブル事例を効率

的に蓄積し、必要に応じて改善策を効果的に展開できるようにした。「国内リクルートグループ」で

は、⾸都圏（東京・神奈川・千葉・埼⽟）を含めた⾼校への訪問を開始。2017年度は全328校を訪

問し、関係強化に努めた。「海外リクルートグループ」においても、新たにタイを加えた10の重点地

域（韓国、台湾、ベトナム、タイ、インドネシア、シンガポール、インド、⾹港、北⽶、欧州）を選

定し、海外拠点スタッフを含む 30名体制（全 10チーム）で活動した。

・学部以外者入試(英語プログラム・日本語プログラム共に)で利⽤可能なオンライン出願システム

の開発については、本学独自開発（を前提にした要件定義を含む）と商用システムの導入とを比較考

量した結果、商⽤システムの⽅に有意性が認められたため、商⽤システムの試⾏的な導⼊を前提にし

た予算申請を⾏った。なお、本格導⼊にはさらなる検証・評価が必要である。

・志願者管理データベースの利⽤率は約 80%となり 100%に近づけるまでには至らなかった。なお、

当該データベースが既存のオンライン出願システムとは別箇独⽴になっている等のため、箇所によっ

ては利⽤するメリットが必ずしも⾼い状況ではないことが明らかになった。このため、オンライン出

願システムの導⼊に際して志願者管理データベースと連動させることにより、利⽤率の向上を⽬指す。

・⾼校での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、⾼等学院は総合選抜によ

る学部進学者は 37 名（志望者 70 名）。本庄高等学院については 2019 年度 総合選抜制度を開始す

る。

・各系属校（5校）についても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の在り⽅を引き

続き提案していく。

・附属・系属校出⾝の早⼤⽣と附属・系属校の⽣徒が交流を持つ場を作り、遠隔の系属校⽣を対象とし

た⼤学⾒学会及び⽣徒向け（⼤阪摂陵、早稲⽥佐賀、早稲⽥渋⾕シンガポール校）・保護者向け（早

稲田渋谷シンガポール校）の説明会を実施した。また、サッカーの交流試合（⾼等学院、本庄⾼等学

院、早稲⽥実業学校、⼤阪摂陵）を通じて横の繋がりを促進した。早稲⽥⼤学への理解と愛着が深ま

ることで進学意欲が高まることを目指す。

・2014 年度（⾼等学院）、2015 年度（本庄⾼等学院）に SGH(スーパーグローバルハイスクール）事

業の指定を受け、グローバルリーダー育成プログラムを推進(5 年間)しているが、本庄高等学院を会

場として2016 年 12 月に Pre-WaISEC（Waseda International Symposium on Education and

Culture）を開催した。これまでに実施された SGHプロジェクトの成果報告だけでなく、海外協定校・

国内SGH校を招いての研究発表やコラボレーションプログラムも⾏われた。

2017 年 7⽉に⾏われた「Kick-off forum」では 9つのプロジェクト参加者が一同に会し、夏季休業

中に⾏うフィールドワークに向けてそれぞれの研修⽬的と内容、事前学習の進捗状況について発表し、

意⾒交換を通じて相互理解を深めた。
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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。

１．教育プログラムの開発・改善

(1)大学全体の教育改善

・GECの英語教育新構想にもとづく科目を新設し、2018 年度の政治経済学部

た準備が完了した。基盤教育科⽬のコンテンツの英語化が順調に進んでおり

は、新たな副専攻制度としてスタートできた。

(2)アクティブラーニング

・各プログラム終了後のアンケートに、箇所横断の共通設問を導⼊し、振り

定方法を一部共通化できたことにより、これまで可視化できなかったプロ

異を⼀定程度把握できた。アンケートの共通振り返り設問について教員が

ムの学⽣への教育効果を⼀定程度、横断的に把握できた。

年 間 報 告
における必修化に向け

、全学共通副専攻制度

返り⼿法および効果測

グラムごとの特徴・差

分析でき、各プログラ

推進本部評価／ ○
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・一方、プログラム改廃等含め全学的体系化を推進するのに必要な、具体的権限を持った組織体の

検討を進める必要がある。

・WAVOCにおいて、ボランティア育成の方針を決め、①マインドの情勢、②ボランティアの意義、

③オリンピック、パラリンピックの意義等について、講座等により学生への情報提供、教育を実

施し、加えて平昌冬季大会にもボランティアを派遣した。2020年に活動するのは、現時点で⾼

校生である生徒であるため、学部生だけでなく附属・系属校の生徒への教育、啓発をする必要が

ある。

・災害ボランティアについては、被災地の状況も変わってきており、関わり方の再考も必要である。

・「社会貢献・ボランティア活動を通じた人材の育成 PJ」については、「⼈間的⼒量の増進 PJ」に

吸収した。

(3)教育の対象の拡大・連携

・WASEDA NEOは、7月 18日にこけら落とし、10月に正式サービスイン。日本橋ブレックファ

ストセミナー、みらい学びラウンジ「パイオニアコミュニティ」、「みらいBlendipity」など。多

くの特徴的なプログラム、複数の受託教育事業を展開し、初年度は760名が受講した。

・学内外の期待にさらに応えるべく、教員、職員を含めた人材の育成・確保を進めていく。

２．教育環境・制度の整備

・クォーターごとの履修保留／継続履修および新規科⽬登録（帰国後登録）の制度を全学で導入する

ことができた。引き続き、科目のクォーター化に伴う課題の共有体制を整える。

・WSS（Waseda Summer Session）については、クォーター制推進という役割を⾒直し、「核⼼

戦略8.世界のWASEDAとしての国際展開」に移⾏した。

・「めざせ！都の⻄北奨学⾦」「紺碧の空奨学⾦」は対象者を拡⼤し、「⼤隈記念奨学⾦」、「⼩野梓記

念奨学⾦」は⽬的を明確化した。

2017 年度から、新規に5件、2018年度から、新規に3件（予定）の奨学⾦を新設。

・学部学生に関しては、Vision 150 の計画に加えて、定員管理の厳格化が求められていることもあ

り、学生数の減少が進んでいる。専任教員の持ちコマ数の適正化については、引き続き検討を⾏っ

ているが具体策の提示までには至っていない。

・テニュアトラックの審査方法の標準化を進め、国際公募を標準とした。

・教員⼈事申請時に採⽤に⾄る過程や公募条件、⼥性応募者数、外国⼈応募者数などを透明化するた

めの報告書(案)を提⽰しており、報告書の利⽤を定常化し、その活⽤を図っていく。

３．海外留学に関するグローバル化対応

・⽂学学術院と単位認定プロセスについての協議を⾏い、夏クォーターでの海外語学研修の単位認定

について他学術院の同様の取り組みにおいてモデルとなる実績を得ることが出来た。また、NPO

法人スタディアブロードファンデーション（SAF）が提供する夏クォーター期間の短期プログラム

を今後提供できるようになる（2019年度より）。

・単位認定を伴う夏季休業期間中の特色のある短期プログラム（フィールドワーク型/インターン型）

を外部留学会社（株）地球の歩き⽅ T&E社と共同開発した。
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・外国⼒基準の実績値（2016.5.1）が 21,329⼈であり、対⽬標値を若⼲（267 人）下回ったもの

の、留学準備講座ではニーズの⾼い TOEFL 講座を前年度より 4講座増設した。

・「海外留学促進 PJ」は、「核心戦略 8.世界のWASEDAとしての国際展開」に移⾏した。

４．留学⽣受け⼊れに対する対応

・⼊学定員厳格化の流れの中で、入学者における日本人正規学生と外国人正規学生の⽐率をどのよう

に設定するべきなのか、さらに検討を進める必要がある。

外国学⽣導⼊プログラムの開設は、対象となる学部・研究科の協⼒が不可⽋であり、負担も⼤きい

ため、実施効果に対する確証は必要である。

短期⽇本語集中プログラムの履修者数の予測が難しく、2018年度は⽐較的安定的に履修者を⾒込

める夏と冬のプログラムに特化する。

・⽇本語教育プログラム修了⽣の 30％が修了後に⽇本で就職・進学するため、今後、出⼝⽀援（就

職・進学関連科⽬の増設、⽇本語能⼒試験対策科⽬の新設）に注⼒する必要がある。

・受⼊学⽣数を安定的に増加させていくため、海外⼤学の指定校推薦制度や学外機関からの委託

制度の拡充が急務である。

・教員増にともない、教員の研究室や教員室（授業準備室）の拡充が必要である。

・「留学⽣受⼊促進 PJ」は、「核心戦略8.世界のWASEDA としての国際展開」に移⾏した。

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） ○
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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。

１．教育内容の公開

・動画制作・配信ツールContents Creation Studioのクラウド化対応を

向上を実施した。

・Contents Creation Studioの利⽤者向けセミナーを試験的に年に 2 回

ズの把握を実施した。利⽤者ニーズの実態に合わせて、広報活動や利⽤

定を⾏った。

・講義動画/資料等公開科⽬数 2,645 科目

・⾃動収録システム利⽤科⽬数：59 科目

・授業⾒学受け⼊れ科⽬数：799 科目

授業⾒学制度や⾃動収録システム、Contents Creation Studioそれぞれ、

は⼀定数おり、徐々に増加しているが、幅広い層に利⽤してもらうための

後の検討事項である。

２．授業におけるGood Practice の普及・展開

・Good Practice 普及のために動画や紹介記事などのコンテンツを制作し

総⻑賞を受賞した授業の紹介記事と紹介動画を各 15 件、教授法に係る動

グアワードのGood Practice 賞を受賞した授業の紹介記事を 15件、合

作した。

・教員相互の FD コミュニティ形成のための Faculty Café を 16回開催し

業実施上の取組について意⾒交換を⾏う形式については、早稲⽥キャンパ

所沢、北九州で合計８回開催し、それぞれテレビ会議システムでの接続

２回実施したほか、参加者決定を例年より早めた海外派遣型 FD参加者

形式で６回の開催となった。16回の延べ参加人数は 272 名であった。

年 間 報 告
⾏い、利⽤者への利便性の

開催し、教員・学生のニー

者セミナーの実施計画の策

コアな利⽤者、ユーザー

広報や、仕組みづくりが今

た。ティーチングアワード

画を 6件、e-ティーチン

計 51件のコンテンツを制

た。今年度は教授法等の授

スだけでなく、⻄早稲⽥、

を⾏った。また、英語版を

による事前研修と合わせた

推進本部評価／ ○
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３．学修ポートフォリオを通じた学習成果の蓄積と公開促進

・学修ポートフォリオシステム（MyPortfolio）を本格稼働した（10月 31⽇）。学内広報、利⽤促

進を実施して、約 1000名がアクセスしている。

・利⽤⽅法・活⽤⽅法の検討を進め、現状では管理主体（学⽣カルテ）としての利⽤ではなく、学⽣

主体の利⽤を推進することとなった。

・学術院単位の授業での活⽤に向けて利⽤ニーズのヒアリングを実施（4 箇所）し、2018 年度より

テスト利⽤を開始することになった。

・学⽣認知度向上に向けて、2018年度学部新⼊⽣に対して、MyPortfolio ガイドブックの配布を⾏

うこととなった。今後、学修ポートフォリオの認知度の向上を図るために、⼊学時点から学修ポー

トフォリオを4年間継続して利⽤を促す体制・仕組みの構築する必要がある。

４．MOOCの戦略的活⽤

・2017年度は当初、3本のコンテンツを製作する予定だったが、1本目は中止、2本目は 2018 年

度開講へ延期となった。3本目のみを2018年 3月に開講する。

・すでに配信した第 1弾、第 2弾講座をSelf-Paced 講座として再開講し、それぞれ担当教員の科目

で利⽤するなど、促進を図った。

・講座ごとの平均受講者数：

第 1弾講座 2,884 名 第 2弾講座 10,015 名 講座修了率：2.38% 受講者満⾜度：80%

・講座製作段階で、製作中断や延期するケースが発生しており運用についての工夫が必要である。

・データ解析⼈材が売り⼿市場となっており、適切な⼈材を迎えることがより困難となっている。

⼈事委員会を⽴ち上げ、今後の雇⽤条件や形態を検討しているが、DSセンターと協働するなど、

新たな策が必要である。

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④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④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④⑤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。

１．「対話型、問題発⾒・解決型教育」普及のための体制強化

（1）教育の質向上に資する新たなTA（カリキュラム TA、⾼度授業 TA）が

・授業の質向上に資する新たな TA制度として、カリキュラム TA、⾼度授業

年度は、8つの学術院（商学、スポーツ科学以外）と 2つの教育研究センタ

研究センター）において、⾼度授業 TA は 1054名（実人数）が配置された

525クラスであった⾼度授業 TA配置授業は、2018 年度については275科

⾼度授業 TAを配置することを決定した。

（2）カリキュラムTA、⾼度授業 TAを活用した教育の質向上の効果を把握

を教員に促す仕組みが機能している状態

・⾼度授業 TA が身に付けるべきスキルを学ぶためのコンテンツを提供した

ツとして「スチューデントジョブセミナー」と「⾼度授業 TAとは」「授業

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

ンドで提供した。また、春学期と秋学期の各期初に、対⾯型の⾼度授業 TA

度である今年度はオンデマンドコンテンツを基礎編、対⾯型を応⽤編とし

米国シアトルのワシントン大学との連携プログラムである Joint-CTLT にお

ーマの一つとして、ワシントン大学に実績のある TA育成方法の共同開発を

的な実施方法について検討を進める。

・上記のオンデマンドコンテンツを受講した学⽣について、⾼度授業 TA とし

めに、大学総合研究センター提供のオンデマンドコンテンツと対⾯研修そ

希望者に対して修了証を発⾏した。

（3）専任教員の持ちコマ数削減の影響と実現可能性を把握し、コマ数削減

各科⽬設置箇所への適切な働きかけが⾏われた状態。

・従来からの⽇本語学位プログラムの科⽬については若⼲減少傾向にあるが

ラムの⽴ち上げや少⼈数教育への移⾏など科⽬の増加要因があり、加えて⾮

目数削減に向けての阻害要因が大きい。

（4）早稲田通り新棟に導入された次世代無線 LAN システムの効果を検証し

けた方針が決定している状態。

年 間 報 告
活用されている状態

TAが活用された。2017

ー（GEC、日本語教育

。2017年度 202 科目

目 522 クラスに対して

し、さらに効果的な活用

。労務上必要なコンテン

設計のポイント」「早稲

教育評価」をオンデマ

研修を実施した。初年

て実施した。

ける研究対象とするテ

提案した。今後、具体

ての採用を促進するた

れぞれの履修者のうち、

に関する指針を固めて、

、新たな英語学位プログ

常勤講師の確保など科

、他号館への導入に向

推進本部評価／ ○
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２．「対話型、問題発⾒・解決型教育」導⼊促進と TA育成

（1）「対話型、問題発⾒・解決型教育」の⼿法導⼊に資するオンデマンドコンテンツが公開され、

FD 実施実績として視聴状況が把握できている状態

・対話型、問題発⾒・解決型教育の⼿法導⼊のための FD コンテンツとして、米国シアトルのワシン

トン大学と連携し、動画コンテンツを制作した。ワシントン大学との共同プロジェクトとして反転

授業形式の FDコンテンツ 7本を企画し、3本制作した。

・オンデマンド FDコンテンツは、全教員が等しく視聴する必要のある動画を、次年度以降に教育⽅

法研究開発委員会で決定、制作して公開することで、実質的な FD参加を進める方針を決定した。

（2）「対話型、問題発⾒・解決型教育」の実態把握がされた状態

・対話型、問題発⾒・解決型教育の実態を把握するために、「対話型教育」「問題発⾒・解決型教育」

に分けて例⽰し、シラバスへの記載をすすめた。

（3）FD研修の実施実績が把握され、教育に参加する常勤教員の３/４が参加している状態

・学部等が独自に実施している FD活動として、学生授業アンケートのフィードバックの状況や、３

つのポリシーと連動したカリキュラム検討などの取組状況を確認した。学生授業アンケートのフィ

ードバックは全学で 78％となり、3/4 となる 75％を超過している。３つのポリシーと連動したカ

リキュラム検討についても各学術院の教授会等で検討が進められており、様々な内容で FDが進め

られている。

（4）カリキュラムTA、⾼度授業 TAの活⽤事例が紹介され、教員が TAを活用した教育の質向上に

利⽤可能な状態

・2017 年度より新たなTA制度として⾼度授業 TAが導⼊されたが、⾼度授業 TA の取り組み事例を

広げるために、⾼度授業 TA 活用授業をリスト化し、大学総合研究センターの Web で公開した。

また、教務担当教務主任が委員を務める「教育方法研究開発委員会」において、学部を挙げた取り

組みの事例として、法学部における⾼度授業 TA活⽤事例を紹介するなど、学内への周知を進めた。

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③⑤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） △
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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。

・授業の質向上に資する新たな TA制度として、カリキュラム TA、⾼度授

年度は、8つの学術院（商学、スポーツ科学以外）と 2つの研究教育セン

究センター）において、⾼度授業 TAは 1054 名（実人数）が配置された

クラスであった⾼度授業 TA配置授業は、2018 年度については275科目

授業TAを配置することを決定した。

・2017年度より新たな TA制度として⾼度授業 TAが導⼊されたが、⾼度

広げるために、⾼度授業 TA活用授業をリスト化し、大学総合研究センタ

た、教務担当教務主任が委員を務める「教育方法研究開発委員会」におい

の事例として、法学部における⾼度授業 TA活⽤事例を紹介するなど、学

・⾼度授業 TA に対するアンケートを実施した。大学総合研究センターの教

いてアンケート項⽬を作成し、教育⽅法研究開発委員会で確認の上、実施

回答数が1054 名中 79名（7.5％）にとどまった。今後、内容の分析を

討していく。

・特に⾼度授業 TAの成⻑を把握するとともに、業務内容を⾼度化していく

ェを年 4回開催し、業務内容に関する意⾒交換等を実施した。また、スキ

めに、2017年度より導⼊された MyPortfolio の活用を検討し、今後の本

を整理した。

・自学自修を促すラーニングアシスタントについて、8箇所（政経・法・

ター・GEC・図書館）で導入された。

・⾼度授業 TA が身に付けるべきスキルを学ぶためのコンテンツを提供した

ツとして「スチューデントジョブセミナー」と「⾼度授業 TAとは」「授業

年 間 報 告
業 TAが活用された。2017

ター（GEC、日本語教育研

。2017年度 202科目 525

522クラスに対して⾼度

授業 TA の取り組み事例を

ーのWeb で公開した。ま

て、学部を挙げた取り組み

内への周知を進めた。

育方法研究開発部門にお

した。初年度はアンケート

⾏い、効果測定の⽅法を検

ために、⾼度授業 TA カフ

ル事例を集積していくた

格導入に向けて、実施方法

⽂・理⼯・社学・⽇研セン

。労務上必要なコンテン

設計のポイント」「早稲田

推進本部評価／ ○
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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」をオンデマンド

で提供した。また、春学期と秋学期の各期初に、対⾯型の⾼度授業 TA研修を実施した。初年度であ

る今年度はオンデマンドコンテンツを基礎編、対⾯型を応⽤編として実施した。

・米国シアトルのワシントン大学との連携プログラムである Joint-CTLT における研究対象とするテー

マの一つとして、ワシントン大学に実績のある TA育成方法の共同開発を提案した。今後、具体的な

実施方法について検討を進める。

・上記のオンデマンドコンテンツを受講した学生について、高度授業 TAとしての採用を促進するた

めに、⼤学総合研究センター提供のオンデマンドコンテンツと対⾯研修それぞれの履修者のうち、希

望者に対して修了証を発⾏した。

・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）を2017年 5月 11⽇より公開を⾏った結果、受講者数 232 名、確認テスト合格者

数 179 名を記録した。また受講数を増加させるため、広報媒体（チラシ20,000 枚）を作成し、教

職員・学生を対象とした全学的キャンペーンを実施した。

・SJC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 34名（課外デスク 8名・厚生デスク 19名・広報デスク7名）

（2017年度：24名（課外デスク 5名・厚生デスク 15名・広報デスク 5名））の学生スタッフを雇

用した。2017 年度よりGSセンターの運営にも 7名の学生スタッフを雇用した。2018 年度はさら

に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 3 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（個別指導の学習塾）と覚書・仕様書を締結し、2017 年 4⽉〜2018 年 3月にかけて

49名（昨年度：91名）の紹介を⾏った。また、これまで紹介してきた全学⽣を対象に実態調査を⾏

った。この結果を踏まえ、適切な学外教育機関の選定のため、2018 年度は、新たな学外教育機関と

覚書・仕様書の締結を図り、更なるスチューデントジョブの創出を⾏う。

・学生参画運営委員（SJC 学生スタッフ・こうはいナビスタッフ・GSセンター学⽣スタッフ）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 2 名の「学生モデル」を作成し、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ている。

・Waseda Vision 150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。2019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。

・大学関連箇所と連携し、早稲田大学アカデミックソリューション272名（2016 年度：313 名）、早

稲田大学プロパティマネジメント43名（2016 年度：32名）、早稲田大学生活協同組合 392 名（2016

年度：366 名）の雇用が実施された。

・試験的に、2017年度の⼤学直接雇⽤のスチューデントジョブにおける給与支払い状況を算出した

結果、年間給与⽀払総額は 990,662,212 円、平均 118,429 円だった。



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

17

・2017年度上期に、教務課、奨学課と連携し、私⽴⼤学等経常費補助⾦の学内ワークスタディ事業

支援への申請を 60名の対象学生に対して実施し、3,140,000 円（440,000 円：2016年度）の補

助⾦を獲得した。

・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「SJC新規企画」、「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 5日・6⽇に⾏われたオー

プンキャンパスにて、学生団体のリーダーが語り合う「WASEトーク（パネルディスカッション）」

と SJC学生スタッフによる「個別相談ブース」を実施し、1,903 名（2016 年度：1,145 名）の参

加者数を記録した。WASEトークでは「学生参画」をテーマとして取り上げ、学生参画活動を受験

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「ワセ会議」を 6月および 12月に開催した。6月の会は、

SJC 学生スタッフと公募で集めた学生（14名）との座談会形式で実施した。12月の会では、「就活」

にテーマを限定し、キャリアセンター職員、学生キャリアアドバイザー（4名）をゲストとして招く

ことで、前提知識を得た状態で議論ができるよう⼯夫して実施した。留学⽣向けガイダンスの問題点

や C-Spaceの有効活⽤⽅法など、当⽇拾い上げた学⽣の声をキャリアセンターに共有した。2018

年度はこれまでワセ会議を通じて顕在化した学⽣の声を、SJC学生スタッフが精査したうえで、提案

としてまとめ、SPECにて協議し、各箇所へ提案する予定。

・2016年度よりWaseda Vision 150 Student Competition（以下、WVSC）の運営にSPEC のメン

バーが加わった。2016年度では、決勝⼤会の当⽇運営など、⼀部分に留まっていた参画範囲を、2017

年度はさらに拡⼤し、WVSC事務局の⼀員として、本格的に運営を担った。定例ミーティングに毎

回出席し、企画段階におけるアイディア出しから募集のためのポスター・チラシの制作、エントリー

時の説明会運営、SNS等による広報展開、タブレットを活用した新規審査システムの導入、決勝大

会当日運営（司会含む）など多大なる貢献を果たした。

・2016年度のWVSCにて銀賞を獲得した「朝食ミーティング」という提案を実現するべく、校友課、

キャリアセンター、学生生活、SPECのメンバーでワーキンググループを結成した。2018年 5月・

6月に実現する予定。

・学生参画・スチューデントジョブの認知度向上を⽬的として、SJC学生スタッフからの提案により、

「SJCランチ会」を2018 年 1月に実施した。ランチの時間を利⽤し、スチューデントジョブの紹

介と個別相談を⾏った。2018 年度はWaseda Vision 150核⼼戦略 2「⼈間的⼒量の増進 PJ」とも

連携を図り、学生参画・スチューデントジョブを始めとした正課外プログラムを周知するための「み

らい設計ガイダンス」を 5月・10月に実施する予定。

・学生の課外活動情報を蓄積するためのデータベース「課外活動データベース」を構築し、61,827

件の情報を蓄積した。

・スチューデントジョブを希望する学⽣に、外国語能⼒やWebsite 作成スキルなどの情報をMy

Waseda の申請フォームから登録するよう働きかけたことで、2017 年 4⽉〜2018 年 3月にかけて

のべ663件、累計のべ 1,158 件のデータが蓄積された。さらに、学生の情報を受入箇所が閲覧する

仕組みとして、専用のサーバーを用いる仕組みを検討していたが、MyPortfolio のショーケース機能
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を利⽤することになった。2018 年度は、申請フォームから蓄積したデータを課外活動データベース

に取り込み、受入箇所が必要な人材をMyPortfolioから検索する⽅法を学内外に周知していく必要が

ある。

・2017年 4⽉〜2018 年 3月におけるSJCのスチューデントジョブ掲載件数が394件（2016 年度：

382件）となった。

・My Waseda お知らせ機能の周知を図るため、Web Site およびその他広報媒体にて学内関係箇所に

周知した。

・学生にサークル活動がMyPortfolio に登録されることを周知し、公認サークルの新規・継続の登録

⽅法の変更を実施したことで、学⽣のサークル活動の情報が正しく登録されるよう改善した。

・学修ポートフォリオシステム（MyPortfolio）が本格稼働した（10月 31⽇）。学内広報、利⽤促進

を実施して、約 1,000 名がアクセスしている。

・利⽤⽅法・活⽤⽅法の検討を進め、現状では管理主体（学⽣カルテ）としての利⽤ではなく、学⽣

主体の利⽤を推進することとなった。

・学術院単位での授業での活⽤に向けて学術院の利⽤ニーズのヒアリングを実施（4 箇所）し、2018

年度よりテスト利⽤を開始することになった。

・学⽣認知度向上に向けて、ほとんどの 2018年度学部新⼊⽣に対して、MyPortfolio ガイドブックの

配付を実施することとなった。

・2018年度新⼊⽣の科⽬登録関係書類として配布される「早稲⽥⼤学キャンパスハンドブック」に、

MyPortfolio の紹介記事を掲載した。

・オープンキャンパス等で配布される2019年度⼊学案内に、MyPortfolio の紹介記事が掲載される予

定。

・キャリアセンターが発⾏している「みらい設計ガイドブック」に MyPortfolio の紹介記事を掲載した。

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③④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、全体として

１）文化・芸術の推進とキャンパスからの文化発信 PJ

・広報室等と連携し、Web サイトや Facebook、Twitter、メールニュース等

を幅広く広報し、10月より文化推進部公式 Instagramも開始した。

・早稲田学報では 50 件以上、CAMPUS NOW では 40 件以上、⽂化事業の

Newsletter ではMuseumWeek、⼤隈祭、百年史、百五⼗年史、早稲⽥⽂化

美濃加茂市との⽂化交流 10 周年事業の各ニュースを発信した。

・文化推進部メールニュースの受信者数は、各種イベント時での広報・イベン

収等により、1,943⼈（前年度⽐ 13%増、当年度⽬標値 1,800 人）に拡大

・学内各箇所との広報協⼒体制も整い、順調に広報の幅を拡げているが、在学

への参加者は総じて少なく、学内に文化事業への関心を高めていくことが課

２）地域との連携による文化発信と施設の有効活用 PJ

・千葉県鴨川市で⼩学⽣対象の「おもしろ科学実験教室」8 プログラムを実施

白河市で本学グリークラブによる合唱コンサートを開催（約 500 名入場）

携事業を計画通り展開した。

・本学⽂化資産の有効利⽤に関連して、新宿⾼野本店ビルで演劇博物館の特別

×ストリート×ジャズ」展を開催（3,675⼈⼊場）。美濃加茂市の「絵を通して

演劇博物館所蔵の浮世絵や會津博物館所蔵の書・写真等を多数提供、早稲田

た、本庄キャンパスにおける考古⺠俗資料等の公開について、2019 年度の

の協議・調整を⾏っている。

年 間 報 告
概ね順調に遂⾏した。

で本学の文化・芸術活動

掲載を⾏い、Vision 150

芸術週間、創⽴記念⽇、

ト実施後のアンケート回

した。

⽣など学内者のイベント

題である。

（180 名参加）、福島県

するなど、14 地域との連

展「ああ新宿 アングラ

⾒る坪内逍遙」展では、

文化の発信に努めた。ま

実施に向けて関係箇所と

推進本部評価／ ○
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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

・文化資源データベースを 2017年 6月中に一般公開した。その後システムは安定的に運用され、大

学のもつ多様な文化資源を学内外に広く発信している。

・公開データベース 49、公開データ数 786,309 件（2018.3.27 現在）となり、2022年度までの⽬

標である公開データベース 50、公開データ数 80万件を前倒しでほぼ達成した。

・百年史Wiki の正式版公開が2017 年 12 月となったので、文化資源データベースはWiki だけでな

く、「早稲田人名データベース」とも連携することとし、2018年度に実現する計画である。

・バーチャルミュージアムの完成形に向けて、全体規模と費用対効果の視点を含め、計画の基本的な

方向と枠組みの案を策定し、情報収集・調査、デジタルコンテンツの試験的作成等を 2018年度計

画に盛り込んでいる。

４）早稲⽥⼤学百五⼗年史編纂 PJ

・百五⼗年史第 1 巻は、Wiki システムの構築等に連動して編纂⽇程を変更した上で、作業を進めた。

第 2巻は、時期区分や取り上げるべき項目の試案を挙げながら、具体的に検討を加えた。

・「早稲田人名データベース」の8⽉までに作成した累計 257 人分の情報と、「戦争犠牲者データベー

ス」の情報を、文化資源データベースに公開した。

・百年史 Wiki について、11〜12 ⽉に学内限定公開を⾏い、修正意⾒を受け付けた後、12 月に一般

公開を開始した。

・百五⼗年史編纂システムの構築については、プロジェクトを⽴ち上げて内容の検討を進め、当年度

は 16回にわたり 100 年史および150年史（通常版）の要件整理を⾏った。

・大学史記要（第49巻）で百五⼗年史編纂事業の進捗と第 3 回大学史セミナーの講演録を掲載した。

10月にはシンポジウム「新しくみえてきた早稲田の歴史―『百五⼗年史』編纂過程の成果と課題

―」を開催し、Vision 150 Newsletter ではWiki 版百年史の公開等について情報発信を進めた。

５）早稲田スポーツの新たな展開 PJ

・スポーツ庁の進める「日本版NCAA構想」において、早稲田アスリートプログラム（WAP）がアカ

デミックサービス、ライフスキルサービス充実の先進事例として取り上げられた。

・スポーツ庁委託事業に採択され、早慶戦の充実化の検討、スポーツアドミニストレータ講座の実施、

米国先進大学の視察、早稲田アスリート学業成績の分析、等の事業を実施した。

・トヨタ⾃動⾞と連携し、原則各部 1 名が参加して、⼯場⾒学や社員とのディスカッション、運動部

員との交流等のプログラムを実施し、企業側・⼤学側双⽅にとって有意義となった。

・WAPセミナーとして、⽇本代表クラスの元アスリートや、⼀流アスリートでありながら、事故によ

り障がい者となった方による講演会を実施した。

・現在実施している内容は、質・量ともに⽇本の⼤学スポーツにおいては、トップクラスに位置付け

られるが、早稲⽥スポーツにおける多くの課題の解決と並⾏して実施していくことは難しく、事業

の選別等を検討する時期かも知れない。

６）早稲田らしさと誇りの探求 PJ
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・早稲田大学歴史館については、計 13 回の設⽴準備委員会、毎週の WG ならびに関連各箇所との意

⾒交換を通して着実に協議・調整を進め、3 月 20 ⽇の開館に⾄った。開館記念セレモニー・レセ

プションを経て、通常の運営段階に入っている。

・今後は、コンテンツの更新とともに、運営体制の構築、寄贈の受入れと収蔵スペースの確保、各種

レファレンス等について、システマチックに対応できる体制作りが必要である。

・スポーツミュージアムについては、⽂化推進部、⼤学史資料センター、競技スポーツセンター、キ

ャンパス企画部等で、コンテンツや運営面等について、本格的に調整・検討を進めていく。

・本年3月の学部卒業式で配布した『大隈重信演説談話集』を 9月学部卒業式においても配付する予

定であり（今回で最終）、『⼤隈重信⾃叙伝』も本年 3⽉に刊⾏した。さらに、両冊を美装ケースに

収めた『大隈重信撰集』（2冊セット）も製作し、歴史館での販売を開始した。

７）ワセダ演劇の発信⼒強化 PJ

・「テレビの⾒る夢 大テレビドラマ博覧会」（2017 年 5〜8 月開催）では、TBS テレビ、フジテレビ

ジョンの協賛・各放送局の協⼒のもと開催した。また、「あゝ新宿 アングラ×ストリート×ジャズ」

展（同 6〜7 月開催）では、新宿駅東口の新宿高野本店ビル 6 Fを会場としてご提供いただき、大

学と地域に根ざした企業との協⼒の元に展⽰を⾏うなど、新しい展⽰のあり⽅を提⽰し、それぞれ

大きな反響を呼んだ。

・どらま館では非常勤嘱託職員を 1 名採用し、招聘公演の実施回数増や初の自主事業の実施にもつな

がった。ただ、劇場の色を打ち出していくには、週 3日勤務だけでは回しきれず、今後は学生スタ

ッフの雇用や有機的な組織体制のあり方を含め検討していく必要がある。

・「早稲田演劇NOW」を年間 3回発⾏し、校友課の協⼒により各種委員会や稲⾨会等で配付したほか、

どらま館前のデジタルサイネージを効果的に活用するなど、多角的な広報宣伝を図った。

・早稲⽥⼩劇場ネクスト・ジェネレーション募⾦は、期限である当年度末をもって早稲⽥⽂化募⾦に

統合し、今後は早稲田文化全体の中でより幅広く支援を集めていく。

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 Next 125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。

・2017 年度受⼊研究費については、総額、科研費、補助⾦、公的の受託

することは出来なかったが、総額として前年度を約 2.5 億円上回り、⺠

2017年度の取り組みが結実し、⽬標値を達成することができた。

さらに、研究の事業化を実現するための間接的経費（間接経費および⼀般

同水準の17億円を確保することができ、総額としては目標未達ではある

保できたといえる。

また、科研費採択件数（新規＋継続）について言及すると、新規採択件数

減となり、それと並⾏して⼤型の種⽬も減ってしまったため、科研費分の研

このため、2018年度は、これまでの取組みで成功した施策については、

略センターと連携しながら実施し、最終的には本学に所属の全研究者が科

課題を保持している状態を目指したい。しかしながら、採択件数、応募件

ためには、各種⽀援策の実⾏だけでなく、教員人事や評価、教員負担軽減

ステムの検討も今後必要となるであろう。

・他方で、Vision 150 を加速化する「⽂部科学省研究⼤学強化促進事業」

筆すべき進捗状況にあり、構想を十分達成でき、今後も大いに発展するこ

高のS評価を受け、当該事業の 2018年度交付予算は前年度⽐ 10%あま

量的指標(科学研究費の獲得状況、研究論⽂の質、国際共著論⽂割合、産学

況、将来構想を指標としており、当該事業を Vision 150 の取組みと一体

と考えられる。

・2018 年度以降は、データサイエンスの融合と強化を図るためのプラッ

科学総合研究教育センター」を本格始動させるとともに理⼯系研究拠点の

館建設に伴うスペースの再配置、オープンイノベーション機構の整備事業

織体制の検討、ファンド組成の準備など産学連携を加速化する各種スキー

⾼度化に努めることで研究費収⼊を伸ばしたい。

・次代の中核研究者の 10 名/プロジェクトに対して、重点的な⽀援を継続

ェクト内で雇⽤していた任期付研究者がテニュアトラックを獲得、さらに

ロジェクトが出てくるなどアウトプットだけでなく、アウトカム的な成果

年 間 報 告
共同研究の各⽬標値を達成

間資⾦の収入については、

管理費）についても昨年と

ものの伸ばすべき収入は確

が減ったため全体として微

究費収⼊も微減となった。

厚みを持った⽀援を研究戦

研費に応募、もしくは継続

数を飛躍的に伸ばしていく

等の在り方も含めた人事シ

の中間評価において、「特

とが期待できる」という最

り増えた。この評価は、定

連携状況)と事業の進捗状

化して推進した成果である

トフォームとして「データ

あり⽅の検討、新 120 号

の申請も踏まえた新たな組

ムを整備し、研究の振興と

して⾏ったことで、プロジ

重点領域研究に発展したプ

も⽣まれた。さらに、今年

推進本部評価／ ○
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度も新たに 1名/プロジェクトを厳選し、次年度は、9名/プロジェクトの⽀援を⾏い、本学の次代を

担う中堅・若⼿研究者の育成を推進する。

・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/チーム間での共同研究クラスタを構築する

「国際研究プロジェクト創出支援プログラム」を継続して運用した。バーミンガム大学との間で、文

学、スポーツ科学、ロボティクス、言語学等の 12分野について共同のプロ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、研究会が活発に開催するなど国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拡充と先⾏分野の推進体制、資⾦計画の強化等を図っていく。これ

らの成果を活かして、アジア・北⽶などの他地域にも発展させていきたい。

また、別の取組みとして、ブリュッセルオフィスの体制を⾒直し、国際共同研究推進のための情報収

集等のネットワーク構築もはかっている。

・2017 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 3 名、国際発信

⼒の⾼い研究業績をあげている若⼿研究者 9 名を厳選し表彰した。本褒賞を通じて当該分野の強化

と研究者のエンカレッジに繋げる。

また、国際発信の取組みとして、昨年から運⽤を開始した「EurekAlert」の積極活用に加え、産学

連携のための動画配信コンテンツの作成も⾏い、研究活動Web に特設ページを新設し配信を⾏う予

定。

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）
○

５）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）
○

６）’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）
○

７）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。

１．「スーパーグローバル⼤学等事業」推進にかかる国際展開戦略の検討およ

・世界中の⼤学・機関と本学との学術交流のデータを集計・分析して可視化し

の国際化促進のための制度やプログラム⽴案に活⽤できるようになった。

・現理事会の任期中に重点的に取り組むべき国際化事業について「海外拠点

実現に向けた取り組み」「留学⽣ 10,000 人実現に向けた取り組み」「国際共

組み」「国際共同教育の⽅向性について」「海外⼤学交流マップ策定」「海外

いて」「国際コンソーシアムの活⽤」の項⽬ごとにまとめ、理事会集中討議

た。

・「国際共同研究推進のための派遣・招聘補助制度」の学内周知・広報を強化し

昨年の 37名と比べ 2倍近くとすることができた。

・「海外への学⽣引率プログラム助成制度」の実施規模を拡⼤するとともに、

加えて学生への旅費補助を追加して実施した。2017年度は派遣教員120名

を海外に派遣した。

２．海外拠点の役割の検討と再編

・本学の情報を発信しているWASEDA USA News letterについて、本学に留

の購読者を増加させた。また、News letterに留学経験がある⽶国⼈学⽣か

とで、購読者層の拡大を図った。

年 間 報 告
び再構築

たマップを作成し、⼤学

の整理・再編」「全員留学

同研究推進のための取り

キャンパスの⽅向性につ

（2018.3.10）で報告し

、利⽤者は 70 名に上り、

引率教員への旅費補助に

に助成し、994 名の学生

学経験がある⽶国⼈学⽣

らの寄稿⽂を掲載するこ

推進本部評価／ ○
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・バンコクオフィスの活動として、学部広報に加えてチュラロンコーン大学での留学フェア参加をはじ

めとした大学院広報を拡充した。また、プーケットでの留学フェア参加など、地方都市にも広報を拡

大し、今後の学生募集活動拡大に向けた礎を築くことができた。

・ブリュッセルオフィスの活動として、研究者ワークショップを4件実施した。ワークショップの

参加者は、本学とブリュッセル自由大学（ULB）の研究者に留まらず、ULBの研究者ネットワー

クを活用し、欧州域内の大学（第三者機関）の研究者も含む。ワークショップに参加した本学研

究者には、研究戦略センターURAと連携して JSPSの⼆国間交流事業等の競争的研究資⾦への応

募や、共著論⽂の執筆などへと結びつける活動を展開している。

・ブリュッセルに拠点を構える欧州の高等教育機関（約 30機関）から構成されるコンソーシアム

「Unilion」に加盟した。同コンソーシアムを通じた情報交換により、EUの様々な助成プログラ

ムに関する情報を入手する基盤が整った。

・各海外オフィスにおける規約等について、各国毎の諸事情は配慮しつつ、法務課の協⼒のもと、統⼀

的な形に整えることを進めている。

３．研究⼒強化の国際展開戦略の検討

・2017 年度より、ＩＲＰ部会（国際共同研究推進部会）のメンバーを、学事統括常任理事、研究推進

担当理事、国際担当理事、各部⻑も含めた構成に拡充し、箇所を横断した迅速な情報共有と判断がで

きる体制とした。

・ドイツ学術交流会（DAAD）との共同事業を継続して実施した。昨年度より 4 件多い 11 件の応募が

あり、DAADとのテレビ会議による合同審査を踏まえて 3件の採択を締結した。

・DAADとの共同事業の成果を踏まえ、ボン大学（ドイツ）、ブリュッセル自由大学（ULB）（ベルギー）

との間で国際共同研究を促進するための研究者相互派遣・受⼊を⾏うプログラムをそれぞれの⼤学と

⽴ち上げることで合意した。

・「英語論⽂投稿⽀援助成制度」を「学術論⽂に係る補助制度」に統合し、⽀援対象資格を若⼿研究者

（上級研究員・主任研究員・次席研究員・研究助手・日本学術振興会特別研究員（ＰＤ、ＲＰＤ））

に拡大した。

４．国際化のためのガバナンス・財政

・外国人研究者の受入増加に対応するため、受入業務の定型化をさらに進めて受入業務の外部への委託

範囲の拡大を図り、受入学部・研究科との事務連絡・調整業務の外部委託を⾏った。2017 年度は計

画を上回る 333名の外国⼈研究者の受⼊を⾏った。

・⽶国の校友・稲⾨会とのネットワークの維持を⾏うともに、本学に留学経験のある⽶国⼈のネットワ

ーク調査を開始した。また、インディアナ大学のファンドレイジングスクールに現地社員を参加させ、

得た知⾒をベースに、具体的な⽅法や計画づくりに着⼿した。

・総⻑室と国際部とのファンドレイジングに関する定期的な打合せを開始した。

５．国際発信機能の一層の強化

・本学の魅⼒を海外に向けて 13 か国語により発信する海外向け情報サイト「WHYWASEDA?」に続い
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て、2017年度に「早稲⽥」で学ぶための基本的な情報をまとめた「HOW to WASEDA?」を開設し

た。英語で学位が取得できる 7学部 13 研究科の紹介や最新の研究ニュースを発信することにより、

本学に興味を持った学生がさらに詳しく知るための Portal site を確⽴した。なお 2018 年 2 月に

「WHY WASEDA?」の英語版について、最新のデータに更新しリニューアルオープンした。

「早稲⽥」で学ぶ魅⼒を本学留学⽣が伝える「Catch Your Dream –Study in Japan-」を作成し、

配信するとともに、東アジアを中心に 8か国・地域において放送した。また、台湾で開催された地域

交流フォーラムで放映する等で活⽤した。

・Science 誌に本学の SGUへの取組みと７拠点の研究活動等について、３月に連続４回に分けて発信、

掲載した。また、Science 読者５万人に向けてメール配信、e ブックレットの作成によりインターネ

ットを通じても発信した。

・英⽂ニュースの発信は昨年より若⼲減少したが、約 310 本に上り、Pv 数も Application に関するニ

ュースが 4,000pv を超えたほか、本学の国際化や大学紹介動画なども 4,398pv を超え、30 本以上

のニュースが 1,000pv を超えた。

・アメリカ科学振興協会（AAAS）が運営し、情報の二次展開が期待されるオンライン上のプラットフ

ォームEurekAlert!において、10件のリリースを⾏ったところ、1つのリリースにつき1,000〜2,300

の pv 数を数えた。

・本年度も引き続き、海外拠点の協⼒のもと、海外在住の校友や協定校等を対象としたWaseda Digest

を発⾏し、本学英⽂サイトへの誘導をはかった。メールマガジンWaseda Digest の送付先は 4,348

を超え、そのうち約 25.15%が開封し、さらに約 6.91%が本学サイトを訪れている。調査機関によ

ると⼀般的なメールマガジンの平均開封率 10〜15%、平均クリック率 2〜3%とされており、平均に

⽐して開封率、クリック率ともに⾼い。

・昨年 10月に開設したインドネシア語による Facebook ページは、順調にファン数を増やし、80,000

を超える「いいね!」を得ている。

・2017年度の英語トップページ PV数は 540,750、月平均 PV数 45,062 、英語ニュース全体 PV数

275,518、英語ニュース本数 314、１本あたり平均 PV数 233.6pv 数と目標をほぼ達成できた。な

お、海外プレスリリース本数は 18本と 2016年度に⽐べて微減した。

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） ○

２）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

３）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。

・2018年 4月より開講される新しい副専攻（全学副専攻）については、従来

医療」に⽐べ、多くの学部の科⽬を指定科⽬に加え、全学を巻き込んだ学

きた。

・健康・医療推進について、研究⾯では東京医科⻭科⼤学との連携ワークシ

も継続的に新たな連携構築に向けて協⼒していくこととしている。

・重点領域研究については、今年度で満5年を迎えた「アクティヴ・エイジ

終評価を⾏った。また、既存の領域（「医学を基礎とするまちづくり研究

所」等）については学会発表やワークショップ開催等、実績を作り、分野

ことができた。

・研究者側からの提案による⽅法（課題領域提案型）を適⽤し、2017 年度

沿って事業を進めることができた。また、2018 年度開始の 3課題につい

ージャー（PM）のマネジメントの下、作り込みを⾏い策定した。

・平成 29 年度私⽴⼤学研究ブランディング事業に採択され、この事業を動

構の中に新たな研究プロジェクト「医理⼯社連携社会デザイン研究所」が

・2017 年 4 月、第Ⅲ期「早稲田バイオサイエンスシンガポール研究所（W

環境・⼈員体制等の整備を⾏い、がん・創薬関連プロジェクトとエイジン

的に開始した。

・シンガポールのファンディングエージェンシー・研究機関（SP、NTU、N

を深め、共同研究を推進した。

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
の全学共通副専攻「健康・

際的な副専攻として構成で

ョップを 2 回開催し、今後

ング研究所」について、最

所」、「環境経済・経営研究

連携支援を滞りなく進める

は 3課題が始動し、計画に

ては、プロジェクト・マネ

かすために重点領域研究機

始動した。

ABIOS）」が始動し、研究

グ関連プロジェクトを本格

US、NUHS等）との連携

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。

・⼤学教員と⾼校教員ともに役割を明確化したことで、専任教員の嘱任に際

役割を説明することが可能となった。

・学術院支援策に関して学術院との懇談を重ねる中で、教員公募の普及のた

化をはかるとともに、教員の採⽤に関する報告書を利⽤することでより良

化・透明化を進める準備を⾏った。

・職員に関しては、多様な職員採用、人材育成（新たな SDプログラムの開

備）を進めた。数値⽬標は概ね順調に達成されつつあるが、「外国⼈職員等

は増加しているものの、⽬標の達成に向けて更なる取り組みが必要である

施については、職員組合と10回にわたり団体交渉を重ねたが、新制度の合意

2018 年度は、職員組合に対し団体交渉の設定を数多く求め、これまでの争

けた交渉を積極的に推進する。また、団体交渉の状況や局面に応じ新制度の

とも想定していく。

・業務構造改⾰における経理処理業務の⼀体化では、処理コストの軽減など

RPA：Robotic Process Automation（⽀払請求、振替の⼊⼒業務等）の導

の効率化や業務の正確性の向上を実現したうえで、業務体制を⾒直すこと

・新財務システムは、当初計画していた 2017年 4月からの稼働を延期し、

働に向けて開発を実施した。

・出張システムは、研究支援・財務システムの稼働延期により、学内課題の

断し、学内課題の検討のうえ本稼働に向けて開発を再開した。2018年3⽉末

・人事システムは、詳細計画フェーズを 2ヶ⽉延⻑したものの、稼働準備フ

当初予定の 2018年 10月稼働に向けて開発を進めた。

年 間 報 告
し、箇所⻑より個々⼈に

めに実施方法などの共有

い教員採⽤⽅法等の共有

発、国際化推進体制の整

の⼈数」は、前年度⽐で

。職員⼈事諸制度改⾰の実

実現には⾄らなかった。

点などをもとに合意へ向

導⼊を段階的に進めるこ

も鑑み、現体制のもとで

⼊を進め、経理処理業務

とした。

計画を再検討のうえ本稼

再検討のために開発を中

までに開発を完了する。

ェーズを短縮することで

推進本部評価／ ○



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

29

・⽂書管理システム・ワークフローシステムは、箇所間協定事前相談の運⽤をワークフローシステム

上に構築を完了した。⽂書管理システムの機能を利⽤した研究⽀援システムおよび出張システムの開

発を進めた。

・ペーパーレス会議システムは、2017 年 9⽉の経営執⾏会議より本稼働し、引き続き、部⻑会、理

事会、本部部⻑・学術院事務⻑連携会議、理事会集中討議においてペーパーレス化を進めた。

・教務事務システムは、給与計算に必要となるコマ数情報を教務システムから新人事システムへデー

タ自動連携が可能となるようにシステム設計を実施した。

・IR担当者連絡会で EM(Enrollment Management)IR の全体像の具体化について検討を進めた。

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。

１．事業の PDCA サイクルの財務政策への反映

■事業・財務計画会議の実施

2017年度は 4回実施し、事業計画をふまえた予算編成方針を策定した。

実績をふまえた計画となっていないとの指摘もあり、予算策定時期や予算

を残した。また、予算・実績の乖離縮⼩に向けた取組みについても⼀層推

■中期計画の策定

施設設備計画、情報投資計画、学費について中期的な視点から策定した。

引き続き、人員計画等の策定（総人件費のあり方）について検討していく

■その他、課題と課題解決のための諸施策

○⼀般管理費の配分ルールの⾒直し

△法⼈からの統制バランスの実現（横串による検証機能）

△各種基⾦の効率的かつ柔軟な運⽤の実現

○個別案件の検討ではなく、プロジェクト全体像として経営判断すること

△常時募⾦体制の構築（個別 PJ）

○校友会認知度向上（個別 PJ）

２．事業別予算制度の構築

■新財務システムの稼働に向けた進捗状況

○稼働ができない原因を第三者による検証により究明し、リプランを策定

○CIO、CFOをはじめとした経営トップ層による強⼒な推進体制を構築し

○RPA 等の新しい取組を導入し、働き方改革の一環施策として全学的に導

年 間 報 告
編成のあり方について課題

進していく必要がある。

必要がある。

の提案

した。

た。

入。

推進本部評価／ ○
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○説明会の実施、テストの実施、マニュアルの整備等の事前準備の実施。

○2018年 4月稼働。

2018年度は新財務システムを最⼤限に活⽤し、各事業別予算上限の設定・事業別投資総額の検討・

定量的な評価の検討等に着⼿していく予定。

３．経常収支差額50億円の⽬標、財政規律保持のための財政指標の設定

■経常収支差額 50億円の目標+財政規律保持のための財政指標の設定

○教育研究環境の継続的な維持発展のために必要な最低限の資⾦を確保する、という考え⽅を継続

し、2018 年度予算を策定するうえでは、財政指標を経常収⽀差額 50 億円（一般財源 20 億円）

とした。

○中⻑期的な資⾦確保のため、教育活動外収⼊の増加に向けて具体的な検討を⾏った。

エンダウメントの⽴ち上げ（2017.12 理事会決定）、経営の継続性を予算面で担保するための財政

指標を検討していく必要がある。

■教育活動外収支差額の増加

○教育活動外収入 32億円（2017年実績）→外部委託運⽤⽐率の引き上げで更なる増⽬指す

△寄付⾦の増加（個別 PJ）

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） ○

２）あるべき学費体系の検討PJ（***,教務課） ○

３）常時資⾦獲得体制の構築PJ（***,渉外局・募⾦課） ○

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⑬でも検討しているプロジェ

クト

５）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。

１．学術院体制の検討およびグローバルエデュケーションセンターとの連携推

・前年度に引き続き教員増を伴う学術院⽀援策を実施し、教務部との懇談を⾏

学術院の計画をまとめ、計画実施のための⽀援を⾏った。

・GECにおいて、新たな副専攻制度の構築と共に全学オープン科⽬の体系化を

実施に向けて準備を⾏った。また、各学部等で設置している英語学位プログ

で⾏う科⽬)について、他箇所でも共有することを目的として可能な範囲でオ

・英語教育については、前年度から開発を⾏っていたプログラムを 2017 年度

設置した。

２．事業評価制度の全学的運⽤

(1)⼤学運営事業（事業評価制度）

・2018年度からのWaseda Vision 150 STAGE2の新書式においては、各核

おける評価指標の明確化を図るため、KPI・プロセス指標を導入した。合わ

接経費についても記載をするようにし、Vision 150 の施策に伴う関連する予

評価を⾏えるようにした。

・新規事業評価については、Vision 150 の STAGE2 のサイクルの中に新規事

づけその実施に当たっては、推進本部等の場を設け、その後の検証において

に盛り込むこととするなど、新規事業評価の実質化を図った。

(2)教育研究事業

・2017年 6月の教務部の改組に伴い、大学点検・評価委員会の所管が経営企

は、教育・研究の点検評価は教育企画課が担いつつ、法人課、経営企画課の

学点検・評価業務を実施していくことを確認した。

・2013年に受審した⼤学基準協会の認証評価での指摘事項に対する 2017 年

年 間 報 告
進

いながら全学的⾒地から

⾏い、2018 年度からの

ラムのための科⽬(英語

ープン科目化を進めた。

から GEC の科目として

⼼戦略・プロジェクトに

せて、書式においては間

算も示し、大枠の中での

業評価もあるものと位置

は、Vision 150 の総括書

画課に移管された。今後

3課による合同体制で大

5月時点での取り組み内

推進本部評価／ ○
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容について、改善報告書として取りまとめ、提出を⾏った。

・内部質保証に対応するための 3 つのポリシーの再検討を含めた自己点検・評価体制の構築を、2017

年上期に各学術院に依頼し、各学術院内での検討結果について意⾒交換を⾏う場として、2018 年 3

月に第 5回教育に関する懇談会を開催した。

(3)Waseda Vision 150

・2016 年度の実⾏状況に鑑み、各核⼼戦略・プロジェクトから提出された 2017 年度計画および関連

予算の精査を⾏い、2017年度の実⾏計画を決定した。

・Waseda Vision 150 は 2017 年度で STAGE1 が終了することから、STAGE1 の総括の第 1段階とし

て課題項目を 9 月にまとめた。この課題項目をそのままとせず STAGE2 で解消することを念頭に⼊

れた2018 年度計画策定を 7⽉〜10 月にかけて実施した。

・2018 年度からのSTAGE2においては、各核⼼戦略・プロジェクトにおける施策の効果を可視化する

ため、KPI およびプロセス指標を導入し、Vision 150のさらなる加速化を⽬指す準備を⾏った。

３．早稲田ブランドのさらなる強化

・Webサイトについて、2017 年度はよりユーザーに届きやすく効果的に発信できるようトップページ

のタグの改修、ヘッドライン・Editor's Pickの有効利⽤などさらに改良を加え、情報発信のインタフ

ェイスとして相応しいサイト構成を構築した。

・ブランド強化の施策の一つとして、地方との連携強化を図った。具体的には、校友連携プログラム等、

地⽅で展開している本学の特⾊あるプログラムについて地元メディア（新聞）に情報提供し、河北新

報や北國新聞等の紙⾯掲載に⾄った。また、本学の地域連携の取り組みを JR 東海「WEDGE」や日本

航空「SKYWARD」に掲載し、幅広く周知した。

・国内のランキングを⾒る限り、早稲⽥ブランドのさらなる強化はできつつあるが、その⼀方で、本学

は積極的広報が十分ではないとの評価もある。それを打開すべく外部人材を活用することにより広報

室内に広報戦略担当チームを結成し、よりアクティブに早稲⽥を内外にアピールしていくことを決定

し、2018 年度に具体化することとした。

４－１．情報セキュリティ強化

・情報資産管理・検査、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、2017 年度に計画をしていた取組は実施・完了した。2017 年度

以前より取り組んでいる情報資産管理・検査や標的型攻撃メール訓練は、実施状況を踏まえた継続

的な改善と定着を図ることができた。今後もセキュリティに係る最新動向を注視し、ユーザの利便

性とセキュリティリスクの両観点を踏まえた「セキュリティ対策の⾼度化」を継続していく必要が

ある。

・教育研究活動における情報の取り扱いに関するガイドラインについては、当初目標の2018年 3月

完成に至らなかったものの、その他の「セキュリティの強化」施策のStage1 における当初計画は、

2018 年度をもって、概ね完了する予定である。2018 年度以降は、教育研究活動における情報の

取り扱いに関するガイドラインの策定を含めセキュリティ強化施策を情報企画部の定常業務とし



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

34

て位置付け、継続的に実施・評価し、⾒直しを⾏う予定である。

４－２．事業継続性確保

・次期共通 IT 基盤への移⾏が当初計画通り 40%完了している。また、災害対策として

DisasterRecovery サイトであるパブリッククラウド（Amazon Web Services）に順次サービス

を構築しており、定められた復旧レベルに応じた復旧⼿順が確⽴した。

・「事業継続性の確保」施策の Stage1 における当初計画は、2018年度をもって、概ね完了する予定

であり、Vision プロジェクト施策から情報企画部内のプロジェクトとして位置付け、総務部が設置

した大学 BCPプロジェクト会議での検討に基づき、大学 BCPに応じたシステム復旧対象と復旧レ

ベルの⾒直しを進める予定である。

５．大学ガバナンス強化

・懸案事項である権限規則等については、職務に対する権限と責任を明確にしたうえで早急に制定・整

備していく必要があることから、総務部が中心となり、権限規則整備の加速化を図るための推進体制

（加速化タスクフォース:加速化 TF）を 12 月に発足させた。

・権限規則は、新たに制定する本則および現⾏の「諸会議付議基準」を再整備した別表により構成し、

法人諸会議体における意思決定権限と職位による職務権限の区分を明確に規定し、2018 年 10 月 1

⽇施⾏を⽬指すこととした。

・評議員会のもとに「役員報酬制度検討委員会」を 2017年 7月に設置し、10月評議員会において同

委員会からの報告書を承認し、理事会へ答申した。理事会はこの報告書の精神を最⼤限に⽣かした制

度を作り、次期理事会が制度運⽤を⾏えるような新たな役員報酬制度を整備することとした。

・役員報酬制度整備の第⼀段階として、総⻑の処遇に関する規則を 12 ⽉に決定し、総⻑の職務専念等

について定めた。

６．ダイバーシティ推進体制の強化

2017 年度は STAGE2 に向けた推進体制の整備と具体的な取り組みを含む 11項⽬の年間⽬標を設定

した。その中で特筆すべき事項は以下のとおりである。

・早稲田大学ダイバーシティ推進宣言を策定し公表した。

・ダイバーシティ推進委員会の構成に、主要4キャンパスから1名ずつ学術院⻑を加える等の⾒直しを

⾏った。

・GS センターを含むスチューデントダイバーシティセンターが発足し、セクシュアルマイノリティ学

⽣の不安軽減や理解者を増やす取組を中⼼に活動した。

・⼥性教員⽐率向上に資する取組として「教員の育児⽀援に関する申し合わせ」を改定し、これまで配

慮するのみで留まっていたところを⼤学が何らかの措置を講じることを明確化した。

・ダイバーシティ・男⼥共同参画について構成員の意識向上をめざすため、シンポジウムや講演会等を

11 回開催し、参加者数は 560 名となった。
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関連するプロジェクト 推進本部評価 備考

１）学術院体制検討PJ（**,教務部） ○

２）事業評価制度・新規事業⽴案の構築 PJ（***,法人課、

経営企画課）
○

３）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

４）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）
○

５）大学ガバナンス検討 PJ（***,法人課） ○

６）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、近隣地域住⺠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。

１．新しい研究コミュニティの創出と再編成

・外部資⾦の更なる獲得のための研究スペースの確保と産学連携拠点の整備、さ

の拡充と⻄早稲⽥キャンパスの狭隘化を解消するため、研究開発センター1

えて約 17,600 ㎡の大型研究施設を建設することを決定した。2020 年 4 月

2018 年 1月より建設工事を進めている。

・2016 年度に引き続き、理⼯学術院における国際的な研究⼒強化、新たな研究

イノベーション推進を目的として設置された 7 つの重点研究領域の研究拠点

パスを中⼼に⾏った。

・全学横断的なデータ科学の教育研究と人材育成等を目的として新設された「デ

センター」の活動拠点を 40号館内に整備した。

２．早稲田の歴史資産を活かした新たなコミュニティの創出

・1号館 1階を大規模改修して、本学のステークホルダーや学内外の様々な方に

去・現在・未来）にかかわる情報や資料等を展⽰する「早稲⽥⼤学歴史館」

した。これにより、本学の成果と実績を次世代に遺し、本学の個性や魅⼒を再

場を作り出した。

３．新しい教育コミュニティの創出と再編成

・対話型、問題発⾒・課題解決型授業を⾏うための教室を充実させるため、7 号

修⼯事を⾏った。多様な形態のラーニングコモンズを整備した 7 号館 1 階（

がら、学生間の学修コミュニケーションの促進が期待される。

・2017 年 5⽉に学⽣⾏動調査（キャンパス内（屋内外）での学⽣の移動ルート

の過ごし⽅、施設満⾜度などを把握するための調査）を実施。そこで得られ

14 号館 3 階や 15 号館 1階の什器更新を実施し、学修環境の充実とコミュニ

年 間 報 告
らには研究⼒強化施設

20-2,3,4 号館を建て替

の供用開始に向けて、

分野の創出、オープン

整備を⻄早稲⽥キャン

ータ科学総合研究教育

向けて、本学の歴史（過

を 2018 年 3 月に開館

認識し発⾒してもらう

館3階フロアの教室改

W-space）と連動しな

、⾷事場所や空き時間

た分析結果と知⾒から、

ケーションスペースの

推進本部評価／ ○
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拡充を図った。

４．ダイバーシティを尊重した施設整備の推進

・性的マイノリティーの相談窓⼝や交流の場として新設された「GSセンター」の活動拠点を10号館 2

階に整備した。

・学内のバリアフリー化の充実を進めるべく、早稲田キャンパスを中心に、だれでもトイレの新設（4

号館､7 号館､16 号館）とだれでもシートの設置（10号館、19号館）、出入口の自動ドア化（4号館、

6号館）、スロープや手摺設置（4号館、6号館、29-4 号館）を実施した。

５．大学資源を活用した地域コミュニティの創出と再生

・「大学のあるまちづくり」として本学に何ができるか、「大学と地域が共存共栄できるまちづくり」と

して何をするのが効果的かを模索した。今後は、地域や⾃治体とどのように連携し、巻き込んでいく

かが大きな課題である。

・2019 年 3月完成予定の早稲田アリーナについて、⼾⼭の丘（屋上庭園）をはじめとして、学⽣たち

の集まるラーニングコモンズやスポーツミュージアムを整備するなどして、学生や教職員はもとより、

校友や地域住⺠の憩いの場としても居⼼地の良い空間づくりを進めた。

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

2017

実績／

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

人

*2016/11/1

時点

40,719人／

40,000人

*2017/11/1

時点

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人

*2016/11/1

時点

8,268人／

9,761人

*2017/11/1

時点

15,000

人

合

計

53,331

人

52,200

人

51,673

人

50,793

人

49,754

人

48,987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

人

*2017/

3/23時点

47,305人／

42,000人

*2018/3/31

時点

80,000

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。
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２）教員数（学部・大学院）

2012

実績

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績／

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人

*2016/4/1

時点

1,697人

／1,700

人

*2017/4/1

時点

2,000人

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 1:29 1:29／

1:30

*2017/4/1

時点

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

2017

実績／

目標

2032

目標

①外

国人

学生

（受

⼊留

学

生）

各年

5/1

時点

4,331人 4,415人 4,766人 4,917人 5,066人 5,413／

7,000人

10,000人

(20%)

年度

通算

5,490人 5,827人 6,404人 6,690人 7,156人 7,476人 12,700人

②派遣留学

生

2,541人 3,134人

*2014/3/3

1時点

3,262人

*2015/4/1

時点

4,195人

*2016/3/31

時点

4,086人

*2017/4/1

時点

4,439人／

5,000人

*2018/4/5

時点

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人

*2016/4/1

時点

152人／

180人

*2017/4/1

時点

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･⻑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。
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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

2017

実績／

目標

2032

目標

①⼥

子学

生

（学

部・

大学

院）

35%

(18,800人)

35%

(18,353人)

*2013/11/1

時点

36%

(18,409人)

*2014/11/1

時点

36％

(18,377人)

*2015/11/1

時点

37％

(18,286人)

*2016/11/1

時点

37%

(18,159人)

／40%

(19,900人)

*2017/11/1

時点

50%

(25,000人

/50,000人)

②⼥

性教

員

13%

（226人）

15%

(246人)

*2013/4/1

時点

15%

(258人)

*2014/4/1

時点

15％

(260人)

*2015/4/1

時点

15％

(254人）

*2016/4/1

時点

15%

(263人)

／18%

(300人)

*2017/4/1時点

30%

(600人)

③⼥

性職

員

32.1%

(344人

/1,073人)

34.7%

(382人

/1,102人)

*2014/3/31

時点

34.0%

(375人

/1,103人)

*2015/3/31

時点

36.8%

(418人/

1,135人)

*2016/3/31

時点

37.3%

(427人人

/1,145人)

*2017/3/31

時点

36.9%

(416人

/1,127人)

／37%

*2017/4/1

時点

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

2017

実績／

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% 14.8% 14.9%

／

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%

大学院

89%

学部

55%／

46%

大学院

88%／

83%

学部50%

大学院80%
達成
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50

名

以

下

学部

*81%

大学院

*98％

学部

80%

大学院

98%

学部

80%

大学院

98%

学部

81%

大学院

98%

学部

82%

大学院

99%

学部

84%／

83%

大学院

98%／

97%

学部85%

大学院95%

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%

大学院

2%

学部

16%／

17%

大学院

2%／

3%

学部15%

大学院5%

③LMS利⽤

授業⽐率

*61% 87% 87% 83% 84% 84%／

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%

大学院50

%

学部

29%／

40%

大学院

54%／

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%

大学院

17%

学部

11%／

20%

大学院

18%／

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。

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。
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・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

2017

実績／

目標

2032

目標

①学部 20,258 20,408 20,238 19,347 19,171 19,386／

17,219

15,194

②大学院 12,472 12,087 11,816 7402.5 6663.5 6,926／

12,137

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

2017

実績／

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

103.8億

円

106.5億円

／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

2017

実績／

目標

2032

目標

①寄付⾦ 32億円 43億円 36億円 43億円 37.6億

円

37.5億円

／45億円

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。
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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

2017

実績／

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%

(約61.2万

人)

34.7%／

36.8%

(約62.2万人)

／（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 115 号 2017/04/12 第 1回 Faculty Cafe 開催のお知らせ

第 116 号 2017/04/13 本学が提供する edX講座第二弾実施報告会

グローバルMOOCs における世界初の日本語講座

「Japanese Pronunciation for Communication」

第 117 号 2017/05/09 第 2回 Faculty Cafe 開催のお知らせ

第 118 号 2017/05/15 第 5回WASEDA e-Teaching Award 表彰式・講演会のお知らせ

第 119 号 2017/05/17 佐賀市⼤隈重信記念館 開館 50周年記念

「大隈祭」開催

第 120 号 2017/05/18 予想外が待っている！！－Museum Week 2017 開催－

第 121 号 2017/05/26 第 3回 Faculty Cafe 開催のお知らせ

第 122 号 2017/06/27 第 3回 CTLT×DCC産学交流フォーラム

大学総合研究センター設置プロジェクト報告会開催のお知らせ

第 123 号 2017/06/28 第 4回 Faculty Cafe 開催のお知らせ

第 124 号 2017/07/03 「早稲田大学ダイバーシティ推進宣言」の公表と

ダイバーシティ推進室開設 1周年シンポジウム

「ダイバーシティと早稲田大学の使命」のお知らせ

第 125 号 2017/07/04 ワシントン大学における

情報化推進戦略に関する講演会開催のお知らせ

第 126 号 2017/08/07 第 4回 CTLT×DCC産学交流フォーラム

大学総合研究センターシンポジウム

⼤学における教育データの利活⽤

〜実務と研究の観点から教育データを考える〜

第 127 号 2017/09/13 「早稲田スポーツフェスタ in東伏⾒」開催のお知らせ

第 128 号 2017/09/15 第 29回ユニバーシアード競技大会（2017／台北）のご報告

－早稲田大学学生・校友がメダルラッシュ－

第 129 号 2017/09/25 『第 6回Waseda Vision 150 Student Competition』

開催のお知らせ

第 130 号 2017/09/28 大学史セミナー拡大版シンポジウム

「新しくみえてきた早稲田の歴史

―『百五⼗年史』編纂過程の成果と課題―」開催のお知らせ

第 131 号 2017/10/05 こころ揺さぶる秋がくる
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－早稲田文化芸術週間2017 開催－

第 132 号 2017/10/09 早稲田大学 × 岐阜県美濃加茂市 ⽂化交流 10 周年

第 133 号 2017/10/11 奨学⾦制度の更なる充実に向けて

第 134 号 2017/10/17 第 5回 CTLT×DCC産学交流フォーラム

学修ポートフォリオフォーラム

第 135 号 2017/10/17 10 月 21⽇は早稲⽥⼤学創⽴記念⽇

－創⽴ 135 年を祝してイベントを多数開催！－

第 136 号 2017/10/23 【40 歳以上対象】WASEDA’S Health Study への参加依頼

－⻑⽣きの秘訣を明かす壮⼤な研究にご参加ください！－

第 137 号 2017/11/01 第 6回 WASEDA e-Teaching Award エントリー開始のお知らせ

第 138 号 2017/11/30 Contents Creation Studio利⽤説明会開催のお知らせ

第 139 号 2017/12/04 Wiki版『早稲⽥⼤学百年史』公開のお知らせ

第 140 号 2017/12/05 第 7 回 Faculty Café 開催のお知らせ 

第 141 号 2017/12/26 【40 歳以上対象】WASEDA’S Health Study への参加依頼

⻑⽣きの秘訣を明かす壮⼤な研究にご参加ください。

●PR動画を公開しました！

第 142 号 2018/01/23 第 8 回 Faculty Café 開催のお知らせ 

第 143 号 2018/02/09 2018 平昌オリンピック・パラリンピック特集

第 144 号 2018/03/02 第 5回 教育に関する懇談会

〜3つのポリシー改訂に向けた学術院内検討体制〜のご案内

第 145 号 2018/03/06 『第 6回Waseda Vision 150 Student Competition』

決勝大会の結果速報
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６．推進本部・推進会議 日程と主な議題

Waseda Vision 150は、総⻑・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 2017 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、学術院⻑等を構成員に加

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７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

本部⻑：鎌⽥総⻑

副本部⻑：橋本副総⻑、島⽥副総⻑

推進会議

議⻑：橋本副総⻑

副議⻑：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⻑、古⾕教務部⻑、横⼭教務部事務部⻑、本間教務部副部⻑、⿊⽥国際部⻑、

甲斐財務部⻑、佐藤キャンパス企画部⻑（2017/5/31まで）、岡本キャンパス企画部⻑（2017/6/1

から）

拡大推進会議

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

ター⻑を加える。
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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 2017/

4/14

・SGU拠点の増設について 第 1回 2017/

4/21

・Waseda Vision 150 核心戦

略・プロジェクト 2016 年度報

告について（核⼼戦略 1,2,3,4）

第 2回 4/28 ・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）

第 2回 5/12 ・Waseda Vision 150 核心戦

略・プロジェクト 2016 年度報

告について

（核⼼戦略 5,6,7,8,9）

第 3回 5/19 ・核⼼戦略・プロジェクト 2016 年

度年間報告 推進本部評価・コメン

トについて（核⼼戦略 5,6,7,8,9）

第 3回 5/26 ・Waseda Vision 150 核心戦

略・プロジェクト 2016 年度報

告について

（核⼼戦略 10,11,12,13）

第 4回 6/2 ・核⼼戦略・プロジェクト 2016 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 4回 7/21 ・Vision 150 加速化タスクフ

ォースにおける検討内容（暫定

版）について

・核⼼戦略・プ ロジェク ト

STAGE1 総括書作成について

・2018 年度 核⼼戦略・プロジ

ェクト年間計画書の作成につ

いて

第 5回 6/23 ・2016 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

・全学の 3つのポリシーについて

第 1回

拡大推進

会議

6/16 ・Waseda Vision 150 推進会

議構成員の変更について

・2016 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 6回 6/30 ・Waseda Vision 150 2016 年度決

算について

第 2回

拡大推進

会議

7/7 ・学術院等の将来構想 進捗状

況報告（2016 年度報告・2017

年度計画）（政経、文、教育、

商、理⼯、社学）

第 7回 7/28 ・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 スポーツ科学学術院 停止条件解

除の件

・核⼼戦略 3、4 関係の目標への対応

の件（授業公開・FD推進）

第 3回

拡大推進

会議

7/14 ・学術院等の将来構想 進捗状

況報告（2016 年度報告・2017

年度計画）（法、人、スポ、国

際、学院、本庄、芸術）

第 8回 9/29 ・所沢新合宿所新規事業評価の件

・Waseda Vision 150 2018 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 1,5,6,7,10,13）

第 4回

拡大推進

会議

11/10 ・SGU 中間総括評価（案）に

ついて

・SGU 2018 年度事業計画およ

び評価（案）について

・SGU 2018 年度事業予算（案）
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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 9回 10/6 ・Waseda Vision 150 2018 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

2,3,4,7,8,9,10,11,12,13）

第 10 回 11/17 ・SGU中間総括評価（案）について

・SGU 2018 年度事業計画および評

価（案）について

・SGU 2018 年度事業予算（案）に

ついて

第 11 回 11/24 ・Waseda Vision 150 プロジェクト

に係る 2018 年度予算について

第 12 回 2018/

1/19

・Waseda Vision 150 核⼼戦略・プ

ロジェクト 2018 年度計画について

（核⼼戦略 1,2）

第 13 回 1/26 ・Waseda Vision 150 核⼼戦略・プ

ロジェクト 2018 年度計画について

（核⼼戦略 2,3,4,5,6）

第 14 回 2/2 ・Waseda Vision 150 核⼼戦略・プ

ロジェクト 2018 年度計画について

（核⼼戦略 7,8）

第 15 回 2/9 ・Waseda Vision 150 核⼼戦略・プ

ロジェクト 2018 年度計画について

（核⼼戦略 9,10,11）

第 16 回 2/16 ・Waseda Vision 150 核⼼戦略・プ

ロジェクト 2018 年度計画について

（核⼼戦略 12,13）

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。2017年度の進捗状況、および2018年度の計画を報告いたします。

＜学術院＞

政治経済学術院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P5

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P19

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P25

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P30

－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、ビジネス・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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P42

－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、各務記念材料技術研究所、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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P61

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P66

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P71

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P79

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P91

本庄高等学院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P94

＜専修学校＞

芸術学校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P97
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政治経済学術院

将来構想

2017年度報告・2018年度計画

P1
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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

１．２０１７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(運用開始)、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

→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)→14名(2018 年度)

・専門職大学院の強化

→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

・2021年度⼀般⼊試改⾰の概略を決定

→知識・技能だけでなく思考⼒・判断⼒・表現⼒等を多⾯的・総合的に判断する仕組みへの変換

・⼊学者数の整理に着⼿

→渡⽇不要⼊試を廃⽌することを決定。グローバル⼊試、外国学⽣⼊試等で留学⽣など多様な学生を

確保しながら、教員対学生数の改善、少人数教育の充実に向けた取り組みを開始

・「政治経済学部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｰﾀﾞｰ派遣留学⽣奨学基⾦」「政治経済学部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｰﾀﾞｰ外国⼈受⼊留学⽣奨学

資⾦」「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｣の増資・充実

◇カリキュラム改革・推進

・2019年度学部カリキュラム骨子決定

→日英ハイブリッド化の実現(必要単位数、必修科目、科目区分、設置科目を原則統一)

→専門科目群の政治学と経済学への再構成(国際政治経済学科目との重複を解消)

→国際政治経済学科の再構成(学科を政治学と経済学の必要単位数と必修科目の違いで定義)

→３学科共通必修科目の設定(政治学科も経済学と⽅法論を、経済学科も政治学を学ぶ)

→学科目の 5カテゴリーへの再構成(政治学、経済学、分析⼿法・⽅法論、演習、グローバル科⽬)

→科⽬配当年次の廃⽌(入門科目、中級・基礎科目、上級・専門科目にレベル分け)

→外国語を用いて政治学と経済学を学ぶ科目(外国語地域副専攻の体系的科目)の設置

・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)

→大学院との連携による積極的活用

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、2018 年度 2名

2017 年度第 1期修士課程進学者1名、2018 年度 1名。2018年度第 1期博士課程進学者1名

オナーズプログラム大学院進学者に政経スカラシップを給付：

2017 年度 2名、2018年度 2名(修士 1名、博士1名)

◇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

・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名の招聘教

員によるセミナー・授業の実施

・⽂部科学省｢スーパーグローバル大学創成支援事業(SGU)｣グローバルアジア研究拠点の採択・活動開始

◇国際化推進

P2



・EDESSAの拡充→入学定員：2013年度 50 名、2014 年度 75名、85 名 2015 年度、2016年度〜

100 名

志願者数(AO入試)：144名(2013 年度)、152 名(2014 年度)、228 名(2015 年度)、278 名(2016

年度)、315名(2017 年度)

・AFLPセミナー、スタディトリップの実施

→2017年 9月 25⽇〜27 日(新潟県)13人が参加。2018年 3月 21⽇〜23 日(⻑崎県)19 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)

→2017年 9月 6⽇〜9 月 20日(90 分講義を 15回実施) 25 人が参加
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２．２０１８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再整備および制度化の開始(運用開始)、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

・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

◇カリキュラム改革・推進

・2019年度学部カリキュラムの実施（⽇英ハイブリッド化の実現）

・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)の実施

◇入試改革・在学生支援

・2021年度⼀般⼊試改⾰を決定・実施準備開始

・「政治経済学部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｰﾀﾞｰ派遣留学⽣奨学基⾦」「政治経済学部ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾘｰﾀﾞｰ外国⼈受⼊留学⽣奨

学資⾦」「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｣の増資・充実

◇大学院改革

・⾯接⼊試効率化（渡⽇不要Web面接）

・経済学研究科 9⽉⼊試改⾰（内容を⾒直し、⾯接を⼤幅に削減）

・2019年度 9月からの政治学研究科・公共経営専攻英語学位コース新設の準備

・2020年度からの政治学研究科カリキュラム改⾰の準備

◇現代政治経済研究所

・外部資⾦獲得⽀援の拡充

・研究⼒、研究成果 PRのための情報発信を推進

・SGU事業などと連携したイベントの主催、共催

・⻑期事業計画（シンクタンク機能、有料講座など）の現実的展開準備

以 上
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Waseda Vision 150 法学学術院の将来構想の進捗状況報告

１．２０１７年度報告

（法学部）

（１）法学部将来構想委員会最終報告書およびこれをめぐる意⾒交換会を踏まえ、法学部、法学研究科、

⽐較法研究所執⾏部合同会議で審議しながら「Waseda Vision 150 先端比較法教育システム」の実現に

向けた学部戦略枠⼈事計画の⽴案に努めた。３つの領域と役割を想定し、2018年度には採⽤⼿続きを進

められるよう実⾏計画を策定した。

（２）将来構想および2013年度カリキュラム完成年度の評価をもとに、主専攻法学演習論⽂の単位化、

主専攻法学演習・教養演習の履修開始時期⾒直し、外国書研究・教養演習の区分⾒直しなど少⼈数教育

の強化、および、法律科⽬と語学教養科⽬との体系的履修促進に向けた取り組みを⾏った。

（３）法律科⽬担当者 3名（うち⼥性 1 名）、語学教養科目担当者 3名（うち⼥性 1 名）を採用した。

（４）英語による法律科⽬の授業の受講者数は 15 科目 194名であった。前年より科⽬数はプラス 3 で

ある。

（５）ハワイ大ロースクールスタディプログラムを単位化し、1,2年⽣ 7 人を選抜のうえ実質２回目を

実施した。

（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

リーチ企画を附属・系属校、模擬授業依頼校等に実施した。

（７）早大法学部が担ってきた法曹養成という社会的使命を果たしていく一環として法務研究科と連携

して開設した、法曹への関心を喚起する科目（2016年度より実施）である｢導⼊講義(選択)法曹の仕事

を知る｣の法学部履修者は 80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

支援体制を継続している。また、2017年度より導⼊された⾼度授業 TAの活用は、文系最多の20科目

となった。

（９）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年度⼊試より選択科⽬に「数学」を追加した。これにより志願者数逓減に⻭⽌めをかけるこ

とができた。

（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

省届出設置が認められ、学⽣募集を進めた。選考により、開設初年度に 41 名（現代アジア・リージョン

法 LL.M.コース 27名、知的財産法 LL.M.コース 14名）が入学することとなった。
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（２）既存専攻においても、教務委員会・入試委員会合同会を集中的に開催し、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

を⾏い、広い意味での法学研究者を念頭において修⼠の裾野を広げ、博⼠後期への進学には⼀定のハー

ドルを設ける⽅向性を打ち出した。制度変更を伴わずに実現可能な改善（⾃⼰推薦⼊試の複数回募集、

進学説明会の開催数増加）については適宜進めたこともあり、修士・博士後期とも志願者・入学者数は

前年を上回った。

（３）「Waseda Vision 150 先端⽐較法教育システム」実現に向けた学部戦略枠⼈事に対し、法学部・

法学研究科におけるグローバル化や LL.M.拡充の視点から検討に加わるとともに、法務研および他研究

科、北京、上海、ヨーロッパ等の⼤学と学術的・教育的な連携のあり⽅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」「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んだ。2018年度に向けて、「教育連携型の

地域法曹育成プログラム」を新たに申請し、６つのプログラムが採択され、補助⾦配分率で、４年連続、

全国の法科大学院中トップクラス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・検討を⾏った。また、法科⼤学院をめぐ

っては、現在の課題として法学部と法務研究科の連携等(法曹養成５年⼀貫教育)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⾏った。

（３）臨床法学教育の充実

弁護士法人早稲田大学リーガル・クリニック及び実務家専任教員と連携し、2018年度のクリニック改編を⾏

い、臨床法学教育の充実と質の向上を図った。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、弁護⼠法⼈早稲⽥⼤学リーガル・クリニック、

弁護⼠法⼈早稲⽥リーガルコモンズ法律事務所、実務家専任教員と協議しながら、その改善に努めた。

（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・戦略的に展開した。

紙媒体としては、既に作成・配布していた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・配布した。また、当研究科の魅⼒をま

とめたプロモーションビデオを修了⽣・在学⽣の協⼒を得て作成した。これらを⽤いて全国各地に赴き、

学部生向けの進学説明会等を開催した。

（５）法務教育研究センターの強化

2016 年度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、
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実施した。「法務リカレント講座」は、参加しやすいセミナー方式も一部取入れ、受講者数の増加を図っ

た。法曹志願者増を⽬的とし法学部⽣を対象とした「法律基礎講座」は学部⽣に⼗分に浸透せず、低調

であった。著名な法曹による講演会や、⼥性法曹によるシンポジウム等も定期的に開催し、一定の成果

があった。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』は当年度に発⾏した第 2 号

に続く第3号発⾏に向けて最終段階にある。

（比較法研究所）

（１）比較法研究所プロジェクト（Law and Sustainability 学の推進）

全所的研究教育プロジェクト「Law and Sustainability 学の推進」に引き続き取り組んだ。

2018年に創⽴６０周年を迎える⽐較法研究所は、この「Law and Sustainability 学の推進」との連携

を図り、社会の持続可能性を損ねる現⾏法制度や諸前提を批判的に検討する６０周年記念シンポジウム

を計画している。2017年度はシンポジウムに向けて、４つの研究クラスタ（⼟地利⽤クラスタ、企業・

企業⾏動クラスタ、環境法クラスタ、ケア社会クラスタ）を⽴ち上げ、2017 年 12月よりほぼ毎月１回

の割合で、各研究クラスタのセミナーを開催し、研究を進めた。なお、セミナーには、大学院生の出席

も認めている。

（２）学術交流

中国社会科学院法学研究所との学術交流

2016年 3⽉に締結した中国社会科学院法学研究所との学術交流協定に基づき、2017 年 9月 22日に

北京において⽇中共同シンポジウム（「憲法原則の私法領域における応⽤」）を開催し、その報告を基に

叢書第４５号『⺠事法の解釈適⽤と憲法原則－中国⺠法編纂に向けた⽇中⽐較－』を刊⾏した。

（３）共同研究プロジェクト

このほか、以下の 21本の共同研究プロジェクトによる研究活動も⾏った。

研究会名（研究課題） 代表者

外国⺠事訴訟法研究 加藤 哲夫

２１世紀憲法変動の下での憲法の規範⼒ ⼾波 江二

データベース作成を目的としたフランス法全般の最新動向の分析 箱井 崇史

国際知的財産法・国際取引法の比較法的検討 江泉 芳信

アメリカ最高裁判所の研究 宮川 成雄

英米刑事法研究 小川 佳樹

アジア憲法学の比較研究 ⼾波 江二

英⽶少年法研究 石川 正興

経済⾏政法理論の⽐較法的研究 岡田 正則

中国裁判事例研究 楜澤 能生

医事法の総合的研究 甲斐 克則

イギリス最高裁判所研究 中村 ⺠雄

国際責任法の研究 萬歳 寛之

ＥＵ法最新動向研究 中村 ⺠雄

北欧法制の研究 松澤 伸

「持続可能社会」法学 楜澤 能生

人口減少社会における社会法学の総合的研究 菊池 馨実
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国際法の分断化の研究 萬歳 寛之

英語使⽤者のための⺠法解説に関する研究 ⻄⼝ 元

不法⾏為法改正に向けた基礎的考察 瀬川 信久

権利救済法システムの⽐較研究 松村 和徳

（４）研究活動の学際化・学内他箇所連携、研究成果の教育還元の推進

(a)単年度テーマセミナーの開催

2017年度より、現代の最先端問題の中からテーマを選び⽐較法的に検討する学問的企画として、公開

の連続講演会（テーマセミナー）を開始した。

2017 年は、⽇本とデンマークの国交樹⽴ 150 周年に当たることから「北欧法の魅⼒」をテーマとし

た「北欧法セミナー」を開催した。セミナー第１回ではフレディ・スヴェイネ駐⽇デンマーク王国⼤使

に「家族、社会、平等と法」についてご講演いただいた。

(b)学際的公開講演会の開催

公開講演・討論会として、春学期に「ヨーロッパの難⺠とテロをめぐる⾔説と法―精神分析と法との

対話」を開催し、精神分析論の視座と知⾒が法の解釈適⽤や法改正ないし⽴法にどのように結びつきう

るかについて考察した。また、秋学期には、学際的公開講演会（法学映画会）として、旧ユーゴ・ボス

ニア紛争の戦争犯罪国際裁判をめぐる人間ドラマを描くブルガリア映画「検事・弁護人・父親・息子」

を法学・歴史学・映像論などの視点から考察した。

開催日 演 題 講 師

2017 年

5 月 17 日

公開講演・討論会

「ヨーロッパの難⺠とテロをめぐる⾔説と

法―精神分析と法との対話」

参加者 ２４名（うち学生８名）

守中 高明（法学学術院教授）

10月 13日

（法学映画会）

上映映画 「検事、弁護人、父親、そして

息子」（日英字幕つき）

参加者 ４３名（うち学生１８名）

パネル討論者

河野真理⼦（法学学術院教授）

谷 昌親 （法学学術院教授）

弓削 尚子（法学学術院教授）

(c)公開講演会・シンポジウムの開催

本研究所では、毎年、研究成果を広く学⽣・社会⼈に還元するために公開講演会やシンポジウムを開

催している。2017 年度は公開講演会を 23 回開催し、参加者数は延べ 639 名、そのうち学生（学部生

および大学院生）は延べ274名であった。

また、国際シンポジウム等を 12 回開催し、参加者数は延べ 300 名以上、そのうち学生は延べ 80 名

以上であった。

公開講演会

開催日 演 題 講 師

2017 年

4 月 26 日

【第１回】

The Copyright Proposal for a Digital Single Market in the EU

Chances and Problems?

参加者 ２５名（うち学生１１名）

セヴリーヌ・デュソリエ パ

リ政治学院教授（フランス）

5月 23 日

【第２回】

中国における高齢者法の発展

参加者 １８名（うち学生１２名）

鄒 密密 香港中文大学

助理教授（中国）

5月 25 日 【第３回】 ジェフリー・セルビン カリフ
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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

参加者 ２６名（うち学生８名）

ォルニア大学バークレー校ロ

ースクール教授（アメリカ）

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

ースクール教授（アメリカ）

6月 21 日

【第４回】

「無礼な⾏為」の可罰性について：犯罪化理論

における「不快原理」

参加者 １８名（うち学生７名）

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（ドイツ）

6月 22 日

【第５回】

ドイツの刑罰論における予防的アプローチと

応報的アプローチ

参加者 １６名（うち学生１０名）

アントニオ・マーチンス フ

ランクフルト大学法学部助教

（ドイツ）

6月 30 日

【第６回】

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）

参加者 １８名（うち学生１１名）

李 ⽴豊 吉林⼤学法学院

教授（中国）

7月 3日

【第７回】

ウィーン⼤学病院における法律の救急箱１０

年―損害処理の経験と変化

参加者 ２６名（うち学生１２名）

レオポルト・ミヒャエル・マ

ルティ ウィーン大学教授

（オーストリア）

7月 18 日

【第８回】

ラテン・アメリカの⽴憲主義:普遍性と特殊性の

はざまで

参加者 １５名（うち学生８名）

セザール・ランダ カトリカ

大学教授（ペルー）

7月 20 日

【第９回】

危機の時代における憲法解釈: 信頼する裁判所

の名で？

参加者 １１名（うち学生３名）

コンスタンティノス・コンボ

ス キプロス大学法学部教授

（キプロス）

8月 1日

【第１０回】

アメリカにおける同性婚の実現・LGBT の人権

擁護―2015年Obergefell v. Hodges連邦最高

裁判決の意義―

参加者 ９０名（うち学生３０名）

メアリー・ボノート 弁護士

（アメリカ）

9月 23 日

【第１１回】

「犯罪を⾏った者」の再統合のための⾰新的⽅法

参加者 ３２名（うち学生１４名）

イルマ・ファン・デア・ヴィ

ーン NGO「The

Foundation 180」理事⻑（オ

ランダ）

9月 27 日

【第１２回】

家族、社会、平等と法

参加者 ８１名（うち学生３４名）

フレディ・スヴェイネ 駐

日デンマーク王国大使

10 月 7日

【第１３回】

刑法学の対象と課題

参加者 ４４名（うち学生１４名）

ウルス・キントホイザー

ボン大学法学部教授（ドイツ）

10 月 9日

【第１４回（ボン大学デー）】

社会的相当性と可罰的不法

参加者 ４２名（うち学生１３名）

ウルス・キントホイザー

ボン大学法学部教授（ドイツ）

10月20日 【第１５回】 クリストファー・ユー氏 ペ
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The Cross-Section of IP and Antitrust in the

US

参加者 １５名（うち学生３名）

ンシルバニア大学ロースクー

ル教授（アメリカ）

10月25日

【第１６回】

中国の法律職業資格試験の改⾰

参加者 ２３名（うち学生８名）

丁 相順 中国⼈⺠⼤学法学

院教授（中国）

10月26日

【第１７回】

インフォームド・コンセント―医事法の幻想か

それとも現実か？

参加者 １５名（うち学生６名）

ヘニング・ローゼナウ ハレ

大学法経学部教授（ドイツ）

11 月 1日

【第１８回】

アメリカ合衆国における連邦憲法と州憲法の関係

のダイナミクス－同性婚はいかに世界に広がるか

参加者 １３名（うち学生４名）

マーク・レヴィン ハワイ大

学法学部教授

（アメリカ）

11月28日

【第１９回】

プーチンの実像：私が⾒てきたロシアと⼤統領

参加者 ５４名（うち学生４６名）

駒木 明義 朝⽇新聞論説委

員（前モスクワ⽀局⻑）

2018 年

1 月 29 日

【第２０回】

台湾における同性結婚の司法審査と基本権保

障 －大法官解釈 748 号を素材に－

参加者 １７名（うち学生７名）

蔡 明誠 司法院大法官（台

湾）

2月 20 日

【第２１回】

危機のなかのヨーロッパ法思想

参加者 １６名（うち学生８名）

アルブレヒト・ウェーバー

オスナブリュック大学名誉教

授（ドイツ）

3月 8日

【第２２回】

合衆国⼤統領の権限、その限界および弾劾

参加者 ９名（うち学生３名）

マシュー・ディラー フォー

ダム⼤学法科⼤学院⻑、教授

（アメリカ）

3月 9日

【第２３回】

非物質と一般法－知的所有の境界

参加者 １６名（うち学生２名）

ニコラ・バンクタン ポワテ

ィエ大学教授

（フランス）

講演者(所属機関)：アメリカ（５）、ドイツ（５）、中国（３）、フランス（２）、台湾（１）、

オーストリア（１）、デンマーク（１）、ペルー（１）、キプロス（１） 計２０名

国際シンポジウム等

開催日 シンポジウム名・企画責任者等

2017 年

4 月 5日

ワークショップ「生態学的損害の賠償」

共 催 早稲田大学比較法研究所

企画責任者 大塚 直（研究所員、早稲田大学法学学術院教授）

5月 27 日

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―

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）

共 催 アメリカ法判例研究会

企画責任者 宮川 成雄（研究所員、早稲田大学法務研究科教授）

参加者 ５３名（うち学生１４名）

7月 7日

「高齢化社会に対する法の応答」

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(比研プロジェクト｢Law and Sustainability

学の推進｣)
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企画責任者 楜澤 能生（研究所員、早稲田大学法学学術院教授）

参加者 ７０名

7月 22 日

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」

主 催 早稲田大学比較法研究所(比研プロジェクト「Law and

Sustainability 学の推進」)

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

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）

10 月 2日

Privacy, Personality and Flows of Information in Japan, Present and

Future

主 催 早稲田大学比較法研究所

後 援 自由人権協会

企画責任者 中村 ⺠雄（研究所員、早稲⽥⼤学法学学術院教授）

参加者 ２６名（うち学生１３名）

11月22日

中国⺠法典の制定と⽐較契約法の課題

主 催 早稲田大学比較法研究所

共 催 早稲田大学法学部

企画責任者 瀬川 信久（研究所員、早稲田大学大学院法務研究科教授）

参加者 ３１名（うち学生１８名）

12 月 9日

Law and Economics Workshop on IPRs for Standard-based Innovations

共 催 科研費、早稲田大学比較法研究所、法学部

企画責任者 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）

12 月 9

日・

10 日

法専門職の構造変化と日米ロースクール教育の課題

共 催 ⽇本学術振興会科研費臨床法学グループ

早稲田大学大学院法務研究科 / 法務教育研究センター

早稲田大学法学部、早稲田大学比較法研究所

企画責任者 宮川 成雄（研究所員、早稲田大学法務研究科教授）

12月16日

北欧における犯罪者処遇の現在―フィンランド・デンマーク・スウェーデン

調査結果報告会―

共 催 早稲田大学比較法研究所

企画責任者 ⼩⻄ 暁和（研究所員、早稲田大学法務研究科教授）

2018 年

1 月 27 日

原発被災地復興シンポジウム Vol.5「原発賠償問題とは何であるのか」

共 催 早稲田大学比較法研究所(比研プロジェクト「Law and

Sustainability 学の推進」)

企画責任者 須網 隆夫（研究所員、早稲田大学法務研究科教授）

参加者 １１８名（うち学生２８名）

3月 3日

「過失共同正犯をめぐる問題―ドイツ・台湾の議論状況を中⼼に―」

共 催 科研費、早稲田大学比較法研究所、早稲田大学大学院法務研究科

企画責任者 北川 佳世子（研究所員、早稲田大学大学院法務研究科教授）

3月 13 日

EU-Japan Forum 2018: Debating Issues Affecting the EU-Japan

Partnership

場 所 ルーヴァン・カトリック大学法学部（ベルギー）

共 催 早稲田大学比較法研究所

企画責任者 中村 ⺠雄（研究所員、早稲⽥⼤学法学学術院教授）

参加者 ３２名（うち学生１８名）

（５）研究教育活動情報の「⾒える化」
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(a)英文による情報発信

本研究所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するとともに、外国人

研究者への英⽂ニューズレターを年１２回配信した。

(b)「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記事を本研究所Webサイトに掲載したほか、２０１６年度の活

動報告リーフレットのWeb版を作成し公開した。また、メールマガジンを含め視覚的に訴える工夫

を開始した。

（６）助成⾦の申請

⽐較法研究所創⽴６０周年記念⾏事に向け、野村財団（講演会等助成）、江草基⾦（国際研究集会

開催助成）、末延財団（⽐較法招聘事業による助成）に助成⾦を申請した。野村財団は不採択、江

草基⾦からは助成⾦の採⽤通知があった。末延財団は2018年6月に採否決定がなされるため2017

年度内は未定である。
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２．２０１８年度計画

（法学部）

（１）「Waseda Vision 150 先端⽐較法教育システム」実現に向けた学部戦略枠⼈事を進め、法学部に

おけるグローバル化および体系的履修の促進、さらには⼤学院法学研究科への接続に寄与する⽅策を具

体化する。

（２）法曹養成一貫コースの社会的要請に対応しながら、一方で、法曹志望者に限らず法学基幹教育・

リーガルマインド涵養を担う学部として、広範かつ複雑な社会問題に的確に対応する人材を育成・輩出

する教育システムを不断に追求する。

（３）ハワイ⼤学ロースクールスタディプログラム、主専攻法学演習・教養演習と主専攻法学演習論⽂、

外国書講読等カリキュラム上の新たな取り組みを実⾏に移す。

（４）附属系属校、⾼⼤連携校を中⼼に、語学教養教員との連携、⾼校教員との連携を図りながら戦略

的な模擬講義を展開するとともに、法学会が後押しするアクティブリサーチの仕組みを作り、早稲田法

学の⽬指す理念を地道に訴えていく。

（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」）を継続することに加え、早い段階から法曹の実情や法科⼤学院進学と予備試験とを正しく理解して

もらうことを⽬的とし、若⼿弁護⼠等と近い距離感で交流する Lawyers’Salon を企画・実施する。

（６）法律学習相談室による学習⽀援体制の充実とともに、法律科⽬、特に⼤教室の講義型授業に⾼度

授業TAをさらに活用しながら、教育効果の一層の向上を図る。

（７）新思考⼊試を導⼊し、多様な学⽣を獲得する。また、避けることのできない⽂科省主導の⾼⼤接

続・⼊試改⾰に対応しながら、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）を軌道に乗せ、

出願・選考時期やリサーチペーパーの位置づけ、成績評価のあり方、他研究科との連携等、開設後に判

明した課題について対応していく。

（２）先端法学専攻を除く既存専攻の改⾰に向けた議論を継続し、博⼠後期課程進学率や博⼠学位授与

数などの実績を維持しつつ、指導体制・論⽂審査等における論点を整理し、必要に応じて策を講ずる。

（３）「Waseda Vision 150 先端⽐較法教育システム」実現に向けた学部戦略枠において採⽤⼿続きを

進める一方、海外⼤学との⼤学間協定・箇所間協定のあり⽅について具体的な協議を⾏うなど、箇所間、

大学間の学術的・教育的な連携について検討を進める。

（法務研究科）

（１）加算プログラムの申請と実施
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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、「重層的な国際化対応プ

ログラム」「特進コースによる法曹養成プログラム／『挑戦する法曹』育成・特別コースの設置」「⼥性

法曹輩出促進プロジェクトの創設」「教育連携型の地域法曹育成プログラム」「『未修者教育』システムの

改革プログラム」「法科⼤学院修了⽣の継続教育プログラム」の６つのプログラムに取り組み、2019 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と法務研究科の連携等(法曹養成５年⼀貫教育)が議論されており、その実

現に向けた将来計画の策定と実施方法を検討していく。

（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。また、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。

既に作成した紙媒体やプロモーションビデオの他、今年度は広報⽀援ツール(トートバック)を作成し、そ

れを利⽤して広報活動を展開する予定である。また、全国各地での学部生向け進学説明会開催を継続す

る中で、地方大学との協定を結び、より密接な関係性を築き、今後の地方の優秀な学生の確保に繋げた

いと考えている。

（５）法務教育研究センターの強化

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。とくに、各種講座（「法務リカレント講座・セミナー」「法律基礎講座」）、各種イベント（講演会、

シンポジウム、キャリア説明会等）を充実させる。そのため、従来のWebサイト、メール配信等による

広報に加えて、教員や稲⾨法曹会等の協⼒を得ながら、広範な広報宣伝活動を展開し、参加者数の増加

を図る。また、その成果を掲載した紀要「法務研究論叢」を定期的に発⾏していく。

（比較法研究所）

（１）Law and Sustainability 学の推進

(a)比較法研究所プロジェクト「Law and Sustainability 学の推進」

全所的研究教育プロジェクト「Law and Sustainability 学の推進」に取り組む。このプロジェクトは、

2013 年度以降、研究所プロジェクトとして取り組んできた「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」をさらに発展させたものである。研究所６０周年記念⾏

事とも連携しながら、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、実証的に研究し、かつ理論化して学問体系化することを⽬標とする。

このプロジェクトは、⽐研の記念⾏事、学⽣・院⽣・⼀般に開かれた⽐研公開セミナー・講演会、他

の大学や学内他箇所との連携企画などを通じて進める。
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(b) ⽐較法研究所６０周年記念⾏事の実施

・２０１８年度は、全所的研究教育プロジェクト「Law and Sustainability 学の推進」のこれまでの研

究成果を、⽐較法研究所６０周年記念⾏事である公開国際シンポジウムにおいて発表する。

・当該シンポジウムは、９月 29日・30 日に開催する。

・このシンポジウムに向けて、４つのクラスタ（⼟地利⽤クラスタ、企業・企業⾏動クラスタ、環境法

クラスタ、ケア社会クラスタ）を2017年度に⽴ち上げて研究活動を⾏っている。

・2018 年度も各クラスタが順次セミナーを開催し、研究の進捗を報告するとともに、問題意識の共有と

課題の掘り下げを⾏う。7 月には全てのクラスタに関する全体討議を⾏い、9 月のシンポジウムに収斂

させる。

（２）学術交流の促進

中国社会科学院法学研究所との学術交流を継続・強化し、共同して学術シンポジウムを⽇中交互に開

催するほか、ベルギーのルーヴァン・カトリック大学、ブリュッセル自由大学、フランスのパリ政治学

院などヨーロッパの研究機関との連携強化を模索する。

また、海外から著名な研究者を招いたシンポジウムや講演会を開催し、研究者交流および研究所全体

の活動がより活発に⾏われることを⽬指す。

(a)中国社会科学院法学研究所

2018年は交流協定締結 25周年を迎えることから、この間の交流を振り返る記念シンポジウム「⽇中

交流回顧と展望」を７⽉に早稲⽥⼤学で開催する。

（３）共同研究プロジェクト

比較法研究所研究所員を中心とした以下の 23件の共同研究を⾏う。

1 外国⺠事訴訟法研究 加藤 哲夫

2 21世紀の憲法・⾏政法の変動の下での公法学の展開 田村 達久

3 データベース作成を目的としたフランス法全般の最新動向の分析 箱井 崇史

4 国際知的財産法・国際取引法の比較法的検討 江泉 芳信

5 アメリカ最高裁判所の研究 宮川 成雄

6 英米刑事法研究 小川 佳樹

7 アジア公法学の比較研究※ 岡田 正則

8 英⽶少年法研究 石川 正興

9 経済⾏政法理論の⽐較法的研究 岡田 正則

10 中国裁判事例研究 楜澤 能生

11 医事法の総合的研究 甲斐 克則

12 イギリス最高裁判所研究 中村 ⺠雄

13 国際責任法の研究 萬歳 寛之

14 ＥＵ法最新動向研究 中村 ⺠雄

15 北欧法制の研究 松澤 伸

16 「持続可能社会」法学 楜澤 能生

17 人口減少社会における社会法学の総合的研究 菊池 馨実

18 国際法の分割化の研究 萬歳 寛之

19 不法⾏為法改正に向けた基礎的考察 大塚 直

20 権利救済法システムの⽐較研究 松村 和徳

21 環境基本法の改正に向けての問題点の整理および検討 大塚 直

22 ドイツ憲法学の展開 水島 朝穂
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23 ＡＩ（人工知能）と法 ⿊沼 悦郎

（４）研究活動の学際化と教育還元の推進

テーマセミナーとして、年度ごとにテーマを設定し、その下で特に学部学⽣を主たる聴衆に想定した

公開の連続講演会を開催するとともに、法学研究を深め学際化をさらに進める。

共同研究プロジェクトも巻き込んだシンポジウム等を開催し、法学部・法研と法務研との更なる連携

強化につなげるとともに法律学以外の学問分野や他の附置研究所との連携も強化する。また、⼤学院⽣

や博士学位取得者も積極的に研究活動に参加している。

(a)テーマセミナーの開催

テーマセミナーは、現代の最先端問題を比較法的に検討する学問的企画で、専門分野が法学以外の研

究者を交えたシンポジウムを複数回開催する。2018年度は「仮想通貨」を取り上げる。

(b) 学内他箇所連携の強化

①⽂学学術院との連携を図る。２０１８年度は、ジェンダー研究所と共催で、2016 年秋に放映された

テレビドラマを題材に、学⽣の主体的な参加型の学際的公開イベント『「逃げるは恥だが役に⽴つ」⼤分

析 －ジェンダー・法・社会－』を 6月に開催する。このイベントは、学生が主体的に作り参加するイベ

ントすることを心掛け、学生（学部は問わない）による２つのセッション（ポスター・セッション、フ

ォーラム・シアター・セッション）を⾏う。

②理⼯学術院との連携を図る。２０１８年度より、共同研究プロジェクト「AI（人工知能）と法」を

⽴ち上げ、５月の発起セミナー「創発型ロボット・AI・深層学習の現状と社会への応⽤」（理⼯学術院・

尾形哲也教授）以降、学⽣・院⽣の参加も認めた公開のセミナーの形式で定期的に双⽅のキャンパスで

相互に開催する。

（５）出版物、Webサイトによる研究活動・研究成果の発信・自己評価

研究所における活発な研究活動や研究成果を、Web サイトや刊⾏物等により社会に向けて積極的に発

信する。

年次活動報告書を作成するとともに、その中の主な研究活動・研究成果をリーフレットにまとめて発

⾏する。こうした作業を通して、研究所の研究活動・研究成果を⾃⼰評価し、次年度以降の活動に役⽴

てる。

研究所内で互いに切磋琢磨することで、研究の質を⾼める。

(a)出版物の刊⾏

次の出版物を刊⾏する。

①「⽐較法学」第５２巻第１〜３号

②「叢書」第４６号 『近代法の形成と実践－19世紀日本における在野法曹の世界』（翻訳）

③「Waseda Bulletin of Comparative Law」（英⽂年報）第３７号 (2017 年 1月-12 月)

(b)比較法研究所Web サイト等による研究情報発信事業

①コンテンツの充実

「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研究所紹介リーフレットの発⾏を通した「⾒える化」

比較法研究所の活動紹介リーフレット（日英併記）を作成し、Webサイトに公開するとともに、学内

他箇所・他付置研究所に配布し、また公開講演会やシンポジウムなどにおいても配布する。

昨年同様、共同研究プロジェクトの個別紹介や活動報告のWeb 版作成公開などに引き続き取り組み、
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メールマガジンを含め視覚的に訴える工夫を凝らす。

③年次活動報告書の作成・公表を通じた自己評価

2017年度活動報告書を作成し、⽐較法研究所Web サイトに公開する。

以 上
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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

１．２０１７年度報告

１．教育・研究のグローバル化推進

・Vision150 教員増支援枠により、文化構想学部の英語学位プログラム「Global Studies in Japanese

Cultures Program（JCulP: 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。別に専任教員１名を 2016年 9月に嘱任済）

・Vision150 教員増支援枠により、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）

・Vision150 教員増支援枠により、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)」を担当する専任教員 1名（コロンビア大学大学院卒）を嘱任決定

（2018年 9月予定）

・UCLA 上級准教授 1名を 2018年度よりジョイント・アポイントメント制度（以下、「JA」と略）に

よる任期付准教授とすることについて協定締結

・南カリフォルニア大学准教授 1名を JAによる任期付准教授とすることについて協定締結

・コロンビア大学准教授１名を JA による任期付准教授とする協定締結にむけて交渉実施

・訪問教員の委任契約継続によりコロンビア大学教授2名、UCLA上級准教授 1名をプロジェクトリー

ダーとして採用

・客員研究員の契約継続によるプロジェクトメンバー1名を採用

・訪問研究員の委任契約継続によりプロジェクトファシリテーター1名を採用

・本学術院教員 1名を集中講義・研究指導のためスタンフォード大学に派遣

・本学術院教員を英語学位プログラム(JCulP)の留学プログラム視察として派遣（北⽶および欧州）

・カイロ大学、デ・ラサール大学、エジンバラ大学講師らを招聘講師として招き、文学部中東・イスラ

ーム研究コースや⼤学院⽂学研究科中東・イスラーム研究コースにおいて授業を⾏った。

２．学⽣交流

・UCLA-Waseda ビジティング・プロフェッサーシップ・プログラムによる研究者の派遣

・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の派遣

・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の受入

・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決定

・文化構想学部の英語学位プログラム(JCulP)の JS 学生を必修科目(Summer Session)により短期留学

派遣

３．研究関連国際イベントの開催

・本学にてシリア人劇作家の講演会を開催（4月）

・UCLAにて野村万作氏・野村萬斎氏等による狂言公演ならびに国際シンポジウム・ワークショップ「Five

days of Kyogen」を開催（5月）

・本学にてコロンビア大学教授による講演会「Kurosawa’s Rashomon」を開催（6月）

・本学にて中村京蔵氏による講演・朗読劇「シェイクスピアの上演と翻訳」を開催（7月）

・本学にて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「人文学は生き残れるか？－

Will the HUMANITIES Survive?」を開催（7月）

・本学にて「日本「文」学史 第3回ワークショップ 「⽂」から「⽂学」へ－東アジアの⽂学を⾒直
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す」を開催(7 月)

・本学にてアカデミックリーダーセミナーとして多和⽥葉⼦⽒の講演会「雄猫から二日酔いへ－言語と

アイデンティティー－」を開催（8月）

・本学にて伊藤⽐呂美⽒による講演会「第1部：アメリカと私、『日系』人としての私」「第 2部：ラ

イブ！人生相談万事OK」を開催（8月）

・本学術院教員をブリティッシュコロンビア大学でのワークショップ「LITERARY PRODUCTION AND

LANGUAGE POLITICS IN POSTWAR JAPAN」に派遣（9月）

・本学にてエジプト人映画監督を招聘しての映画上映と講演会を開催（9月）

・バーミンガム大学にて国際シンポジウム「蜷川シェイクスピアをめぐって」を開催（10月）

・UCLAにて是枝裕和監督を招聘した映画上映・国際ワークショップ「Hirokazu Kore-eda Retrospective

Cinema from the Outside In」を開催（10月）

・本学にてシリア人映画監督を招聘しての映画上映と講演会を開催（10月）

・本学にて「Global Studies in Japanese Cultures Program（国際⽇本⽂化論プログラム）」設⽴記

念シンポジウム「グローバル化する日本文化」を開催（11月）

・本学にてヨーク大学講師による講演会「Shakespeare and Citizenship Education in Japanese Higher

Education」を開催（1月）

・本学にてハーバード大学助教授による講演会「What is an Author in Early Modern Japan? Answers

from the pages of Illustrated Fiction」を開催（1月）

・本学にてロバート・キャンベル国⽂学研究資料館⻑および若⼿研究者による国際ワークショップ「国

際検閲ワークショップ」を開催（1月）

・本学にてオックスフォード大学准教授によるワークショップ「翻訳・翻案・訓読からみる東アジア」

を開催（1月）

・本学にて欧州・米国・中国・韓国・台湾・日本の研究者による国際シンポジウム「人文学の危機とは

何か」を開催（2月）

・コロンビア大学にて国際ワークショップ「Japanese Theatre, Publishing Culture, and Authorship」

を開催（3月）

・UCLA にて国際ワークショップ「Technologies of East Asian Performance」を開催（3月）

４．国際共同研究の成果

・プリンストン大学教授、シカゴ大学教授らとの共同研究の成果として共編著 “The Politics and

Literature Debate in Postwar Japanese Criticism, 1945-52 (New Studies of Modern

Japan)“ (Lexington Books) を刊⾏

・UCLA との共同研究として「変体仮名あぷり」の拡張機能を追加、また新しく「くずし字あぷり」開

発に着手

５．学術院の改革

・文学研究科「中東・イスラーム研究コース」を開設

・文学部「中東・イスラーム研究コース」を開設

・文化構想学部英語学位プログラム「Global Studies in Japanese Cultures Program（JCulP: 国際日

本⽂化論プログラム）」を開設

・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)」の入試を実施
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・文化構想学部・文学部の入試で、英語 4技能入試を導入

・⽂化構想学部・⽂学部で「副専攻制度」を導⼊

・⽂化構想学部・⽂学部の⼀部科⽬でクォーター制度を導⼊

・文化構想学部・文学部における外国語科目改革を決定（2020年度施⾏）

・⽂化構想学部・⽂学部における選択英語科⽬の⾒直しを決定（2020年度施⾏）

・大学院改革に向けて検討を開始・新コース開設手続きを決定

６．制度・仕組の創設

・テニュア・トラック制度の導⼊を決定。制度導⼊後初めての適⽤として、Vision 150 教員増支援枠に

よる講師（任期付）1名の採用を決定。

・JAを適用した教員との契約を締結。

７．連携の模索

・全学的に推進しているバーミンガム大学との連携にシェイクスピア研究分野で貢献

・スタンフォード大学との連携強化に向けて協議を実施

・ヨーロッパとの協⼒体制の構築・強化を⽬指し、イナルコ、パリ・ディドロ⼤学との協議を実施

・カイロ⼤学との間で、中東・イスラーム研究に関する研究交流（カイロ⼤学教授の招聘、本学からの

教員派遣）を⾏っている。

・ボン⼤学との間で、中東・イスラーム研究に関する研究交流（本学からの教員派遣）を⾏った。

８．その他

・SGU国際日本学拠点の分野拡大の一環として、歴史、英文学、パフォーミング・アーツ、メディアの

4分野のプロジェクトリーダーを選出

・オンライン・ジャーナル（Waseda RILAS Journal）の発⾏をはじめ、英語論⽂を掲載し海外発信⼒

を高めた。

・常勤嘱託 1名の雇用を継続

・専門嘱託 1名の新規雇用を決定（2018年 4月）
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２．２０１８年度計画

１．教育・研究のグローバル化推進

・Vision 150 教員増支援枠により、大学院文学研究科「国際日本学コース(Global-J)」を担当する専任

教員1名（コロンビア⼤学⼤学院卒）を、⽂学学術院初のテニュア・トラック制度にて嘱任（9 月）

・コロンビア大学教授 2名を訪問教授として継続嘱任

・UCLA 上級准教授 1名を JA による任期付准教授として嘱任

・南カリフォルニア大学准教授 1名を JAによる任期付准教授として嘱任

・コロンビア大学准教授 1名を JA による任期付准教授とする協定の締結

・世界的に著名な作家 1名を訪問教員嘱任予定

・本学術院教員 1名を、教育・研究の連携のためUCLAに派遣

２．学⽣交流

・UCLA-Waseda ビジティング・プロフェッサーシップ・プログラムによる研究者の派遣

・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の派遣

・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の受入

・Waseda-UCLA トラベル・アワード・プログラムによる大学院生の受入

・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

・文化構想学部の英語学位プログラム(JCulP)」の JS学生を必修科目(Summer Session)により短期留

学派遣

・⽂化構想学部・⽂学部における短期・クォーター留学による単位認定を計画

３．研究関連国際イベントの開催

・連携校／本学において国際シンポジウム、国際ワークショップを開催

・中東・イスラーム研究に関する国際会議を開催

４．国際共同研究

・プリンストン大学教授、シカゴ大学教授らとの共同研究の成果として共編著 “Literature Among the

Ruins, 1945-1955: Postwar Japanese Literary Criticism (New Studies in Modern Japan)”

(Lexington Books) を刊⾏

５．学術院の改革

・大学院文学研究科「国際日本学コース」(Global-J)の開設（9月）

・文学部中東・イスラーム研究コースの進級者受入開始

・大学院改革に向けて検討を継続（新コース開設のための手続き開始）

６．制度・仕組の創設

・導⼊したテニュア・トラック制度を適⽤して、Vision 150 教員増支援枠による講師（任期付き）1名

を雇用開始し、同制度を運⽤開始

・JA制度を適用した教員を雇用し、教育・研究のグローバル化の最大効果を狙う

７．連携の模索
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・バーミンガム大学と連携した学術活動を実施

・スタンフォード大学との連携強化に向けて協議を継続

・ヨーロッパとの協⼒体制の構築・強化を⽬指し、イナルコ、パリ・ディドロ⼤学との協議を継続

・中東・イスラーム地域との短期留学プログラムの構築を模索

８．その他

・常勤嘱託 1名の継続雇用

・専門嘱託 1名の新規雇用

・MOOCの検討再開

・英語学位プログラム（JCulP）海外学生のリクルート実施

以 上
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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

１．２０１７年度報告

（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、

この間、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「公共市⺠学専修」へと名

称変更を⾏うことが決定している。このことに伴いカリキュラムを再編し、他の高等教育

機関に先駆けて市⺠的資質を育成する教育プログラムを導⼊・促進すべく準備をすすめた。

（２）新たな教育プログラムの構築

①本学術院内設置の学術院計画委員会を中心として、新たな教育プログラムである＜領

域横断教育プログラム（仮称）＞の実施へ向け議論を重ねてきた。プログラム実現のため

に設置されたワーキンググループにて原案の策定後、同委員会からの答申を受け本学術院

教授会にて承認された。今後はこの原案をベースに細部を詰めていくことになる。

②⼼理学系の新国家資格である「公認⼼理師」取得に対応すべく、関連各箇所と連携を

はかり、次年度開講へ向けカリキュラム等の準備・調整を進めた。

（３）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「自己推薦入学試験」を廃止し、新

たな⼊試制度として「指定校推薦⼊学試験」を導⼊することが決定している。次年度実施

の 2019年度⼊試（2019 年 4月入学者選抜）に向け、具体的な制度設計を進めた。

（４）大学院組織の再編

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 4月をもって大学院

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。また同研究科が設⽴ 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した。今後は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

ことになる。
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（５）「教職支援センター」における事業推進

①本センター設置の大きな目的である「教育」を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

連携強化を図った。

②教育職員免許法の施⾏に伴う同法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、2018年度中に教職課程認定を受けるべく、⽂部科学省に対し教職課

程再課程認定の申請を⾏った。

（６）その他

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

グラムを通じ学術交流事業を促進した。
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２．２０１８年度計画

（１）学科・専修の再編

理学科の改⾰については、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

とを引き続き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

本プログラムを領域横断教育プログラム（仮称）改め、教育学部副専攻「総合科学プロ

グラム」と称することとする。複数の多様な学科専修で構成されている教育学部の豊富な

リソースを集中的・横断的に生かし、学生各自が所属する学科専修での学修に加え、深く

幅広い教養を⾝につけさせることを⽬的として、「集中履修系プログラム」と「領域横断系

プログラム」の２系統に複数の「コース」を設置する。今後は本学術院内のカリキュラム

検討委員会を中心として、具体的なコース内容について細部を検討していくことになる。

（３）専任教員人事計画

すでに決定済みの2018年度および 2019年度専任教員人事計画（助教・助手含む）に基

づき、これを着実に履⾏していくとともに、今後の専任教員人事計画（2020年度、2021

年度）について学術院計画委員会を中⼼として策定を進める。

（４）学部⼊試制度改⾰

2019年度⼊試（2019 年 4月入学者選抜）より新たに導入する「指定校推薦入学試験」

の具体的な実施準備をすすめるとともに、本⼊試制度において地域的多様性、多様な価値

観を持つ学生の獲得を目指す。

（５）「教職支援センター」における事業推進

①教職課程カリキュラム及び教員志望者への就職支援の充実、全国の地区稲門教育会と

の連携強化並びに現職教員へのサポート推進を⾏うとともに、本大学の教員養成機関とし

ての機能強化に資することを目的として、①カリキュラム運営、②実習等連携推進、③キ

ャリア支援の各事業を引き続き整備・実施していく。

②⽂部科学省に対し申請中の教職課程再課程認定において、2018 年度中に認定を受ける

べく、指摘事項対応等含め着実に対応を進める。
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（６）その他

① 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

プログラムを通じ学術交流事業を促進するとともに、海外他⼤学とも連携を模索する。

② 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、引き続き具体的な検討を強く推進していく。

以 上
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2018年 6月 

 

商学学術院 将来構想の進捗状況報告（2017年度実績） 

 

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 

入試制度検討WG を設置し、既存入試制度の定員のあり方について検討を行うとともに、一般入試および指

定校推薦入試における定員管理の適正化を進めた。 

②新たな入試制度の検討 

入試制度検討WG において、既存入試制度についての検証を行い、学力の 3要素および英語４技能試験の

活用を踏まえた新たな入試制度の検討を進めた。 

 

（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 

新カリキュラムにおける学生の履修行動を分析し、次年度に向けて 4単位科目である総合教育科目の２単位

化や、外国語科目の習熟度別クラス数の見直しを行った。あわせて、専門基礎科目のうち選択必修科目について

も、学生の履修行動を分析し、2年生までに履修できる方策の検討を開始した。また、国際適用力の形成を目的

とした英語による専門科目の拡充および新トラックの開設に向け、カリキュラム委員会を中心に検討を開始した。 

②教員基礎数を踏まえた専任教員人事の検討 

2016年度に策定した専任教員人事に関する基本方針に則り、計7名（2017年9月・2018年4月着任、

7名中 3名は日本国籍以外の教員、7名中 2名は女性）の専任教員の採用を決定した。 

③文部科学省「次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」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 

EDGE-NEXT 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・準備に

着手し、2018年度より起業家養成を目的とした４科目を新設することを決定した。 

 

（３）学生の異文化体験促進 

①箇所間協定校の拡充 

ＥＤＣパリビジネススクール（フランス）、エクセター大学（イギリス）、ジャクソンヴィル大学デーヴィスカレッジオ

ブビジネス、テキサス大学サンアントニオ校経営学部（以上アメリカ）、檀国大学校商経学部、成均館大学校経

済学部（以上韓国）、ノッティンガム大学寧波キャンパス経営学部（中国）の７校と、新規に学生交流協定

（箇所間協定）を締結した。 

②他学部と連携した相互開放科目の継続と強化 

他学部と相互に連携し、外国語による専門科目等 17科目を相互開放科目として継続的に設置した。 

 

（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 

研究発信力の向上を図るため、ジョイントアポイントメント制度により、海外から教員を招聘することを決定し、

2017年度は 1名を招聘した。 

＜2017年度 海外から招聘したジョイントアポイントメント教員＞ 

佐山弘樹氏（ニューヨーク州立大学ビンガムトン校 システム科学産業工学科 准教授） 
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②訪問教員等の活用による、学術交流の活性化 

2017年度は、訪問教員制度により、海外から 2名の教員を招聘した。また、2018年度も、同制度にて海外

から 3名の教員を招聘することを決定した。 

＜2017年度 海外から招聘した訪問教員＞ 

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） 

＜2018年度 海外から招聘予定の訪問教員＞ 

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） 

マフムード イシュターク氏（National University of Singapore, Professor） 

 

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ため、学部と連携して本制度のプロモーションを行った結果、2017

年度も本制度を通じて優秀な学生を安定的に確保することができ、うち 1名は副総代に選出された。 

 

(２)学生の異文化体験促進 

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、制度の浸透を図り、内部進学者を

確保した。さらに、ＥＤＣパリビジネススクール、国立レンヌ第一大学経営学院（以上フランス）、ジャクソンヴィル

大学デーヴィスカレッジオブビジネス（アメリカ）の 3校と新たに箇所間協定を締結し、学生の異文化体験促進を

図った。 

 

(３)入試改革、カリキュラム改革の実行と効果検証 

入試検討WG を立ち上げ、新入試制度を検討し、本学商学部卒業生を対象とした特別推薦入試を 2019

年度入試から実施することを決定したほか、既存入試制度の見直しを行った。 

カリキュラム改革においては、商学部と連携した学術交流の活性化を図るため、訪問教員制度を活用し、2018

年度に 2名の訪問教授を招聘することを決定した。 

＜2018年度 海外から招聘予定の訪問教員＞ 

ギャート ケネス氏（サンノゼ州立大学 教授） 

ヴィカス メホロトラ氏（アルバータ大学 教授） 

 

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、英語科目群の見直しを行った。また、2018年度4月から実施するアクチュアリープログ

ラム（関連 8科目の新設）の体制整備を行った。提携講座についても計 11講座を開講し維持に努めた。 

 

(２)教育の質の改善 

2017年度よりティーチングアワード制度に参画し、授業参観制度を導入した。 

 

(３)キャリア支援の充実・連携強化 

公認会計士試験受験支援（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
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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。 

 

(４)入試制度改革 

既存入試の機会拡大・要件緩和を行った。 

 

(５)その他 

スチューデント・ジョブを活用した在学生・修了生支援を実施した。 

 

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、2回目の 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／第一次自己評価書）に対するディシジョンレターでは、2016年度 9月より始まったMSc in Finance の

AOL(Assurance of Learning／学習の質保証)を 1年間行ってみての結果報告に関する点と、前回から継続

の SA(Scholarly Academics)教員比率に関しての指摘が挙げられた。これらについては、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2月に自己評価書（Datasheet）を提出し、2018年

10月 23日から 25日の日程にて、最終査察団を受入れることが決定した。最終的な可否については、2019年

3月頃に通知される予定となっている。 

 

（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 70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 31名）。 

海外招聘教員の授業を３科目実施した。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。 

＜2017年度 海外から招聘した訪問教員＞ 

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） 

ケスワニ アニール氏（Reader in Finance, Cass Business School, City, University of London） 

＜2018年度 海外から招聘予定の訪問教員＞ 

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） 

メツラー ジョン氏（Founder and President, Blue Field Strategies） 

アブラモフ ドロン氏（Visiting Professor of Finance, Chinese University of Hong Kong） 

 

（３）入試制度・カリキュラムの適切な運営 

2016年度の経営管理研究科の入試運営や出願状況を踏まえて、入試委員会で入試制度の検証を行った。 

国内外での受験生獲得を目指して、積極的な広報活動（出版物、WEBサイト/SNS、広告出稿、説明会、

企業訪問）を実施した。年間の広報予算が限られていることから、低コストの広告媒体（大学 HP、Facebook）

を有効活用し、教員・事務所間で情報連携を行いながら、教員の活動情報をタイムリーに発信した。 

また、海外における早稲田ブランドの国際認知度を向上するために、海外広報にも注力した。QS ワールドツアー
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（海外開催）に職員や現地校友等が参加し、2017年度は 12都市（サンフランシスコ、ロサンジェルス、バンク

ーバー、北京、上海、台北、香港、バンコク、シンガポール、ホーチミン、バンガロール、ハイデラバード）で広報活動

を展開した。 

経営管理研究科の設立 2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を開始したが、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うとと

もに、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。 

 

（４）その他 

5月 8日～12日（5日間）に第 8回ＣＥＯラウンドテーブル（早稲田会議）、5月 24日に記念講演会

を実施した。 

 

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 

2017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。また、2018年度より研究分科

会研究費について、ジャーナル掲載、著作物刊行、学会発表、科研費等の研究実績を総合的に評価し、傾斜

配分することを決定するとともに、兼任研究所員の研究業績を表彰する「産研アワード」制度を創設した。 

 

（２）講演会、フォーラム等 

「産研講演会」を 40回開催し、およそ 1,200名の聴講者があった。5月には「ブロックチェーンが切り拓く未来」

というテーマで第 25回産研アカデミック・フォーラムを開催し、2月には「日本経済の活躍を担う中小企業」というテ

ーマで第43回産研フォーラムを地方開催（新潟県）した。また、12月にはインキュベーション推進室と共催でビジ

ネスプランコンテストを開催した。 

 

（３）受託研究、受託研修  

①株式会社日水コンからの受託研究「水需要と料金の在り方についての研究」（研究代表者：山本哲三教授）

を継続して行った。 

②テキサス大学サンアントニオ校からの受託研修「Business Immersion Program」（コーディネーター：嶋村

和恵教授）を新たに行った。 

 

(４)研究成果の刊行 

①『第 25回 産研アカデミック・フォーラム』報告書 

②『第 42回 産研フォーラム』報告書 

③『ワーキングペーパー』：1刊発行 

 

５－２．WBS研究センター（2017年 9月 1日からビジネス・ファイナンス研究センターに統合） 

（１）研究部会・研究交流事業 

2017年度は 3件の研究部会と 4件の研究交流事業を実施した。 
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（２）受託研究・共同研究 

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。 

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）を新規に行った。 

③明和地所株式会社との共同研究「コンパクトマンション居住者の住替えライフサイクルから見るマンション需要の

将来像」（研究代表者：永井猛教授）を新規に行った。 

④株式会社リコーとの共同研究「産学連携による次世代型 HR Techサービスの開発」（研究代表者：大滝令

嗣教授）を新規に行った。 

 

（３）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年度は以下のプログラムなどを実施した。また企業等からのカスタマイズ

研修も多数実施した。 

①オープンプログラム 

＜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) EMBA Essence 

B) エグゼクティブプログラム 

＜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) MBA エッセンシャルズ 

＜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 

②カスタマイズドプログラム 

企業研修（4社） 

 

６．ファイナンス研究センター（2017年 9月 1日からビジネス・ファイナンス研究センターに統合） 

（１）先端的ファイナンス研究拠点の形成 

2017年度は 5本の研究プロジェクトを実施し、2本のワーキングペーパーを公表した。 

 

（２）受託研究・共同研究 

①株式会社シーエスデーとの受託研究「リアルオプションの応用に関する研究」（研究代表者：川口有一郎教授）

を継続して行った。 

②The Volkswagen Foundation からの助成金で開始した共同研究プロジェクト「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）。 

 

（２）ノンディグリー・プログラム 

以下の社会人向けノンディグリー・プログラムを実施した。 

①オープンプログラム 
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A) ファンドマネジメント講座  

B) インベストメントバンキング講座 

C) OFF-JT研修プログラム~コーポレートファイナンスの基礎 

②カスタマイズドプログラム 

企業研修（3社） 

 

７．ビジネス・ファイナンス研究センター 

（１）研究部会・研究交流事業 

2017年度は４件の研究部会と 4件の研究交流事業、6件の研究プロジェクトを実施した。 

 

（２）受託研究・共同研究 

WBS研究センター、ファイナンス研究センターから継続して受託研究、共同研究を実施した。その他、以下の受

託研究を新たに実施した。 

①東京短資株式会社との受託研究「債券レポ市場等の定量分析手法の研究」(研究代表者：宇野淳教授） 

②国立研究開発法人科学技術振興機構との受託研究「スター・サイエンティストと日本のイノベーション」（研究

代表者：牧兼充准教授） 

 

（３）講演会・研究成果の刊行 

①野口悠紀雄 特別講義シリーズを毎月開催した。 

②WBS グローバルインサイトと称して、海外有名大学の教授を招聘しシンポジウムを開催した。 

③早稲田国際経営研究（紀要）第 49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、2017年度は以下の 39 プログラムを実施し、受講者数は 3,867名に達し

た（WBS研究センターおよびファイナンス研究センターの実績を含む）。 

また、年々増加する企業研修をコーディネートし、エグゼクティブ教育を拡充していくために、上級研究員 1名を

嘱任した。 

①オープンプログラム 

＜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) EMBA Essence プログラム 

B) トップマネジメント研修 

C) エグゼクティブプログラム（ビジネスモデルの革新） 

D) エグゼクティブプログラム（シニアマネジメント講座） 

E) 日経ビジネス経営塾 

＜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（NLP） 

B) スポーツ MBA Essence ※スポーツ科学学術院との共同プログラム 

C) MBA エッセンシャルズ 総合コース 

D) 管理職者向けMBA エッセンシャルズ 

E) MBA エッセンシャルズ ファイナンス総合コース 

F) MBA エッセンシャルズ アドバンス（全 6 コース） 

G) MBA エッセンシャルズ プロフェッショナル 
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H) ファンドマネジメント講座 

I) インベストメント・バンキング講座 

J) OFF-JT研修プログラム~コーポレートファイナンスの基礎 

＜海外大学との連携による企業研修の実施＞ 

2018年度も引き続き行うことを予定している。 

 

②カスタマイズドプログラム 

企業研修（17社） 

 

以 上 
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2018年 6月 

 

商学学術院 将来構想の進捗状況報告（2018年度計画） 

 

１．商学部 

（１）入試制度改革 

①既存入試制度の見直し 

②新たな入学試験の制度設計 

（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基本方針に則った専任教員人事の推進 

③文部科学省「次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」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）」の推進 

（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 

 

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 

引き続き、学部と連携して本制度のプロモーションに注力し、多くの優秀な学部生を修士課程に受け入れる。 

（２）学生の異文化体験促進 

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。 

（３）効果的な広報による優秀な入学者確保、カリキュラムの安定的な運用 

2019年度より実施する新入試制度に特に力を入れ、優秀な学生を受け入れるべく効果的な広報を行う。また、

カリキュラムを安定的に運用するため、商学部と連携して常勤教員の採用について検討を行う。 

 

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 

①クォーター科目の拡大 

②科目数の削減 

③2019年度アクチュアリー専門コース新設のための関連科目の増強・体系化 

④提携講座の拡充 

（２）教育の質の改善 

①教育内容・方法等の改善 

②授業参観の拡充 

（３）キャリア支援の充実・連携強化 
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①公認会計士試験・米国公認管理会計士試験・米国アクチュアリー試験、各種試験支援 

②会計専門職およびアクチュアリー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 

①アクチュアリー専門コースに係る入試制度の新設 

②既存入試の機会拡大・要件緩和の検討 

（５）その他 

①学生リクルート体制の強化 

②英語関連資格の取得支援 

③スチューデント・ジョブの活用 

④公式 facebook による修了生・受験生への情報発信の強化 

 

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 

・(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。 

・(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）のアップデートを

作成、提出するとともに、そこに記載した計画に従って改善を進める。また、2016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、これまでの振り返りを実施すると

共に、2018度に向けて改善を図る。 

（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/広報活動・カリキュラムの適切な運営 

・経営管理研究科の入試制度を適切に運営する。経営管理研究科発足から２年間が経過し、これまで蓄積し

た各種データを定量的に分析し、改善の必要な点がないか検証を行う。 

・他国立大学の夜間主プログラム参入等、競争が激化している環境にあって、国立大学に比べて学費額が高いこ

とから、広告の有効活用や企業への営業活動等を推進しWBS に入学するメリットをより受験生に伝えていく。 

・早稲田ブランドの国際認知度は改善の余地があるため、アジアの主要都市を中心にQSワールドツアー（現地開

催）に参加し、積極的な広報活動を展開する。 

・世界のビジネススクールの入学試験で必要とされるGMATを運営するGMACと協働し、費用対効果の高い広報

戦略を実行するとともに、WBS の国際的地位の向上を目指して、GMAC メンバー校への加盟を目指す。 

・ABEST21 において国内認証取得を進め、教育訓練給付金制度の指定講座となることを目指す。 

・当研究科の附置研究所であるビジネス・ファイナンス研究センターにおいて、優秀な若手研究者を助教として採用

し、当該助教が当研究科の授業を担当することで、カリキュラムの充実をはかる。 

・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。 

（４）キャリア・マネジメント・センター（CMC）によるキャリア支援（主に留学生向け） 

・入学時 15分の CMCオリエンに加えて、新卒対象・中途対象に分けて、90分程度のキャリアガイダンスを実施す

ることで、日本での就活に関する十分な情報を提供し、各自判断のうえ、計画的に活動を進めるよう促す。 

・職歴を有する留学生も多いことから、様々な中途採用向けキャリアガイダンス・セミナーを新たに実施し、直接的な

リクルーティング機会を提供する。 
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・金融及びコンサルティング業界とのリレーションを構築し、迅速な情報提供と応募に向けた支援を行う。新卒選考

が落ち着く夏以降に企業訪問し、CMC への案件提供、WBS学内説明会について依頼する。 

・英語のみで就職できる求人の説明会等を実施し、海外の就業機会を提案するとともに、英語（+母国語）の

みで応募可能な国内案件を獲得し、学生に情報提供を行う。 

・WBS稲門会の協力により、卒業生との交流会を実施することで、夜間プログラムを含むWBS卒業生と在学生

をつなぐ場を提供する。 

・CMC情報ツール（パイロット版）を開発し、過去の情報を学生自身が検索・閲覧できる仕組みを構築、学生の

利便性と CMCの業務効率化を図る。 

・CMC にてビジネスで必要な日本語表現や語彙を習得し、アウトプット練習行う場としてワークショップを開催し、ビ

ジネスパーソンとして信用されうるレベルの日本語力を身につけ、就職活動を有利に進められるようにする。 

・カードソートやライフライン、ストレスマネジメント、人的リソースマネジメント等、少人数による自己理解ワークショップ

を開催し、学生が自身の特性、興味・関心、行動傾向、スキル・経験などを洗い出すことで、自分らしい生き方・

キャリアを考える機会を提供する。 

 

５．商学学術院総合研究所（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、2018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 

2018 年度より研究分科会研究費について、ジャーナル掲載、著作物刊行、学会発表、科研費等の研究実

績を総合的に評価し、傾斜配分する。これにより、研究活動のさらなる活性化を推進する。 

（２）公開講座、受託研修による教育活動の推進 

2018年度は受託研修（2件）の実施をすでに予定している。 

（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、ビジネスプランコンテスト等の開催 

産研アカデミック・フォーラム、産研フォーラム、ビジネスプランコンテストをすでに予定している。 

 

６．ビジネス・ファイナンス研究センター 

（１）研究部会・研究交流事業 

2018年度は 4件の研究部会と 4件の研究交流事業、6件の研究プロジェクトを実施する。 

（２）受託研究・共同研究 

2018年度も引き続き以下の受託研究・共同研究を実施する。 

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) 

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) 

③株式会社シーエスデーとの受託研究「リアルオプションの応用に関する研究」(研究代表者:川口有一郎教授) 

④東京短資株式会社との受託研究「債券レポ市場等の定量分析手法の研究」(研究代表者:宇野淳教授) 

⑤国立研究開発法人科学技術振興機構との受託研究「スター・サイエンティストと日本のイノベーション」(研究代

表者:牧兼充准教授) 

⑥The 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) 

（３）講演会・研究成果の刊行 

①第９回ＣＥＯラウンドテーブル（早稲田会議）および記念講演会を実施する。 

②野口悠紀雄 特別講義シリーズを毎月開催する。 

③WBS グローバルインサイトと称して、海外有名大学の教授を招聘したシンポジウムを複数回開催する。 
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④早稲田国際経営研究（紀要）第 50号を発行する。 

⑤ワーキングペーパーを随時発行する。 

（４）ノンディグリー・プログラム 

2018年度も2017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。

2017年度実施した 39 プログラムの他に、2018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。 

2017年度にエグゼクティブ教育の拡充のため、各プログラムのコーディネーターとして1名の上級研究員を嘱任し

た。2018 年度は同研究員を中心として、新たな大学の強みとなる社会人教育をより強化すべく、以下の活動を

重点的に行う。一方、これまで順調にプログラム数は伸びているものの、受け入れ体制が限界に来ており、プログラ

ムの質の維持・向上をはかるために、一度各プログラムを見直し整理をする予定である。 

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 

 

７．その他 

2018年度重点領域研究として「イノベーション創出のメカニズムについての学際的研究」（研究代表者：山野

井順一准教授）が採択された。重点領域研究機構の下にプロジェクト研究所「イノベーション研究所Waseda 

Innovation Laboratory（WIN-Lab）」を設置し、最長 5年にわたり研究を推進していく。商学学術院として

も関連領域の教員を中心として学術院全体でバックアップしていく。 

 

以上 
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Waseda Vision 150 理⼯学術院の将来構想の進捗状況報告

１．２０１７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 (*)

→2018 年 4月より学生受入を開始（合計14名）

 大学院進学者数の増大

→志願者数

・修士：44名増 1,624 名（2016 年度）→1,668 名（2017年度）

・博士：17名増 149名（2016 年度）→ 166 名（2017年度）

→入学者数

・修士：5名増 1,301 名（2016 年度）→1,306 名（2017年度）

・博士：19名増 128名（2016 年度）→ 147 名（2017年度）

 材料科学専攻の新設

→⽂部科学省に設置届出申請書を提出（2018.4.23）

 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

→教務部との懇談を実施（2018.2）。それを受け、関連する分野を有する他学術院（文、教育、国

際）との懇談を実施中

 卓越大学院（仮称）の設置検討

→電⼒・エネルギー系卓越⼤学院の公募申請予定（2018.6.6 申請締切）

 SGUとWaseda Ocean 計画 (大学教育の国際化)

→ジョイントスーパービジョン協定の締結（スウェーデン・ウプサラ⼤、韓国・⾼麗⼤学校⼯科⼤

学）

→他にもコチュテルプログラムやダブルディグリーなどを含む箇所間協定について交渉・締結を実

施（締結：英・インペリアルカレッジ、台湾大、独・ハンブルグ大、伊・トリノ工科大、交渉：

伊・ピサ大）

→留学促進を⽬的とした留学先修得科⽬の単位認定の運⽤変更を実施（2018.4〜）

 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

→科⽬数削減ＷＧを⾏い（年度中に 3回）、科⽬数削減の⽅向性の合意、および各学科、領域によ

る具体的な削減数の検討を開始

 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

→2018.4 よりプログラム開始

 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継続して実施している。

 助⼿・助教制度改⾰

→新制度への対応を実施

(*) 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

 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）
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(2017 年 9月予定)に伴う新たな研究体制

→理⼯学術院総合研究所の組織改編を⾏い、①各務記念材料技術研究所は理⼯学術院総合研究所の

クラスター研究所より理⼯学術院の付属研究所として独⽴し、また、②理⼯学術院総合研究所は

クラスター研究所である理⼯学研究所の機能を継承した上で統合した（理⼯学研究所の名称を廃

した）（2017.9.21）。

 材研の⽂科省共同利⽤・共同研究拠点への申請

→各務記念材料技術研究所は⽂部科学⼤⾂より「環境整合材料基盤技術共同研究拠点」として認

定された（認定期間：2018.4.1.〜2024.3.31）。

 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)

→以下の 7つの研究所を理⼯学術院総合研究所の下のクラスター研究所として設置した（括弧内

は代表者）。

①数理科学研究所（⼩薗英雄教授）

②最先端 ICT基盤研究所（甲藤⼆郎教授）

③フロンティア機械⼯学研究所（草⿅仁教授）

④持続的未来社会研究所（柴山知也教授）

⑤先端基礎物理学研究所（寄⽥浩平教授）

⑥先端化学知の社会実装研究所（松方正彦教授）

⑦先進生命動態研究所（大島登志男教授）

 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

→⻄早稲⽥キャンパスの狭隘化解消も⽬的とした上で、新 120 号館への研究室の移転に関する方向

性を本部関係箇所と協議・確認した。また、研究院主催の「理⼯系研究拠点のあり⽅検討WG」

に参加し、研究院及び理⼯総研の今後のあり⽅について議論を⾏った。

 2019 年度研究重点教員(戦略枠)嘱任に向けた検討・準備

→学術領域の公募・審査を⾏い、「エネルギーマテリアル」及び「宇宙物理学」の 2 つを対象領域と

して決定するとともに、当該領域を申請した学科・専攻において具体的な⼈事選考を開始した。

 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

→「Pure」等を活用して本学のアクティビティを国内外へ発信した。

 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

→応募件数 横這い 424件（2017年度）→ 421件（2018年度）

採択件数 増加⾒込み 91 件（2017 年度）→83+α件（2018 年度）

（採択結果待ち 110 件）

 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

→JXTG（若⼿奨励研究）

応募件数 7件増 14件（2016 年度）→ 24件（2017年度）

採択件数 4件増 6件（2016 年度）→ 10件（2017年度）

→三菱マテリアル包括協定

研究助成応募件数 4件増 15件（2016年度）→ 19件（2017年度）

10周年記念セミナーの開催
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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

→55号館、60号館、61号館、62号館の関連スペースの改修⼯事終了（2018.3.31）。改修にあ

たっては導⼊する設備、什器のヒアリングを実施することで研究ニーズを反映。2018 年 4月よ

り新規嘱任教員の利⽤開始。

 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

→理⼯重点研究拠点の整備のため転⽤されたゼミ室・教室の代替スペースを調整、教室仕様に改

修（2018.3.31）。

 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

→各部屋のドラフトチャンバーに敷設されてある可変型⾵量装置の設備更新を実施。

→環境資源工学科ならびに経営システム工学科について、51号館廊下共用部の存置物品を撤去。

 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)

→63 号館 3階 PCルームおよび 57号館 1階製図室/CAD室の端末更新

→上記更新に関連したサーバ機器、ネットワーク機器の更新

→63号館 3階 PCルームA、B、Cの 3教室のプロジェクタ更新

→63号館 3階 PCルームHの新たな展開（次世代 IT利⽤設備導⼊）

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

→新たに⽴ち上げた「理⼯学術院における⼤学院のあり⽅に関する検討委員会」の中で取り上げ、

懇談を⾏った。3 研究科体制となり 10年経過し、各研究科の独⾃⾊がはっきりしたことなどから、

1 研究科に戻すには慎重な議論が必要であることが確認された（2017.11.21）。

 ダイバーシティの推進

→ダイバーシティに配慮した任⽤履歴書の改版への対応・周知を実施した。

→⼥性教員の採⽤実績：専任 3 名、任期付教員 5名、助手5名

 職員の待遇改善

 次期法人系システムの導入準備

→2018年 4月より本稼働する新財務システム・RPAについて、理⼯センター内における業務分担・

業務フローを整理し、事務担当者向け説明会を２回開催した。

→新研究支援システムについては、学内最大ユーザーであることより主体的かつ積極的に開発に関

与し、機能設計・テスト・マニュアル策定・教員向け事務担当者向け説明会開催支援等、システ

ム構築・導入準備に大きく貢献した。

◆基幹理⼯学部・研究科
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① 教育・入試改革

 入試実績

定員充⾜率厳密化の段階に⼊り、2018 年 9月入学の英語学位プログラム入学生枠を確保しつつ

2018 年 4⽉⼊学は⽬標の率を達成した。⼀般⼊試においては、安定して⾼い合格最低点を維持して

いる。また、地方との連携を強化する新思考入試において、情報生産システム研究科との連携体制を

整え、指定校推薦により初めて 4月入学生を迎えた。Major制度に移⾏した英語学位プログラムでも、

MSおよびCSCE Major に指定校推薦・特別選抜入試・附属系属校推薦の３つの入り口より4月入学

生を迎えた。

 国際化の推進

上記英語学位プログラムについて、基幹理⼯学部に属する 2 Major および 3 Minor、他理⼯学部の

Major、Minor との協同作業のもと、基礎教育および専門教育のカリキュラムを再構築し、Vision150

教員など国際理⼯学センターの教員の募集および選任を⾏った。また、⼤学院英語学位プログラムに

おいては、2018年 9月より表現工学専攻が、2019年 9⽉より電⼦物理システム学専攻がそれぞれ

修士課程を新設する予定であり、その準備作業を開始・継続中である。

留学の促進については、2016年度に基幹理⼯優先枠が数学系・情報系に設置され、カリキュラム

マッピングも準備されたが、2017年度においてこの枠を使った実績は発⽣しなかった。

基幹理⼯学研究科と国⽴台湾⼤学電機資訊学院とのダブルディグリー・プログラムが開始した。

 教育制度の整備および運営

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

理⼯学部では所属全学科共同でカリキュラム改⾰の作業を進めた。卒業要件単位を 136 単位から 10

単位減の126単位に揃え、各学科で各科⽬群の必要単位数の⾒直しを⾏った。

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

れている。

上記の情報生産システム研究科との地方連携入試に引き続き、入学生の教育プログラムの一環とし

て北九州市のインターンシップモデル事業に参画し、１、２年⽣向けのインターンシップを試⾏した。

② 研究改革

 重点研究領域

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

つの重点研究領域が開設された。基幹理⼯学研究科においても、MS、 CSCE Major にそれぞれ数理

科学研究所、最先端 ICT基盤研究所が設けられ、研究活動が開始した。

 学術提携・箇所間協定

2017 年度における主なる事項は下記の通りである。

（学術提携の継続）日独大学院プログラム、JICA「アフリカの若者のための産業⼈材育成イニシアテ

ィブ」および JICA「アフガニスタン国未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト」など

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

Tajikistan、Imperial College of Science など

 人材育成拠点の設置

⽂部科学省「成⻑分野を⽀える情報技術人材の育成拠点の形成」(enPiT-Pro)が採択され、拠点形

成のもと活動が開始された。
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◆創造理⼯学部・研究科

①教育改革

 学部英語学位プログラムの開始に向けた取り組み

→ 2018年度よりMEメジャーならびに CEメジャーの英語学位プログラムをスタートさせるため

の準備を完了した。この⼆つのメジャーには、学部内の 5 学科全てが参加する。具体的には、各メ

ジャーのカリキュラム・新任教員⼈事や⼊試⽅法などについての検討を⾏い、その詳細まで確定し

た。

 フィールド（学外の実践・実習の場）を活⽤した研究・教育の更なる充実

→ 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。また、英語学位プログラ

ムにおいても、上記のリテラシーとワークショップの 2科目をさらに発展させた「SHIPプログラム」

を設置することにし、フィールド演習の強化を図った。

 箇所間協定校の拡充

→ 2017年度新たにトリノ⼯科⼤学エラスムス＋、ヴェネチ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、現協定を活かして慶熙大学校、 ベルリン工科大

学、ハンブルグ工科大学、 グルノーブル建築国⽴学校、 パリ・ラ・ヴィレット建築大学、 バル

セロナ建築大学、 トリノ工科大学、 フェラーラ大学、 カールスタッド大学、 ヴァイマール建築

大学、 アーヘン工科大学などからの学生を受け入れた。さらに、アーヘン工科大学、パリ・ラ・ヴ

ィレット建築大学、ベルリン工科大学、ヴァイマール建築大学、 ブリュッセル自由大学、ヴェネチ

ア建築⼤学へ学⽣派遣を⾏った。また、国内では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）

→ 2016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 年秋学期ならびに 2017年度春学期の科⽬を対象にティーチング・アワードの候補者を選

考し推薦を⾏った。推薦を受けた 2 科目ならびに 3科目が賞(このうちの各1科⽬が総⻑賞)を授与

された。

 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更新した。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設置を決定

→ 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

課程の設置を決定し、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
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→ 学部英語学位プログラムのスタートと同時に、理⼯学研究所における重点領域研究 2 テーマに関

わる「フロンティア機械⼯学研究所」と「持続的未来社会研究所」を理⼯総研内に設置した。これ

に伴い新たに使用可能となる研究重点スペースの効果的な活用方策について検討し、初期段階とし

てのスペースの割り付けなどを終えた。これにより、2018年度以降の本格運⽤に向けた準備が完了

した。

③⼊試制度改革

 学部英語学位プログラムに関わる⼊試制度の整備

→ 4月ならびに9⽉⼊学の学⽣のための⼊試制度を検討・整備し、2018 年度からのスタートに向

けた準備を完了した。

 指定校推薦入試についての検討

→ 2016年度までの推薦状況を確認し課題を抽出するとともに、より望ましい精度とするための⾒

直しを⾏った。

 ⼤学院修⼠課程⼀般⼊試における英語能⼒の確認⽅法の変更

→ 2018年度⼊試から英語の外部試験のスコアの下限値を⽰して、このスコア以下の受験⽣は出願

できないものとした。なお、これは、基幹理⼯ならびに先進理⼯の両研究科ですでに採⽤してき

た方法と同じである。

◆先進理⼯学部・研究科

➀教育改革 

 修士課程における共通科目の再構築などによる、広い視野を持った学生の育成

→研究倫理プログラムの受講を修⼠学位取得の必須要件とし、各専攻における研究倫理科⽬を研究

科として整理した。

 実験講義のオンデマンド化による効率的な授業

→⻄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している。

 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」を継続して運営。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」を継続して運営し、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

→米Case Western Reserve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

関わる箇所間協定の締結に向けた最終段階まで持ち込み、2018年度内に締結⾒込み。

→米Case Western Reserve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、同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。

→米Virginia Tech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

所間協定の締結に向けた検討を開始した。
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 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 

 理⼯学術院総合研究所に設置された 7重点研究領域（理⼯重点）における先進理⼯学研究科に関わ

る 3研究所の設置と運営

→「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」

を設置し、運営を開始した。

 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および Pure の活

用)

→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。また Pure システムによ

る活動状況の可視化が進捗。

 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を顕彰。

 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。

 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、学科単位で附属系属校教員との連携をもとに、研究科として

も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 (カリキュラムTA) を継続して活用している。また、2016年度に新設され2017

年度から運⽤開始した⾼度授業 TA制度を積極的に活⽤し、学⽣⽀援を⼀層充実させた。

 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
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→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。2017年度は 2回の講演会を実施し、学⽣との意⾒交換の機会を設けた。

 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年度に嘱任した。

◆環境・エネルギー研究科

①入試改革

 広報活動の強化（継続）

→学外大学院入学情報サイトなども活用し、広報活動を展開した。定員100 名の確保は達成。

 博士後期課程学生の確保

→2017年度 2名の修了（学位授与）、1名の入学となり全体では 1名減となった。研究プロジェク

トとの連携を図りながら今後も増員に努める。

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

→カリキュラムの展開およびその財源確保について検討を開始した。

 社会ニーズに対応した教育プログラムに関する検討

→社会的な課題・ニーズに対応したプログラム（提携講座）を新たに開設した（2018年 4月から 2

講座）。

③研究改革

 学問領域統合型の産学官連携プロジェクトの展開

→e-ASIA 共同研究プログラム「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」を展開し、本学でのワークショップ開催、タイにおいてはバイオマスエネルギー社会実

装に向けた協働について議論を開始した。

 地域リサーチセンターの設⽴と展開

→山形県小国町に設置したリサーチセンターを中心にバイオマス導入調査等地域展開に関する研究

をすすめた。また福島県広野町においてはシンポジウムを開催し、地域内で抱える課題抽出をおこ

なった。
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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ついて、執⾏部を中⼼に協議をおこなった。本庄学院のサマーセミナー

へ講師派遣等をおこなった。

 公開講演会の企画・実施

→本庄市および大学側来賓者の日程調整がつかず、2017年度の開催は延期することとした。

◆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、「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。

→早稲田大学IPS・北九州コンソーシアム会員企業から産学連携教員を5名招き、実践的な教育コー

スを開講した。⼀⽅で、各界トップによる講演、新たな教育⼿法によるワークショップの開催も⾏

った。ワルシャワ工科大学とはコチュテルプログラムを開始した。

 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。

→提携校の国による偏りを是正すべく検討に入った。ASEAN諸国からの学⽣獲得には奨学⾦が必要

となる場合が多いが、早稲田大学IPS・北九州コンソーシアム会員企業からの奨学⾦獲得を開始した。

IPS特別奨学⾦終了による影響は、今後も注意深く⾒守る。

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。

→北九州地域連携型⼊試・教育プログラムについては、9名（定員10名）の合格者を決定し、実⾏

段階に入った。

 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。

→海外機関と連携した社会人教育プログラムの検討を開始した。

 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。

→順調に推移中。

 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。

→引き続き検討する。

 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。

P51



10

→九州における産業応用IoT（IIoT）拠点構想を前進させた。北九州学術研究都市内の連携⼤学院コ

ース設置については議論がとまっているが、北九州市⽴⼤学が主導しているenPit-Proの今後の進め

方に呼応して対応する。

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。

→テーマをエコインダストリに限らず実施中。

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。

→実⾏した。今後も継続していく。

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。

→今後にもちこし。

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。

→継続して検討する。

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。

→実⾏した。

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・意識度チェックを⾏う。

→学⽣⽣活全般についてアンケート調査は⾏ったが回答率が低い。授業に対するアンケートでは、

満⾜度が⾼いことがうかがわれた。

 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。

→今後10年間のIPS中期計画で重要な項目であるので、慎重に検討中。

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。

→次年度へもちこし。

P52



11

 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。

→次年度へもちこし。

⑥その他

1.早稲田スピリッツの醸成

→2018年度も引き続き⾏う。
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２．２０１８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 (*)

 「３つのポリシー」検討体制の構築および、認証評価に向けた⾒直し・改訂の実施

 高大連携入試に関する実施案の策定

 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

 電⼒・エネルギー系卓越⼤学院の設置に向けた準備

 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

 大学院の科目数削減に向けた検討の開始

 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

②研究強化

《理⼯学術院総合研究所》

 理⼯重点研究領域における研究の推進

 7 つの研究所に対するスタートアップ経費支援の実施

 7 つの研究所間の相互連携の促進等を目的とした早稲田地球再生塾（WERS）の設置及び理⼯総

研プログラムマネージャー（PM）2名によるWERS を通じた 7つの研究所に対するサポート

の実施

 研究開発センター(新 120 号館)への研究拠点の展開に向けた検討・準備

 新 120 号館への移転ニーズ把握のためのアンケート調査の実施

 2020 年度研究重点教員（戦略枠）嘱任に向けた検討・準備

《各務記念材料技術研究所》

 環境整合材料基盤技術共同研究拠点の活動開始

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

「環境整合構造材料・プロセス」、「環境整合機能性材料」、「環境整合材料物性」、「環境整合材

料の設計・評価」の各研究グループによる共同利⽤・共同研究を推進する。

 創⽴ 80周年記念事業として「材研創⽴ 80 周年記念セミナー」を開催し、研究活動の情報発信を積

極的に展開する。

《研究総合支援課》

 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継続拡⼤

 産学連携活動協定先の拡充と研究助成の促進

 ⺠間研究資⾦獲得に向けた⽅策検討に着手

 公的研究費支援体制の整備

 2019年度からの公的研究費に対する⽀援体制を強化・⾒直し
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③キャンパス整備

 新材料系⼤学院（材料科学専攻）設置に伴うスペース整備

 専攻の要望に応じた施設改修

 キャンパスのセキュリティ向上

 対象号館、入構門扉の ICカード対応

 防犯カメラの増設

 情報インフラ整備

 PCルームプリンタの課⾦⽅法の統⼀

 製図/CAD室 AV機器更新

 視聴覚教室タッチパネルシステムの更新

 視聴覚教室の⼤型スクリーンの更新（ワイド化）

（2019年度予算申請予定）

④学術院体制・事務体制・その他

 次期法⼈系システムの本稼働と更なる展開

 新財務システム・研究支援システムの安定運用

 新出張システムの導入準備

◆基幹理⼯学部・研究科

① 教育・入試改革

 入試改革

定員充⾜率の厳格化のもと、⼀般⼊試および推薦⼊試の⼊学者数⽐率の改善を学系毎に⽬指す。改

善計画策定後は⽬標値に到達するべく年度毎に漸次改善を進めていく。

 基幹教育制度改⾰

基幹独⾃の制度として学系⼊試に基づく学科進級振り分け（進振り）制度がある。学⽣の希望学科

のマッチング精度を⾼め、よりスムーズな運営を⾏うため制度の改善を図る。

また、副専攻制度においても選考課程・履修制度について⾒直し、履修者数向上、制度の安定運⽤

を⽬論む。

 カリキュラム改革・科目削減

本年度は理⼯学術院全体で科⽬削減・３ポリシー更新の作業が進⾏する。これに歩調を合わせ、報

告でも述べた2019 年 4月カリキュラム改革の最終段階に入る。また、学術院の科目削減目標の下で、

各学科において科⽬設置の⾒直しを⾏う。

 材料科学専攻の発⾜

2019 年 4⽉より基幹理⼯学研究科に材料科学専攻を開設するため⽂科省への設置申請を⾏ってい

る。承認された後には、カリキュラム確定作業・学生募集を含めた専攻の広報活動を本格的に開始す

る。

 国際化の推進

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

における基幹優先枠の拡⼤を図る。また⼤学院においては、ダブルディグリーやコチュテルの制度を

活用し、国外大学との教育連携を引き続き推進する。
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② 研究改革

 重点研究領域の充実

2017 年度報告で述べた重点研究領域について、研究活動を本格的に開始する。セミナー・講演会

等の研究交流、他⼤学・企業・研究所との共同研究、安定運営のための外部資⾦獲得など、多⽅⾯に

わたり充実を図る。

 卓越大学院プログラムへの参加

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

ち上げる予定であり、カリキュラム・社会⼈⼊試等の内容の検討を進め、開設準備を⾏う。

 材料科学専攻の発⾜

①で述べた材料科学専攻について、材研や材⼯会との連携も視野に⼊れた材料分野の研究拠点の整

備、企業・研究所との共同研究プロジェクト申請などの準備作業を進める。

 その他研究拠点の支援

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

その他の研究重点課題や enPiT-Pro 等の運営について支援する。

◆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伴い、創造理⼯全体で展開する SHIP 科目（Social and Human

Innovation by Practical Science and Engineering）を開講する。前年度からの議論を踏まえ、科

⽬の詳細な設計を⾏い、学⽣に⼗分な効果が期待できる科⽬としていく。

 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の開始を引き続き検討

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

→ 60号館の 1階スペースを重点研究教員居室ならびに会議・ゼミ・ラーニングコモンズエリアと

して、地下スペースについては大型実験を含む重点研究用実験エリアとしてそれぞれ整備し、その

運営方法を検討する。

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

→ 高校毎の入学者の成績等を勘案しながら、適正な確保数を目標として、対象高校および優遇校の

⾒直しを⾏う。
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 学部英語学位プログラムの入試方法の策定

→ 優秀な学⽣の安定した確保のため、引き続きよりよい⼊試⽅法を検討するとともに、広報にも⼒

を入れる。

 高大連携の強化

→ 2020年に予定される⼊試改⾰を⾒据え、特に附属系属校との連携のあり⽅について密に議論す

る。

◆先進理⼯学部・研究科

➀教育改革 

 実験講義や研究倫理科⽬等の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

 修士課程での学会発表の更なる奨励

➁研究改革 

 理⼯重点に関わる３研究所「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」の運営

 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および Pure

システムの⼀層の利⽤促進)

 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）

→2017年度に⼀定の成果が得られたため、広報活動強化を継続する（修⼠課程の在籍学⽣数：100
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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

→アジアや地域連携等のプロジェクトとの連携のなかで、博士後期課程の学生確保を目指す。

②教育改革

 ⾼度な⽂理融合に向けたカリキュラムの展開

→これまで取り組んできた「国際環境リーダー育成プログラム」を核としながら、⽂理融合カリキ

ュラムを強化し、カリキュラム実施に向けた財源確保を目指す。

 社会ニーズに対応した教育プログラムの強化

→⽴ち上げた新たな教育プログラムを社会ニーズに照らし評価し、改善点、強化点の検討に着⼿す

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プロジェクトの展開

→環境総合研究センターより申請・採択された、e-ASIA 共同研究プログラムを核として、産学官連

携を発展させた新たな外部資⾦獲得を⽬指す。

 地域リサーチセンターの設⽴と展開

→各地域リサーチセンターでの研究活動等を展開させ、それぞれの地域のニーズに合致したプロジ

ェクトを組成し、外部資⾦獲得を⽬指す。

④本庄キャンパスの活性化

 高大院連携

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

 公開講演会の企画・実施

→環境・エネルギー研究科および環境総合研究センターの研究成果等を中心に本庄展開に関する新

たなメッセージとして発信する。

◆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をさらに強⼒に推進する。

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引き続き⾏う。

 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、

質の向上および社会人教育、大学院プレ教育等についても検討する。

 国内に閉じないグローバルネットワークを活かした地方創生を視野に入れる。

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。

 博⼠後期課程学⽣、若⼿研究者の充実を図る。
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 サマープログラム等短期集中受託教育の定常化を引き続き⾏い、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。

 産業構造⾃体が変わる時代に向けてのフレキシブルな教育・研究体制の策定を⾏う。

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のさまざまな活動の活性化、共同研究プロジェクトの設置を⾏う。

2.研究環境の⾼度化・発信⼒の強化

スマートインダストリ、ライフエンジニアリング、環境エレクトロニクスを例とするような研究の柱を

構築し、外部資⾦獲得、関連教育実施、これらに関連する教員・研究者⼈事をめざす。 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。

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、⼈材育成事業も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

 エージングソサエティにおける大学の在り方を検討し、「生涯にわたり戻る場所としての大学」を

目指す。高大接続、リカレント教育、社会人教育、大学院プレ教育について検討する。地域に貢献

する啓蒙普及、⼈材育成を⾏い、⼤学の⽴場から地⽅創⽣に貢献する。

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。
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以 上

⑥その他

1. 早稲田スピリッツの醸成

早⼤内他箇所、他学術院との協⼒による総合⼒での地⽅創⽣

P60



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

社会科学総合学術院

将来構想

2017年度報告・2018年度計画

P61



1

Waseda Vision 150 社会科学総合学術院の将来構想の進捗状況報告

１．２０１７年度報告

【国際化】新英語学位プログラム開発・学生募集・入試実施

任期付教員 4 名を新たに採用する等、2018 年 9 月の新英語学位プログラム開設にむけてカリキュラム整備をすすめた。

また、新英語学位プログラムの定員を 40 名・60 名と段階的に引き上げることを決め、各国の学事暦に対応すべく、受入

時期を 4 月･9 ⽉の年 2 回に拡大。出願期間を広げることや、受験地を選ばないオンラインによる面接、日本国内の高校

⽣に⾨⼾を開く等、様々な施策を進めた。

【国際化】海外⼤学との新しい留学プログラムの開発

以下の交流を主⽬的とする協定を締結した。

①日越大学構想への学部開設支援も視野にいれたベトナム国家大学ハノイ校

②研究交流や中国語圏への既存のDDや⻑期留学につながる短期派遣を特⻑とする武漢⼤学

外国語言文学院

③平和構築・国際協⼒の現場でのインターンシップを視野にいれた ASIAN Network for

Free Elections

また、⽶国ポートランド州⽴⼤学、ホープ⼤学との交流にむけての⾜掛かりを築いた。

【学部・大学院】5年間学部修⼠⼀貫プログラムの具体化

2019年４⽉より 5年間学部修⼠⼀貫プログラムを実施することになった。また、学部から⼤学院への進学拡⼤を実現す

るため、推薦⼊学制度の充実化を図った。

【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・カテゴリーの位置づけを引き続き検討した。「英語教育カフェ」を開催し、「グローバルラーニング」につ

いて意⾒交換した。ゼミナール開始を２年次春学期から秋学期へ変更した。学習⾃由度を⾼めた。国際機関でのインター

ンシップ等を導⼊した。留学と海外インターンシップについてポートランド州⽴⼤学と意⾒交換をおこなった。

【学部】初年次教育を導⼊

2018年度からモデル導⼊した。2019年度から全新⼊⽣へ導⼊予定である。

【学部】2020年度からの⼊試制度改⾰に対応した学部⼊試の⾒直し

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。また、学⼒の３要素に対応

した⼊試制度改⾰について検討をすすめた。このほか、グローバル⼊試の導⼊、留学⽣向け AO⼊試制度の拡充ならびに

英語 4技能の評価導⼊等、国際系⼊試制度の再編をおこない本格的な運⽤を始めた。

【⼤学院】研究分野の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の研究分野の再編を完成した。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ための環境を整備した。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具体化し始めた。⼊試制度の全⾯的な改⾰を実施した。2019 年度より

AO⼊試へ移⾏すると共に、学部・修士一貫コース、修士・博士一貫教育を導入した。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を進めている。

【研究】附置研究所に新研究部門を設置

大学院の研究分野再編と連動し、新たな研究部門として「現代日本学研究部門」を設置した。
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【研究】附置研究所を中⼼としたプロジェクト研究遂⾏と研究連携

先端社会科学研究所主催・共催によるセミナー等をのべ 29 回開催し、研究所HPおよびMLで告知した。SGUグローバ

ルアジア研究拠点、科研費新学術領域研究「和解学の創成」、ボン⼤学、⽇本医療研究開発機構、JST 社会技術開発研究セ

ンター、気仙沼商工会議所、JA 共済連などと連携して、共催セミナー、共同研究、成果発表などを実施し、また、政策提

言をつうじたフィールドへの成果還元をおこなった。

【学術院】アクティブラーニング・ラボを稼働

14 号館教員図書室内に整備した。使用ルール等を定め、2018 年 5 月より供用を開始した。
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２．２０１８年度計画

【国際化】新英語学位プログラムの学生受け入れ開始

新英語学位プログラムの学生受け入れを秋学期から開始する。

【国際化】留学⽣受⼊と海外大学との交流の促進

以下を主目的とする各機関との関係強化をはかる予定である。

①修士レベル・学部レベルでのDDを視野にいれた清華大学

②学部レベルでのDDを視野にいれた香港中文大学

③学部開設支援の一環としての日越大学

④ミャンマーからの奨学生受入を視野にいれた日本学生支援機構大阪日本語教育センター

⑤インドネシアでの児童福祉や⼥性活躍推進を視野にいれたコミュニティ形成を学ぶ場への学⽣派遣を視野にいれたパジ

ャジャラン大学

⑥都市計画・まちづくり・コミュニティ形成等の現場へのインターンシップを視野にいれた

ポートランド州⽴⼤学

また、⽶国ホープ⼤学、英国バーミンガム⼤学との交流についても、既に展開している研究交流を基盤に組織的な連携へ

との発展を目指す。

【学部・大学院】学部教育と大学教育の連携を強化する

5年間学部修⼠⼀貫プログラムの導⼊により学部と⼤学院の垣根が低くなったが、新制度の充実化と安定化を図るために、

学部学⽣と⼤学院⽣との交流を活発化し、学部教育と⼤学院教育の連携を強化する具体策を検討する。

【学部】

①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・カテゴリーごとの履修状況をふまえ、カリキュラム・ポリシーおよびディプロマ・ポリシーとの PDCA サ

イクルを確⽴する。文章指導の体制を強化する（指導員の安定的な確保）。海外インターンシップについてポートランド州

⽴⼤学等との協議を続ける。

②初年次教育の実施準備

初年次教育「ラーニングコミュニティ」を 2019 年度から全新入生へ導入する。

③2020年度からの⼊試制度改⾰に対応した学部⼊試の⾒直し（継続）

アドミッション・ポリシーについては、カリキュラム・ポリシーおよびディプロマ・ポリシーに連動しつつ引き続き検討

する。学⼒の３要素に対応した⼊試制度改⾰については引き続き学部内で議論し、具体的内容を検討する。さらに、募集

定員の増加する国際系⼊試については、広報に務めるとともに円滑な⼊試制度の運⽤を図ることとする。

【大学院】研究分野の連携強化、世界的に影響⼒のある研究・教育拠点の形成

研究分野の再編により、⼤学院の学際性の追究と分野間の連携がより⾏いやすくなった。先端社会科学研究所との連携を

緊密化し、プロジェクト研究を遂⾏するなかで、①コミュニティ・社会開発、②平和構築・国際協⼒、③経済・環境持続

可能性、④社会データとその応⽤倫理、⑤社会科学総合の基礎理念と⽅法など）の研究・教育拠点の可能性を探る。

一つの試みとして、横断的な新研究分野「現代日本学」を中心に、人文、社会、自然科学を融合させた現代日本学の国際

的な教育・研究拠点の形成をめざす。

【研究所】

①5つのテーマを中⼼としたプロジェクト研究遂⾏とフィールドへの還元――「社会に開かれた分野横

断型研究」を目指して
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先端社会科学研究所を中心に、①コミュニティ・社会開発、②平和構築・国際協⼒、③経済・環境持続可能性、④社会デ

ータとその応⽤倫理、⑤社会科学総合の基礎理念と⽅法の 5つのテーマを軸にプロジェクト研究を遂⾏する。昨年度に引

き続き、SGUグローバルアジア研究拠点や科研費新学術領域研究「和解学の創成」、その他学内外諸機関と連携しつつ、

「社会に開かれた分野横断型研究」の遂⾏を⽬指す。

②学際的臨床社会科学研究の教育への還元と若⼿研究者養成

先端社会科学研究所における研究を学部・⼤学院教育や若⼿研究者養成へとつなげていくために、以下の⽅策の実施を検

討する。①研究所セミナー等への学⽣の参加を昨年以上に呼びかける。②博⼠論⽂完成前後の院⽣報告会を⼤学院のみな

らず研究所としてもサポートすることで、院⽣や若⼿研究者により広い成果報告の機会を与える。③データ科学総合研究

教育センターなど学内諸機関との連携により、学部生・院生に研究手法の習得やスキルアップの機会を提供する。

【学術院】アクティブラーニング・ラボの運営プログラム策定

運営委員会において、臨床教育の補助プログラムの策定、および年間計画を具体化する。

以 上

P65



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

人間科学学術院

将来構想

2017年度報告・2018年度計画

P66



1

Waseda Vision 150 人間科学学術院の将来構想の進捗状況報告

１．２０１７年度報告

１．学部・大学院一貫の質の高いカリキュラム

①新カリキュラム運用方法の検討と能動的な授業展開（学部）

多様な授業形態推進の一環として、少人数の実習科目のみならず、大規模講義科目にも多くの授業

TAを導入してチームティーチングを促進した。受講者の能動的な取り組みを中心とした科目は、実習

を中心とした科目以外でも大幅に増加した。

②学部から大学院への接続の強化（学部、修士課程）

従来 1 年春学期に集中展開していた少⼈数のゼミ教育を再編して秋学期にも設置することを決定

し、同時に基礎教育系のすべての科⽬間連携を⾒直し強化した。また、学部⽣と院⽣の共同授業を展

開し、接続を強化するため、学部の 3 年次以上が履修できる⼤学院と合併した専⾨科⽬群の新設を決

定した。

③研究倫理教育の開発（学部、修士・博士後期課程）

初年次教育において初学者に対する研究倫理教育の導⼊となる学部独⾃の実習・討論型授業を開発

した。また、⼈間科学研究科ならではの分野混合の討論型の研究倫理プログラムの開発準備が最終盤

を迎えている。以上により、学部入学から3〜4年次の専⾨ゼミ・卒業研究での指導を経由して、⼤学

院へと接続する研究倫理教育プログラムの骨子がほぼ形成できた。

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では渡航先を 4 箇所まで増やすことができた。また、学際的

研究を展開する博士後期課程のあり方やコースワークの導入の検討を開始した。

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年度⼊試から実施した。

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

内外より要請される学⼒３要素とアドミッション・ポリシーとの関連性を確認し、大学全体の入試

改⾰における学⼒３要素の評価⼿法の導⼊⽅針について検討した。

③留学⽣の受け⼊れ

渡⽇不要⼊試を発展的に廃止し、大学院研究科に特別選考制度を設けた。

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、学内外への広報を実施した。

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定例の研究推進委員会において、研究推進の⽅向性について検討し、主に人間総

合研究センターの事業の充実と拡充の検討を進めた。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な制度を新たに制定し、2017年度中に公募を実施し、2018

年度からの運⽤を実現した。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、

既存の研究連携のフォローアップと新たな研究連携先の検討も進めた。
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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、それらの成果についても評

価を⾏った。また、研究推進委員会と連携して、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、学内関係箇所とも情報交換をし

つつ検討した。また、例年と同様に主催事業（⼈間科学に関わるシンポジウムや研究交流会等）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検討を進め、近隣地域や海外⼤学との連携を検討した。教育⾯においては、イン

ターンシップや実習に関わる学生派遣の協定を締結し、併せて新たな国内外の大学との締結も目指して

検討を進めた。研究面についても地域との包括的な協定を新たに締結し、研究のフィールドとして積極

的な連携を開始した。

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 3次将来構想委員会を⽴ち上げ、第２次将来構想委員会の答申に基づいて検討を進めた。
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２．２０１８年度計画

１．学部・大学院一貫の質の高いカリキュラム

①能動的な授業の展開と恒常的なカリキュラム修正（学部）

引き続き、能動的な授業を拡張、展開し、従来型の講義科目とのバランスを考慮したカリキュラム

修正を検討する。

学部独⾃の留学プログラム導⼊の検討を始め、在学⽣の留学機会の拡⼤を図る。

中⽬標の点検や整理も含めたカリキュラムの評価の検討を進める。

②学部から大学院への接続の強化（学部、修士課程）

引き続き、学部生と院生の共同授業を展開し、接続を強化していく。学部 3年次以上向けの⼤学院

合併で実施する科目を増設する。また、従来からの学部 3 年卒業制度を発展的に組み替え、進学を促

進させる制度の検討を開始する。

③研究倫理教育の開発（学部、修士・博士後期課程）

学部初学者に対する研究倫理教育を導⼊し、⼈間科学研究科に分野混合の討論型の研究倫理教育プ

ログラムを 2019年度から開講できるよう準備を⾏う。

④大学院教育・研究の検討（修士・博士後期課程）

学際的研究を展開する博⼠後期課程のあり⽅やコースワークの導⼊の検討を引き続き⾏う。また、

留学⽣の⽇本語教育科⽬の所沢キャンパス設置を模索する。

２．安定した⼊試制度

①定員の厳格化への対応

推薦指定校選定にかかるルールを継続的に整備する。

②2020年以降の選抜⽅法に関する検討

共通テスト導⼊と⾼校の指導要領改定に向けた選抜⽅法に関する検討を進める。

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。

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定例の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。

継続して、学内の研究戦略センター等と連携して、所沢市や企業等との連携についても、既存のプロ

ジェクトのフォローアップや新規提案の検討を進める。研究推進委員会の下に、タスクフォースを形

成し、学術院の学際性を活かした研究グループ群の構築を図る。人間総合研究センターの事業として、

若⼿研究者や地域連携プロジェクト等への⽀援等も検討し、拡充を図る。

②人間総合研究センターの事業の活性化

継続して、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）を実

施し、研究成果についても評価を⾏う。また、引き続き、学内関係箇所と情報交換をしつつ、人間科

学研究の受け皿としての本研究センターの機能を活性化する。さらに、上述の研究推進委員会と連携

して、人間科学の発展に寄与する種々の事業を新たに定め、実施を目指す。定例の事業（⼈間科学に

関わるシンポジウムや研究交流会等）については、継続して実施する。
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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、所沢市をはじめとする自治体との包括協定に基づいて教

育・研究両面での連携を積極的に進める。また海外大学との連携も積極的に進め、学⽣交流も図る。

研究面においては、とりわけ産業界との連携に関しては、引き続き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答申のとりまとめと優先課題の実施

今期の執⾏部の任期終了に合わせて、第３次将来構想委員会において答申をとりまとめる。その答

申に基づいて継続して次期執⾏部でも検討し、優先的に取り組むべき課題について、逐次実施を目指

す。またさらに次期将来構想委員会の設置についても検討する。

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

１．２０１７年度報告

①⼊試制度改⾰

（学部）

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

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

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

討した。

・センター試験廃止後の対応を検討し、入学センターと共有した。

（大学院入試）

・大学院への入学者を増加させるための方策について検討した。

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

決定した。

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

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

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

活動をおこなった。

②教育改革

（学部）

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

明確化と、それに対応した教育カリキュラムの検討を⾏った。

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

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

続して⾏った。

（大学院）

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

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

・学部と合わせてクォーター制への移⾏について検討を継続して⾏った。

③教育研究拠点形成

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

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

者を決定した。

またSGU事業に関連し、以下の取り組みを⾏った。

ア）国際ネットワークの活用関連（共同指導・共同研究関連）

・海外大学の教員 4名を訪問教員として招聘した。

4/8-5/20 Dr. LIGHT, Richard カンタベリー大学

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

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

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

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

各 1コマ）

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

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

・博⼠留学⽣合計 4 名を RAとして雇用した。

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

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

体育大学ケルンへ渡航した。

イ）国際的インターフェイスを持つ教育研究システムの構築関連

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

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

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

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

ウ）国際発信、成果発信関連（広報関連）

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

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

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

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

指導の実現に向けた議論を⾏った。

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

エ）運営体制の強化、教育研究環境整備関連

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

を含め拠点活動支援を整備した。

④教員人事・FDの推進

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

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

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

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

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

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

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

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

るための定数外助手助教の増員を要望し、計 5名の増員をお認めいただいた。

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

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

⑤キャンパス構想

・本部オリンピック・パラリンピック事業推進室、⼈間科学学術院とも連携して、留学⽣や訪問研究者

P73



3

が⻑期滞在可能な寮の設置を所沢地区に整備する計画を要望した（2018年度に計画了承済み）。

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

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

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

ーツホールならびにトレーニングルーム改修の目処をつけた。

⑥社会貢献・産学官連携・校友連携

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

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

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

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

提供しながら、様々なスポーツ活動の普及および強化に携わっている。

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

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

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

ーツ科学分野での連携を深めた。

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

浩一朗教授）を継続して推進した。

⑦競技⼒・国際競技⼒向上

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

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

た。

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

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

開を盛り込み、予算要求を⾏ったが残念ながら実現しなかった。

⑧学生支援

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

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

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

制強化が必要である。

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

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

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

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

に数名の学生に対してこの体制のもとで学業支援がなされている。

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

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

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

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

援体制強化が図られ、一定の支援効果を得ている。
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⑨国際化戦略

③に合わせて記載。

⑩財務・資⾦戦略

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

を検討した。

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

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

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

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

2018から学部設⽴20周年となる2023年までの将来像

（１）スポーツ科学学術院における将来像

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

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

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

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

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

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

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

る。2018年度はその⾜掛かりを確実に築く年度となる。

（２）求められる教育・研究

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

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

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

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

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

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

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

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

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

関わっていく。

（３）9つの核⼼的戦略

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

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

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

① ⼊試制度改⾰

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

具体的には総合型選抜⼊試制度の完成

② 教育改革

充実した教育の実施のため、以下の点について検討を⾏う。

１）導入・基礎教育の充実

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

観点から、スポーツ教養演習の内容についてさらに検討を⾏う。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

つ実践的な教育が十分には提供できていないため、この課題について検討する。

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

③ 国際的教育研究拠点形成

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

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

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

究拠点を形成するための活動をより一層発展させる。

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

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

的に改組することを実現する。

④ 教員人事・FD の推進

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

⼈事構想を踏まえた教員⼈事を検討し、実⾏する。

・テニュアトラックを利⽤した教員採⽤を⾏う。

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

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

る。

⑤ キャンパス構想

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

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

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

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

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

なお、東伏⾒キャンパスについては、具体的には、

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

べく、個人またはグループで自習ができる場所を整備する。

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

備する。

⑥ 社会貢献・産学官連携・校友連携

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

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

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

⑦ 競技⼒・国際競技⼒向上

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

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

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

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

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

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

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

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

位を取得できるように提携校との個別の折衝を⾏っていく。

⑧ 学生支援

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

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

ポート体制を構築する。

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

⑨ 財務・資⾦戦略

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

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

以 上
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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

１．２０１７年度報告

≪学部関連≫

[１] ⼊試制度の抜本的改⾰

⼀般⼊試においては、これまでの英語リスニングを廃⽌し、⺠間事業者が実施する英語

４技能試験を導⼊した。また、当該資格・検定試験を加点⽅式として制度化した。更に、

⽂部科学省による「⼤学⼊学共通テスト実施⽅針」及び「平成 33年度⼤学⼊学者選抜実施

要項の⾒直しに係る予告」（2017 年 7月 13日公表）を受け、2021年度以降⼀般⼊学試験

（2021年 2⽉に実施される⼊試）より、これまでの制度を抜本的に改変することを決定し

た。また、地方からの優秀な学生の獲得、出願者数の拡大を目指した高校への個別訪問で

は、⼀般⼊試の制度改変（英語４技能試験の導入、英語リスニングの廃止）の主旨説明と

も連動させ実施した。

[２] 海外学生リクルート

昨年に引き続き、国際アドミッションズオフィスと緊密に連携しながら、世界各地での

リクルート活動を展開した。また海外指定校推薦について、中国では 1校の解除を⾏い、

新規に 2校を追加した。また香港においても 2校の新規指定を⾏い、現地からの出願機会

の拡大に努めた。

[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。2017 年度は新たに３つ分野が

加わり、9つのコンセントレーションを設置した。修了者の人数は以下のとおり。

2017 年 9月卒業者：12名

2018 年 3月卒業者：27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

2017年度秋学期に本学の協定校（パリ政治学院、サラマンカ⼤学、北京⼤学）から推薦

を受けた 3 名の若⼿任期付教員を採⽤し、フランス語、スペイン語、中国語の 3 言語につ

いて、4 科目ずつ計 12 科目のトライリンガル教育科目を新設した（CLIL[内容言語統合教

育]科目を含む）。これらの科目群の一部は国際教養学部の学生だけでなく、他学部の学生に

も開放したことにより、合計で 292 名の学生（うち全学オープン科目として設置した第 2
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外国語で実施される科目では、32名の他学部の履修者を含む）に対し、多⾔語運⽤能⼒と

多⽂化理解に必要な実践教育を開始した。

[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が完了した。選考によ

り、派遣予定の学生も決定した。また、２０１８年３⽉にはパリ政治学院と箇所間協定を

締結し、原則として５年間で国際教養学部の学位とパリ政治学院の修⼠課程学位を取得可

能な BAMAプログラムを⽴ち上げることで合意した。

[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年度については派遣・受⼊ともに事業構想調書上の目標派遣人数25名に対し 1名

多い 26名の派遣・受入を達成した。8月にはマラヤ大学にて学生会議並びに合同教職員会

議を実施し、2016-2017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。2018年1⽉には事業最終年度の総仕上げとして、国際シンポジウムを開催した。

外部評価委員会委員もオブザーバーとして出席し、同日開催の外部評価委員会にてフィー

ドバックをうけた。補助⾦の交付が終了した後も東南アジアの関係国との学⽣交流の継続

を目的として、AIMS奨学⾦の要綱改訂、協定の改定を⾏った。

≪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年度に博⼠後期課程の完成年度を迎えた。学位申請論⽂の提出に先⽴ち、「博⼠論

⽂審査基準」の⽇本語版・英語版を公開し、審査要領を明確化した。

春学期に中間審査を⾏った後、秋学期に博⼠学位請求論⽂を受け付け、審査の結果提出

者３名全員が博士学位を取得した。

[２] 修⼠の教育課程の⾒直し

引き続き研究指導科目および講義科目の内容を精査し、修士課程のみならず博士課程に

おいてもより多くの国際教養学部専任教員が研究科の指導に関わる機会を創出し、学部と

の連携強化とともに教育の充実化をはかった。

また、学位審査においても、類似度判定ソフトウェアを活⽤し、精度の⾼い審査を⾏う

環境を整備した。

[３] 大学院生の研究・教育への参画

博⼠課程の学⽣が、助⼿や⾮常勤講師として採⽤され活躍している。また、完成年度を

迎え、１８ある研究指導のうち１２研究室で博士課程が在籍しており、指導教員のもと博

士課程学生と修士課程学生が相互に研究活動に参画する機会が増加した。
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[４] 海外の大学院との連携強化

本研究科との連携の可能性について海外大学院からの問い合わせが数件あった。一方で、

詳細についての議論は不⼗分である。今後引き続きこうした海外⼤学院との連携について

可能性を検討していきたい。

２．２０１８年度計画

≪学部関連≫

[１] ⼊試制度の抜本的改⾰

⼀般⼊試の制度改変（英語４技能試験の導⼊、英語リスニングの廃⽌）結果の分析を実

施し、制度の点検に着⼿する。2021年度⼊学者以降⼀般⼊学試験の制度改変に向け、引き

続き詳細な制度設計を⾏う。また、学⽣確保率の厳格化、2021年度⼊学者以降現⾏のセン

ター⼊試を廃⽌することに伴い、各⼊試制度の定員配分の最適化について検討を⾏う。

[２] 海外学生リクルート

引き続き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、出願者の質的・量的拡⼤を図る。

[３] コンセントレーション制度導⼊

2018 年度は、既存の 9つのコンセントレーションに加え、新たに２つのコンセントレー

ションを設置し、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

う予定である。

[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

2018年度は、ソウル国⽴⼤学から推薦を受けた朝鮮語分野の若⼿任期付教員をさらに採

用し、春学期に 20科目、秋学期に 4科目のトライリンガル教育科目（CLIL[内容言語統合

教育]科目を含む）を新設予定である（秋学期は、既存科目と合わせると合計 16科目）。

また、同プログラムで採⽤された若⼿任期付教員が本学部の専任教員と協働で本学部設

置の留学準備講座を運営することにより、学生への留学準備教育をより一層充実させる。

６月には、海外の研究者や本学の教員、各国の在日本言語教育機関代表者、当該プログ

ラムの科目を受講中の学生らによる国際シンポジウムを実施し、教育内容をさらに深化さ

せるとともに、「言語学」、「現代語学」、「教育学」等の QS 分野別ランキングを強化するこ

とで本学部および本学のレピュテーションのさらなる向上を図る。
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[５] 箇所間協定の拡充

締結が完了し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）について広報を開始する。

[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

補助⾦の交付が終了したため規模は縮⼩するが、既存の⼤学間協定の枠組みの中で学⽣

交流を継続する予定である。

≪大学院関連≫

[１] 国際コミュニケーション研究科における学位審査の体制整備

博士課程を経ない者からの学位論⽂提出（いわゆる論⽂博⼠）を受け⼊れる場合の⼿順

や審査基準の検討を進める。

[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・教育への参画機会を拡充し

ていく。

[４] 海外の大学院との連携強化

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引き続き検討していく。

以 上
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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．2017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

助成期間終了後もパートナー大学(北京⼤学、⾼麗⼤学、タマサート⼤学、ナンヤン⼯科⼤学)と共同で

2017 年 8月に「EAUIサマースクール」をナンヤン工科大学の主催で実施し、早稲田からは10名の学

生が参加した。今後の展開としては 2018年 8⽉に⾼麗⼤学、2019 年 8月に早稲田大学、2020年 8月

に北京⼤学にて「EAUIサマースクール」をパートナー大学共同で実施することを決定した。

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

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

能性を模索し、すでに博士課程学生共同育成プログラム(GEM-STONESプログラム)で交流実績のある

ブリュッセル自由大学（ULB）とダブル・ディグリープログラム実施を⾒据えた箇所間協定を締結した。

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 74％・52 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シ

ラバスやWaseda Course Channelで学内外へ公開・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」

毎年、優秀な留学⽣の受け⽫となっているが、2017 年度は 19名(MAからPhDへの内部進学を含む)

を受入れた。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ことになる。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．ABE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による留学⽣の受⼊

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、2017年度は3名の優秀な学生を新たに受け入れた。また、JICAによる

人材育成無償（JDS）事業（カンボジア）、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）] の学生も引き続き在籍中である。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
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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 年度応募)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） 100%

採択件数（新規＋継続）／名簿登録者数 59% （4件審査結果待ち）

アジア太平洋研究科 応募率（新規＋継続） 133%

採択件数（新規＋継続）／名簿登録者数 66%

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、2017年度は年間 26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

2017年度⼊学の⼊試においても、前年度に引き続き、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 2 名の受給者が入学し

た。また、優秀な日本人学生の確保を目指すため、それまで入学後に受給者を選定していた日本人学生

向けの「アジア太平洋奨学⾦」を、入学試験の結果により入学前に受給の可否を知ることができる「入

学前奨学⾦⼊試」に改変し、志願者の募集を⾏った。

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今年度も継続し、出願者数の増加に努めた。

Ⅱ.2018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」）開設に係る業務を正式に受託する。2018 年度は現地で⼊学者選抜を⾏

い、また 9 ⽉以降に本研究科所属教員が現地で授業を実施する予定であることから、日越大学・本学・

ベトナム側タスクフォース・JICA等ステーク・ホルダー間の連携強化に努める。

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
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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、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、相互の交流ニーズや教育研究レベルを確認しながら進めることを基本とするが、すでにさまざま

な形で交流実績のあるブリュッセル自由大学（ULB）、およびジョージ・ワシントン大学エリオット・ス

クールについては、ダブル・ディグリープログラムの実現に向けて先方と具体的な交渉を開始する。

３．国費優先配置プログラム「日本と世界の経済連携を推進するための人材育成プログラム」の推進

2017年度に⽂部科学省に採択され、2018年度より学⽣募集を開始する「日本と世界の経済連携を推

進するための人材育成プログラム」について、その趣旨に合致した留学⽣の⼊学選抜を⾏い、フィール

ド・ワークを含む特別な教育プログラムによって⽇本経済と世界の⾼成⻑地域、特に ASEAN とインド

の経済的関係を深化させることに貢献する人材の育成を目指す。

４．JICA開発⼤学院連携プログラム等による留学⽣の受⼊

2017 年度に採択され、2018年度より学⽣募集を開始する「JICA 開発大学院連携プログラム」で提供

する新たな教育プログラムを基軸とし、JICAが関与する教育プロジェクト（「公共政策トップリーダー・

コース」等）にかかわる留学⽣のさらなる獲得を⽬指す。また、既存の 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]についても積

極的にコミットし、多様なバックグラウンドを持つ優秀な留学⽣の受⼊れを図る。

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。

５．「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。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、2019年度は本学が幹事校となることもあり、2021年度以降のプログラムの方向

性についても検討を開始する。

６．「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 74％・52 科⽬の動画収録を終了している。2018 年度は取り組み開始後に嘱任

した教員を対象に追加で 10 科目の収録を実施する。これらの収録された動画をシラバスや Waseda

Course Channel で学内外へ公開・活用するとともにさらに充実させて⾏く。

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。
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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。

科学研究費については、応募率 100%以上を研究科・センターともに目指しており、2018 年度もそ

の実現に向けてセンター独自の研究活動を強化する。

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ている（2018年度は年間20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。

以 上
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Waseda Vision 150 日本語教育研究科の将来構想の進捗状況報告

１．２０１７年度報告

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、

さらに進めた。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した。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、⼤きな⾒直しの議論を重ねた。

２．世界展開

世界展開を進めるために、以下の施策を展開した。

・「海外指定⼤学推薦⼊試制度」の設⽴

優秀な学生確保の観点から、台湾、中国、韓国の９大学を訪問し、それぞれの大学のトップレベルの

学⽣を⽇研に推薦していただく「海外指定⼤学推薦⼊試制度」の提案をした。その結果、８⼤学から

合意を得て、2018 年度以降実施されることが決定した。

・「海外実践インターン」制度と実践科⽬の設置

在籍中に海外の大学へ赴き、１学期（４ヶ月間）海外の日本語教育の現場を体験する「海外実践科目」

を設定し、2018年度から実施することとした。派遣先⼤学はアジア、欧州の協定⼤学として、各派遣

学生（１大学１名、計５名）には日研独自で得た学外の奨学⾦をつけ、渡航費および現地滞在費等を

支援することとした。

・海外からの訪問学者、交換留学⽣等の受け⼊れ

本研究科では国際的な研究協⼒を推進しており、2017 年度には、訪問学者 8名、リサーチフェロー1

名の計 9名を受入れた。

・「現職社会人コース」の開設

このコースは、学校や⾏政機関において⽇本語教育の知⾒を求める社会的ニーズに応え、学校教員・

公務員を正規⽣として受け⼊れるコースとして新設した。１年⽬は休職して⼤学院で学び、２年⽬は

復職して職場で修⼠論⽂に必要な実践研究を⾏うコースとして、2019 年度から実施する。

・ノンディグリーの公開講座、オンデマンド講座の充実

2001年度の⽇研設⽴時から取り組んでいる、ノンディグリーの公開講座、オンデマンド講座について

も、日研の研究成果を学外に広く還元するという観点から、内容の充実化を図り、収益を学生の奨学

⾦へ充当する。

・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）の刊⾏

これは⽇研設⽴ 15周年記念事業の⼀環として、日本語教育学の公共性をテーマにした日本語教育実践

研究をまとめたもので、この書籍により 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。
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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。2017年度にこの副専攻を修了した学⽣数は31名であり、副専攻の中では最多

となった。オンデマンド講座には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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以 上

２．２０１８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を⼤きく⾒直しを⾏い、2020 年度から新しいカリキュラム体制

で実施できるように進める。

２．世界展開

今後の日研の世界展開を確実なものにするために、「海外展開グランド・デザイン」を策定する。

すでにこの施策のための特別委員会（WG）を組織し、検討を⾏っている。その中では、「複層的・循環

的学術的交流」を⽬指す多様な⽅向性を⽬指す。具体的には、早稲⽥から海外へ派遣するプログラムと

して「派遣交換留学（⼤学間協定・箇所間協定）」、「海外実践インターン」、「派遣アシスタント・インタ

ーン」、さらに海外⼤学等への⽇研修了⽣の派遣などを推奨すると共に、海外の⼤学から優秀な学⽣を受

け入れる「海外指定大学推薦入試制度」、「海外指定大学特別選考」、さらに委託による国費留学⽣、北京

日本学センター委託履修⽣、⼤学間協定・箇所間協定による交流学⽣等を積極的に受け入れる。また海

外の⼤学との学術的交流や研究プロジェクト等を広く推進する。

さらに「現職社会⼈コース」についての広報を⾏い、2019年度へ向けた優秀な現職社会⼈の⼊学を進

める。また、ノンディグリーの公開講座、オンデマンド講座をさらに充実させる。海外からの訪問学者、

交換留学⽣等の受け⼊れを積極的に進める。

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。
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Waseda Vision 150 高等学院の将来構想の進捗状況報告

１．２０１７年度報告

Waseda Vision 150 に基づいて下記を2017 年度学校目標として掲げ取り組んだ。

<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 ⑥

SGH(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

入学後の早い時期から進路・目的意識を喚起するため、1年⽣全員を対象に理⼯学術院教授による「ラ

イフ・デザイン講演会」（6 月）を開催した。また、入学式後のオリエンテーションにおいて、1 年⽣全

員を対象にして「大学 1 年⽣によるプレゼンテーション」を実施した。学院 3 年間の⽣活を振り返ると

ともに、学部生活への抱負と各⼈の進学学部選択のプロセスを語ってもらうことで、進路意識の喚起に貢

献した。上記に加え、社会人OB による「進路講演会」（3年⽣対象 5 月）、OBによるパネル・ディスカ

ッション（生徒・保護者対象 11月）など、学部選択やキャリア・コース、ひいてはライフ・デザインに

つながる取り組みを充実させた。

また、オープン科目の受講と単位先取り科目の拡充を進めるとともに、関係学部のご協⼒による学部・

学院の連携授業を継続した。学院卒業⽣の⼤学での成⻑を⽀援することを⽬的として、学部・学院間での

情報を共有する取り組みが緒に就いた。

○国際交流と留学の充実

本年度より施⾏の「1 年間の留学期間を含む3年卒業制度」が円滑に運⽤され、対象者 2 名が留学した。

さらに、全体の留学希望者の増加とともに低学年での留学希望者の増加を⾒た。協定校のロシア・サンク

トペテルブルク 583 学校と相互の短期交換留学を成功させた。その他の協定校（シドニー、ベルリン、

サンクトペテルブルク、北京）と協定団体 COLIBRI（仏）・PASCH（独）などを通した活発な短期交換留

学および国際交流が実施された。SGH活動の一環としてオーストラリア研修を実施し、2018年度のイギ

リス研修に向けた準備を進めた。中学部では、⼤学留学⽣による授業やオーストラリア研修など、国際交

流を進めた。

○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

教科指導においては、⼤学での留学や国際学会等での発表を視野に収めた語学運⽤⼒を育成する新しい

指導体制の構築と授業開発を推進して実現の⾒通しを得た。さらに一部には新たな教材として結実した。

国際的なデザイナー佐藤オオキ氏のデザイン・オフィスｎｅｎｄｏと協定を締結し「ｎｅｎｄｏ留学」（⾼

校生版インターンシップ）を開始し、実社会から学ぶ取り組みを進めた。⽣徒の国際交流、部活動、学院

の特徴であるプロジェクト活動などを発表する機会を「学芸発表会」（高校）・「学習発表会」（中学部）お

よび各種の式典において拡充し支援した。生徒の諸活動を支援する目的をもって、高等学院指定寄附に「進

取の精神」実践に寄与する募⾦項⽬を設け、⽣徒活動への支援を実施した。
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２．２０１８年度計画

Vision150に基づき、知的探究⼼と知的探究⼒を培い、ひいては地球規模の問題に挑戦・貢献しうる資質

を養うことを目的に、以下の学校目標を掲げる。

<学校目標>

①ライフ・デザインを構想し主体的に進路を創造できる施策の充実

②各学術院との連携強化と高大接続の具体策の実践・拡充

③国際的な相互交流を充実する施策の推進と対応する授業・プログラム開発

④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

⑤中学部と⾼校の円滑な接続に資する施策の推進

⑥主体的かつ協働的な学習や活動を実践する機会と環境の充実と第3期工事の展望

＜重点項目＞

◯ライフ・デザインの構想による主体的進路創造と⾼⼤接続を充実する取り組み

OB・社会人による講演等の充実とライブラリー化を試みる。「大学 1 年⽣プレゼンテーション」（新⼊

生オリエンテーションにて実施）、「ライフ・デザイン講演会」（研究者OBによる 6月 1年⽣全員対象）、

「進路講演会」（社会⼈ OB 約 20 名による 5 月 3年⽣対象）、「社会⼈ OB によるグローバル社会と学院

をテーマにしたパネルディスカッション」（11月生徒・保護者対象）などのOBや社会人による講演を継

続し拡充するとともに⼀部についてライブラリー化に着⼿する。もって、学部選択を含む進路・⽬的意識

を喚起し、主体的な進路創造に取り組める環境と機会を充実させる。

各学術院との連携強化と高大接続の具体策を実践・拡充する取り組みを拡充する。「学部 WEEK」を創

設し、学部の研究内容や特徴・魅⼒などについて展⽰・掲⽰・動画の配信などを通じて⽇常的に理解を深

める機会とする。「モデル講義」（各学部 5⽉）、「進路説明会」（理⼯ 3 学部 6 月・その他学部 9 月）、大

学設置のオープン科⽬の受講と単位先取り科⽬の拡充、各学部のご協⼒による連携授業の継続・拡充を合

わせ、ライフ・デザインの取り組みとも相乗的に進路・⽬的意識の喚起と具体的なキャリア・コースにつ

いて認識を深める機会とする。また、各学部との情報共有を基礎に、学部進学後の学習・生活の充実と成

⻑に資する⽅策の分析と協議を進める。SSH 指定の終了を受けて、SSH 活動の成果の継承と新たな科学

教育の創造を目指して、関係する学術院と連携しつつ新規構想の具体化を進める。

◯国際的な相互交流を充実する施策の推進と対応する授業・プログラム開発と実践

米国コネチカット州の協定候補校と早期に協定を締結し、1 年間の派遣留学を実現する。2017 年度か

ら実施の「1 年間の留学期間を含む 3 年卒業制度」の円滑な実施とさらなる周知を図る。SGH 活動の一

環として「イギリス研修」（移⺠問題研究）を実施する。第⼆外国語圏を含めた⻑期・短期の留学先の拡

充に努め、現状約10名の1年留学⽣徒と約130人の短期交換留学や海外への派遣交流をさらに拡充する。

オーストラリア・中国・フランス・ロシア・台湾・ドイツ等の協定校や協定団体からの受け入れ短期交換

留学を拡充し、国際的な相互交流機会を充実する。中学部では、ネパールなどと独⾃の国際交流を進める。

もって、国際交流を通して地球規模の問題に関心を喚起しそれに挑戦する「意志」を育む。

2017年度より準備を進めてきた「⼤学での留学や国際学会等での発表を視野に収めた英語運⽤⼒」を

育成する授業と指導体制の開発について、2019年度からの本格実施に向けて綿密な環境整備を⾏う。

また、授業の取り組みと合わせ、国際機関などの外部機関と連携を進め、国際的な知的環境の整備を図る。

◯社会・社会人との連携・協働の推進と主体的・協働的な学習や活動の発展

「ｎｅｎｄｏ留学」（デザイン・オフィスへの⾼校⽣版インターンシップ）の取り組みを完遂し、さら

に社会と連携し社会から学ぶ取り組みを充実させる。生徒の主体的・共同的な学習・活動としての「プロ

ジェクト活動」などを支援する。主体的・協働的な学習・活動に適する環境整備を検討し促進する。

以 上
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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

１．２０１７年度報告

大学の中核を担い得る附属校⽣の輩出とともに、ＳＳＨやＳＧＨで築いてきたアジアの交流校のハブも

しくはグローバル化の拠点となることを⽬標に努⼒を続けている。

○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

・ＳＧＨのマイクロプロジェクトの達成に向けて、インドネシア・シンガポール・中国・韓国・ネパー

ル・沖縄等でフィールドワークを⾏い成果を上げた。

・1年間留学しても3か年で⾼校を卒業できる留学制度を本年度から始めた。その⼀期⽣として 2年⼥

子 3名が留学した。

・国際部の⽀援を得て、「海外協定校」の⼀つに江蘇省蘇州中学を加えることができた。また、アメリカ・

コネチカット州にある Kent School への留学の道が拓けた。

○高大一貫教育の充実

・「総合的学習の時間」における「課題探究」としてカリキュラムの中に設定した「卒業論⽂」の組織的

指導として、ＧＥＣライティングセンターの⽀援を受けて「問いの⽴て⽅」「パラグラフライティング

の技術」「著作権と引用」の三点について学んだ。また、環境エネルギー研究科等の教員から支援を受

け、⾃然科学論⽂を含む「卒業論⽂」の完成度を⾼めることができた。

・学業成績だけでなく、思考⼒や判断⼒、意欲や主体性などを多⾯的に評価することによって学部推薦

候補者を決定するＧ選抜制度を 2018年度より開始するための準備を⾏った。この制度によって学部

に進学した⽣徒の追跡調査を⾏う⽅法の検討に⼊った。⾼校 3年間の⽣活を記録する「ポートフォリ

オ」の導入に向けて検討を始めたが、まだその完成には至っていない。

○教科横断型授業、地域の環境を活かした教育の展開

・教科横断型授業で、⽂理融合の授業でもある「⼤久保⼭学」を開始した。その中の二講座は「東洋経

済ONLINE 2017 年 8月 16⽇版」に「早稲⽥直系の付属校は『⼭』で秀才を育てる」の⾒出しで取

り上げられた。

○⼥⼦⽣徒寮を核とする全国・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

・本学院の将来構想の⼀つである「全国・世界型の⾼校」をさらに推進するために⼥⼦⽣徒寮が竣⼯し、

男⼦寮と合わせて「寮」を有する⼤学の附属校としての存在基盤を確⽴することができた。

・男⼥共同参画の視点では、2018年度⼊学者のうち⼥⼦⽐率が 45％強となった。

〇第 22回全国私⽴⼤学附属・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

・⼤学の全⾯的な協⼒を得て、全国私学教員の学びの場を提供できた。また研究授業を提供することで

⾃らの教育を⾒直すことができた。⼆⽇間で 43 校、152名の教員が参加した。
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２．２０１８年度計画

継承と発展を合い⾔葉にこれまでの教育成果を踏まえつつ更なる⾰新を遂げ、⼤学の中核を担い得る

附属校生を輩出するとともに、「全国・世界型」の高校として優位な地位を築くべく特色ある教育を推進

する。

○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

・指定4年⽬であるＳＧＨプログラムにおいて、本年 11 月に高校生国際シンポジウム「WaISEC」を開

催し、国内外から優秀な高校生を迎え、研究発表、ディスカッション、共同研究を通じて深い学びを

経験させるとともに、国を越えた友好を深める。

・⼆つの⽣徒寮を利⽤して海外からの留学⽣を受け⼊れ、異⽂化交流を図る。また、1 年間の海外留学

制度を推進する。

・ポストＳＧＨを⾒据え、エンパワーメントプログラム・海外研修プログラム（いずれも有料）を継続

し、英語⼒の向上と地球規模で活躍できる⼈材の育成に努める。

〇さらなる高大一貫教育の充実

・昨年度から実施している「卒業論⽂」作成のための組織的⽀援を推進する。ＧＥＣライティングセン

ターによる論⽂作成⽀援を 2年次秋から⾏い拡⼤する。

・各学部との連携を図り、⼤学教育を⽀える基礎的な学⼒、⼤学で⼤きく伸びる学⼒について分析し、

全ての教科においてそれらを伸ばす方策を検討し実践する。

・学業成績だけでなく、⽣徒の⼒を多⾯的に評価し、学部進学候補者を決定するＧ選抜を実施する。こ

の効果を検証するため、学部進学後の追跡調査の方途を探る。

・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するため、まずは、英語上

級者に英語⼒を伸⻑すべく授業を展開する。

・スポーツ科学部及び競技スポーツセンターと連携し、本学院で 3年⽬となる「競技スポーツガイダン

ス」をさらに充実させる。⾼いレベルの⽂武両道の達成を⽬指し、褒賞制度等も検討する。

○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、⽂理融合型の授業である「⼤久保⼭学」をさらに推進する。現⾏ 8 コース

の選択であるが、それをさらに拡大すべく教科に呼び掛ける。

〇地域への貢献

・ＳＳＨ指定時代から続く、市内小学校との共同研究、出前授業をさらに充実させる。また、ＳＧＨの

「国際共生とボランティア」のプロジェクトの一つとして市内小学校における学業支援、出前授業を

実施する。

・各公認団体（部活動）の市内でのボランティア活動をさらに推進する。

〇キャリア教育の推進

・2018年 3⽉に告⽰された新学習指導要領で強調されるキャリア教育を推進する意味からキャリア・

デザイン講座を同窓会、稲⾨会埼⽟県⽀部の協⼒を得て実施する。

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

１．２０１７年度報告

１．新カリキュラム策定・移⾏

芸術学校が掲げる「総合芸術としての建築」の理念を具現化するため、建築デザイン・芸術表現中

心の新カリキュラムへの2018年度移⾏に向け、2017年度はそのカリキュラム内容を確定し、移⾏に

必要な準備を進めた。

（１）コンセプトは“ASSEMBLE”

新カリキュラムでは、建築を中心にしたインテリア、ID、ランドスケープ、グラフィック、写真等

視覚空間に関する領域にまで取り扱う範囲を拡充し、従来の⼯学分野に属する建築教育とは⼀線を画

する独自性の高いカリキュラムへの脱皮を図ることを目指し、「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“ASSEMBLE”（アセンブル＝多様な領域を集合し組み⽴てること）を新たな

コンセプトとして設定した。

（２）AA Design Matrix による教育テーマの設定

新カリキュラムにおいて設定する教育デーマを図化した「AA Design Matrix（デザイン・マトリッ

クス）」を新たに策定した（次ページ図参照）。横軸の「環境パターン」（景観・形態・空間）と縦軸の

「デザイン手法」（再生・創造・再編）からなるマトリックス（3×3）に設定される９つの教育テーマ

が、デザインを取り巻く様々な今日的社会問題との対応や具体的な職能を示すことにより、将来学生

が希望する職業や職能を⾒据えた体系的な学修の指針を与えるものとした。

（３）“ASSEMBLE”を実践と理論両⾯から具現化する新たな科⽬群

これらの職業や職能に必要な実践的教育を⾏う新設科目として、商環境デザイン、インテリア、家

具等多様な空間デザイン分野を扱う「空間設計計画」、都市デザイン、ランドスケープ等の領域を主な

テーマとする「景観設計計画」を、また、理論的な⾯からは、歴史、文化、都市マネジメント、アー

ト、グラフィック、エディトリアル等建築を取り巻く社会・芸術分野の第一線で活躍する建築家、研

究者、デザイナー、評論家を講師に迎えて連続講義を⾏う「アセンブルデザイン特論」を 2018 年度

より開講することが決定し、学生の幅広い興味や関心に応えるためだけでなく、多彩で個性的な人材

を育成するための教育プログラムの構築を進めた。

２．大学院進学プログラム策定

近年の芸術学校⽣の⼤学院進学志向の⾼まりに対応するため、芸術学校における教育から大学院レ

ベルへの円滑な接続を⽬的とした大学院（他大学含む）への進学希望者を対象とした支援プログラム

について、2017年度は新カリキュラム策定の⼀環としてその内容の検討を⾏った。

３．広報戦略推進

より多くの優れた入学者の確保を目的として、１）ウェブ媒体の広報強化およびその他有効な広報

媒体に関するリサーチ、２）昨年度に引き続き⼈間科学部⽣を対象とした所沢キャンパスにおける出

張型学校説明会の実施、３）建築・デザイン関連組織等をターゲットとした重点的アプローチの実⾏

等を通して芸術学校の知名度とプレゼンスの向上に努めた結果、2018年度⼊学者（編⼊学者含む）が

前年度に⽐べ増加した。
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４．新カリキュラムを実現するための指導体制整備

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、専任教員および任期

付教員を中⼼とした指導体制や役割分担の⾒直しを進めた。

AA Design Matrix（デザイン・マトリックス）
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２．２０１８年度計画

１．新カリキュラムの安定的運用の実現

新カリキュラム初年度となる 2018 年度は、新たなカリキュラムの円滑な始動と安定的な運⽤を実

現する。また、そのプロセスにおいて試⾏錯誤と改善を重ねるとともに、年度終了後にはカリキュラ

ム運⽤状況を踏まえた検証を⾏い、教育内容や教育⽅法のさらなる充実を⽬指す。

２．広報・学生募集活動推進

学校説明会、各種体験イベント（製図体験レクチャー、建築模型製作ワークショップ）等従来から

の広報・学生募集に関する取り組みのさらなる充実を図るとともに、本校ホームページや SNSによる

入学希望者のニーズを踏まえた情報発信、外部求人サイト等を活用した学生募集活動を継続的に推進

する。また、有効な広報媒体や広報⼿段を新たに開拓し展開することにより、芸術学校の知名度とプ

レゼンスの向上を図り、2019年度⼊学志願者および⼊学者増を⽬指す。

３．学内外における連携体制構築

芸術学校とのダブルスクールを希望する本学学部生の掘り起し、本学大学院への進学を希望する芸

術学校⽣の進学ルート拡充等に向け、各学術院（学部、研究科）との協⼒・連携体制の構築を積極的

に働きかける。また、学生リクルーティング拡大を目的とした建築・デザイン関連の企業や団体等へ

の広報活動や協⼒要請を⾏うほか、企業や団体からの寄附等による外部資⾦獲得についても積極的に

推進する。

４．今後の中⻑期計画検討

Waseda Vision150 芸術学校の将来構想において、当面の目標であった建築デザイン・芸術表現中

心の新カリキュラムへの移⾏が実現したことに伴い、⾼度建築家養成機関の実現を⽬指す芸術学校が次

に⽬指すべき⽅向性や取り組むべき事業について箇所内で議論を開始するとともに、今年 11⽉の新理

事会発⾜後の動向も⾒据えつつ、新たな中⻑期的計画策定に着⼿する。

以 上
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＜参考資料＞

STAGE1（2013-2017年度）概況

Waseda Vision 150 は 5年間を 1つのステージとして様々な改革を進めており、2017年度は最初

の 5年間である STAGE1の完成年度にあたります。ここでは、STAGE1（2013-2017 年度）における

各核⼼戦略での『達成項⽬』と『STAGE2 への課題項目』という 2つの項目でSTAGE1の概況を取り

まとめました（数値目標については、『Waseda Vision 150 Annual Report 2017』38 ページをご覧く

ださい）。

【達成項目】

＜日本、世界の各地域から多様で優秀な学生の獲得＞

・2013年度に⼊学センター内に設置した⼊試に関わる開発・既存⼊試の検証・広報戦略策定等を担う

「入試開発オフィス」が分析・検討・発案し、全 13学部の入試担当教務主任が中心に参加する「入

試開発検討会」において議論を進め、「全学アドミッションズ会議」において具現化し、全学的な新

⼊試を実施する⺟体としての「⼊学者選抜オフィス」が、候補者選抜を実施するというプロセスを構

築した。その結果として、以下のような⼊試制度の改革につなげることができた。

【国内】

・本学初の全学統一AO型入試である「新思考入試（地域連携型）」の導入（商学部・文化構想学部・

文学部・人間科学部・スポーツ科学部）

・新思考入試の第2弾として、基幹理⼯学部で「新思考⼊試（北九州地域連携型推薦⼊試）」を導⼊。

・⽂科省の⼊学者選抜改⾰の⽬⽟である英語 4技能の評価に関連し、2017年度⽂化構想学部・文学部

の入試に英語 4技能試験枠を導入。また、2018年度からは国際教養学部の一般入試にも導入。

⇒TOEFL 等の英語外部試験の学部入試導入枠について、2013 年は僅か 395名に過ぎなかったが、

2017 年には 2,719 名にまで拡大した。

・人間科学部「公募制学校推薦入学試験（FACT選抜）」の導入

【海外】

・特別奨学⾦ AO入試（ミャンマー）の導入

・帰国⽣・外国学⽣・渡⽇不要⼊試の出願要件の緩和、英語外部試験の導⼊等

＜多様な⼊学者確保のための、海外留学促進に伴う規約の制定（⾼等学院、本庄⾼等学院）＞

・単位認定及び留学期間の学費免除等、両学院の⽣徒が留学しやすい環境を整備した。

＜戦略的広報の実施＞

・学内外のデータ分析を実施し、様々な情報について、学内各箇所と共有を進めた。

・漠然とした広報ではなく、訴求対象（学年別、浪⼈⽣、⾼校教員、保護者など）を絞った広報を展開

した。

・各学部の入試担当者を、入学センターの兼務とする体制（「国内リクルートグループ」「海外リクルー

トグループ」）を⽴ち上げ（他に「⼊試実施グループ」もあり）、All Waseda での学生募集体制を確

核⼼戦略１：⼊試制度の抜本的改⾰
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⽴した。

【STAGE2に向けての課題項目】

・各箇所（学部・研究科）との関係を深めながら核⼼戦略を推進することの重要性

・附属・系属校の強みを活かした高大接続のあり方の検討

【達成項目】

＜グローバルリーダー育成を⽀える組織、制度の整備、情報の展開＞

・全学共通教育プログラムを主管する組織、多様な授業方法の集約、企画、開発、優れた授業の普及促

進する組織として、グローバルエデュケーションセンター（GEC）と大学総合研究センターの設置

・全学設置科目への共通のコースナンバリング制度の導⼊

・学内正課外プログラムの洗い出しを目的とした全学調査を実施し、学生がキャンパスライフや未来を

デザインするためのサポートツールとして作成した「みらい設計ガイドブック」で、その効果を提示

する等の活用

・問題を社会の中に位置づける⼒、⾃分の⽣き⽅を他者とのかかわりの中で紡ぎだす⼒の育成

－より多くのボランティア機会の提供、社会的課題について熟慮する機会の提供・指導

－「体験の言語化」（GEC設置科目）で、ボランティア参加による経験的学習の意味づけ、自らの

⾔葉での発信を通じた学習の再構成

・⼤学間競争を勝ち抜くための戦略型奨学⾦の強化、拡充

－「めざせ！都の⻄北奨学⾦」の拡充、「紺碧の空奨学⾦」の新設

・既存の奨学⾦制度の⾒直し

－「⼩野梓記念奨学⾦」、「⼤隈記念奨学⾦」の⾒直し、緊急時対応奨学⾦の拡充

・定員管理の厳格化

－⼊学者数の上限を年々縮⼩し、2021年には定員通りの学⽣数とすることを決定。

・教員増を伴う学術院等支援策を通じて、常勤教員の増員実施

－「Waseda Vision 150 実現のための教員増を伴う学術院等支援策」を実施。

＜グローバルリーダー育成を加速するための環境整備＞

・アカデミックカレンダーシステムの検討、クォーター化推進に向けたガイドライン策定

・「全員留学」のための海外⼤学との協定書締結数増加による交換留学プログラムの拡充

－フィーベースである CS-R/CS-L プログラム数を現状維持しつつ、新規交換協定書を結ぶことに

より交換留学プログラム(EX)を大幅に増加

・教育の質保証のためのダブルディグリープログラム、ジョイントディグリープログラム等の開発推進

－上海交通大DD（政経）、⾼麗⼤学部/修士 DD（政経、政研）、GLCA/ACM（政経、SILS）

－香港科技大DD（政経）、キャンパス・アジアDD＜北京⼤・⾼麗⼤＞（全学部）

・将来的な全学オナーズプログラム導入のための基盤構築

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
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－アジアトップレベル大学および米国大学とのダブルディグリープログラム（DD）の開設

－⼤学の世界展開⼒強化事業として⽇⽶の「グローバルリーダーズプログラム（GLP）」、日中韓キ

ャンパス・アジア「多層的紛争解決・社会変革のためのグローバルリーダー共同育成プログラム」

の実施

－米国５大学でスタートしたグローバル・リーダーシップ・フェローズ・プログラム（GLFP）は

新たにダートマス大、シカゴ大、UCLAが参加

－留学の基盤となる英語科⽬の充実（GEC―アカデミックライティング、留学センター―留学準備

講座）

・留学⽣の育成のための、語学と教養科⽬を組み⼊れた留学⽣受⼊プログラムの開発と拡充

－⽇本語教育プログラムとして、毎年度科⽬クラス数と担当教員数を拡充

－インストラクター（非常勤）の待遇改善を実施

－受⼊留学⽣数の予測と、⽇本語科⽬履修に関する要望について、学期ごとにヒアリングを実施

・⾼度な知識を持ち社会で活躍する⼈材を育成するための⼤学院教育

－グローバルアントレプレナー育成促進事業ＥＤＧＥプログラムの充実（共創館の開設、GECにビ

ジネスクリエーションコースを開設）

－博士学生を対象としたキャリアサポート体制の検討

＜多様な層の教育を支え、社会貢献を実現する教育プログラムの展開＞

・エクステンションセンター「オープンカレッジ」における講座運営の⾒直しとエクステンションセン

ター中野校、八丁堀校の取り組み強化

－講座開講にあたっての制度変更や受講料改定、広報施策の実施

・国内のエグゼクティブ向け受託研修事業の開発・拡充および EMBA Essence の維持発展

－企業・団体のニーズにもとづきカスタマイズするエグゼクティブ教育を引き続き展開

・ノンディグリーの社会人教育プログラムを恒常的に展開する基盤の整備

－イノベーション拠点のオープンプラットフォームとしてWASEDA NEO事業の開始

－国際部における東アジア圏、特に中国・台湾からの研修団受入プログラムの推進

【STAGE2に向けての課題項目】

・学⽣の流動・交流を加速する制度・環境の整備

・グローバル人材育成をさらに強化するプログラム・制度・環境の整備

・⾼度な専⾨知識を有する⼤学院⽣を増やし、輩出する仕組みの強化

・学内外の人材育成につながる社会貢献事業の強化

【達成項目】

・学生の教育と学修内容の可視化・透明化を目的として、課外活動を含めた学生のアクティビティを記

録・蓄積・振返り・公開を可能とする学修ポートフォリオシステム「MyPortfolio」のシステムサー

核⼼戦略３：教育と学修内容の公開
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ビスを開始

・教育と学修内容の公開の促進

－自動収録システムの導入、制作した動画や教材を学外に公開できる仕組みの構築

－海外MOOCを活⽤した本学講義の戦略的公開

【STAGE2に向けての課題項目】

・次期 LMSの開発方針転換に伴う全体計画の再構築

・学修ポートフォリオの効果的活用とキャリア形成支援との連携

【達成項目】

・対話型・問題発⾒解決型教育の⼿法導⼊と拡⼤のための全学的 Faculty Development（FD）の実施

  －ティーチング・アワードの創設、海外派遣型 FD の改善による継続実施、Faculty Café の継続的

開催、Good Practice集の発⾏等

・教育の充実のための⼤学院学⽣、学部学⽣参画制度としての、TA による学習補助制度の実現

－授業の質向上に資する新たな TA制度：カリキュラム TA、⾼度授業 TA の導入

－学習⽀援の仕組み創設：ラーニングアシスタント制度の導⼊

・全学設置科目の可視化と体系化に寄与する指標の設定

【STAGE2に向けての課題項目】

・対話型・問題発⾒解決型授業の類型化

・全学での FDの推進

・授業評価の更なる活⽤

・⾼度授業 TA 等の育成・対象学生増加

・科目のシェア促進と科目数削減の目標達成

【達成項目】

＜教育・研究活動および課外活動における、学⽣の「成⻑の場所」および「経済的⽀援」の創出＞

・学生参画・ジョブセンター（以下、SJC）の設置

・派遣スタッフから学生スタッフへの置き換え

・⾼度スチューデント・ジョブの創出

・大学関連箇所におけるスチューデント・ジョブの創出

・学外教育機関におけるスチューデント・ジョブの創出

・My WASEDAへの求人情報掲載システム構築

・TAによる学習補助制度の実現

核⼼戦略４：対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏

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
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・⼤学院修⼠課程、学部成績優秀学⽣への経済的資⾦援助

・「学内ワークスタディ事業支援」部門の私⽴⼤学等経常費補助⾦の獲得

・スチューデント・ジョブの「経済的支援」状況を把握するための仕組みの検討

＜大学運営に学生の声や提案を取り入れる仕組みの構築＞

・学生参画運営委員会（以下、SPEC）の設置

・SPEC内で協議した新規イベント企画の実現

・SPECにおける学⽣の⾝近な声を拾い上げる仕組みの構築

・SPECで拾い上げた学生の声の実現

・Waseda Vision 150 Student Competition の運営

＜学生参画・スチューデント・ジョブを広く周知するための広報施策の実施＞

・Website・SNS の構築

・オープンキャンパスへの出展

・広報チラシによる全学的キャンペーンの実施

・新入生向けイベントの実現

・学生モデルの紹介

・⼈間的⼒量増進 PJ との連携

＜MyPortfolioの課外活動データベースの構築と利⽤促進＞

・課外活動のDB化

・MyPortfolio の稼働

・MyPortfolioの学⽣の利⽤者数の増加

・MyPortfolio を活用したスチューデント・ジョブの創出へ向けた仕組みの検討

＜社会⼈基礎⼒養成を⽬的とした、全学的な研修の提供＞

・WASとの集合研修の実施

・「スチューデントジョブセミナー」の開講

・「スチューデントジョブセミナー」の広報

・⾼度授業 TA が身に付けるべきスキルを学ぶためのコンテンツの提供

【STAGE2に向けての課題項目】

・更なる学生参画の機会創出

・学修ポートフォリオシステムの構築および普及
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【達成項目】

・⼤学にとってのステークホルダーが早稲⽥への愛校⼼や帰属意識を⾼めること等を⽬的として、「早

稲田大学歴史館」を開館（2017年度）するとともに、『⼤隈重信演説談話集』（2015年度）、『⼤隈

重信自叙伝』（2017年度）、⼤隈重信撰集『⼤隈重信演説談話集』『⼤隈重信⾃叙伝』全⼆冊セット（2017

年度）を刊⾏

・本学の博物館等が所蔵する文化資源を学内外に広く発信するための「早稲田大学文化資源データベー

ス」を構築・公開

・高いレベルでの文武両道を目指した、早稲田アスリートプログラム（WAP）の推進

・「演劇を中心とした文化発信」を目的とし、学生をはじめ、従来の演劇博物館の入館・入場者層以外

に向けた展示・イベント等を開催

・『早稲⽥⼤学百五⼗年史』第１巻の執筆体制の構築

・早稲⽥⼤学の歴史に関する資料のデータベース化、Web 公開の推進

【STAGE2に向けての課題項目】

・学外施設における博物館等所蔵物の収蔵と展示について、新たな展開の検討

・バーチャルミュージアム全体像の明確化、⽂化資源の情報発信⼒の強化

・「早稲⽥⼩劇場どらま館」に対する学内外の認知度の向上・早稲⽥スポーツを推進する体制の充実化

【達成項目】

・2013年度に⽂部科学省「研究⼤学強化促進事業」に選定され、2017 年度の当該事業の中間評価に

おいて最高のS評価を獲得

・各種世界大学ランキングの上昇

－QS World University Rankings by Subject 2017 において、100 位以内の研究分野数が 2016

年度の 3分野から 9分野へと大きく飛躍した。

－QSWorld University Rankings by Subject 2018 において、100位以内の研究分野数が 8分野

となり、世界 50位以内については 4分野が入った。世界 200位以内では、24分野がランクイ

ンし、国内の大学では東京大学（41分野）、京都大学（34分野）に次ぎ、大阪大学と並ぶ 3位

タイとなった。

－QS Graduate Employability Rankings 2017 において、国内1位（2年連続）、世界 26位(2016

年度 33 位)と非常に高い評価を得た。

－QS Graduate Employability Rankings 2018 において、国内 2位、世界 26位（2年連続）と

なり、本ランキングの指標となっている産学連携の取り組みや卒業生の活躍ぶりが世界的に引き

続き高い評価を得ることができた。

・外部資⾦獲得額・件数の増加

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

核⼼戦略７：独創的研究の推進と国際発信⼒の強化
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－2011年度の約89億円から順調に増加し、2016 年度は約104 億円となった。

－⺠間からの共同・受託研究費、財団助成、研究寄付⾦合計が 23.2 億円に増加。

－戦略的創造研究推進事業「さきがけ」の採択件数が 2014年度2016 年度の 3年間で 10件に増

加。

・科研費採択件数の増加

－2012年度の 816件から 2016年度は 982件と 20.3%増加。

－細⽬別採択件数では⼈⽂社会科学系の「政治学」「⺠事法学」「外国語教育」「⽇本⽂学」「⽇本語

教育」「⾦融・ファイナンス」の 6 細目は 3年連続で 1位を獲得。

－「国際共同研究加速基⾦」において、2015 年度の 21.4%(採択者 3人/応募者 14人)から 2016

年度は 34.6%(採択者 9人/応募者 26人)に増加。

【STAGE2に向けての課題項目】

・研究の事業化に向けたハード、ソフト面での研究環境の整備・強化、研究⽀援業務の⾃⽴化の実施

・若⼿研究者向けの⽀援の強化

・QS世界大学ランキングの向上

・国際共同研究への一層の推進、国際人材の活用

【達成項目】

・⼤学全体の国際化に向けて、項⽬ごとの国際展開戦略を⽴案し、理事会において報告した。また、国

際戦略策定のために、国際交流データベース等によるデータを活⽤し、海外⼤学・機関との関係を⽰

すマップを作成した。

・海外拠点戦略としてまとめた「海外拠点の今後の展開と役割の件」をもとに、各海外拠点の機能を検

討し、最適で最大限に海外拠点を活用できる体制の構築を検討した。

・本学のグローバル化に対応するために海外広報体制を整備し、海外に向けての発信⼒を強化した。

・外国⼈研究者受⼊制度を再構築し、受入人数を拡大した。

【STAGE2に向けての課題項目】

・国際化の全体像が⾒える形での国際化戦略の策定

・海外拠点の機能最適化を常時検証し、海外拠点を最大限有効活用できる体制を構築する。

【達成項目】

・Vision 150で掲げられた強化対象分野（健康医療、環境・エネルギー、超⾼齢社会、安⼼安全等）に

対して、重点領域研究課題を設定し、分野連携研究を実施することができた。

核⼼戦略８：世界のWASEDAとしての国際展開

核⼼戦略９：新たな教育・研究分野への挑戦
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・幅広い協定大学等との連携を活用し、ワークショップや研究交流を⾏うなど、次なる研究展開に向け

ての萌芽を創出した。

【STAGE2に向けての課題項目】

・健康医療に関わる研究・⼈材育成のあるべき姿の構築

・⼈⽂・社会・⾃然科学を横断する新たな学問領域創出のための整備と拡充

【達成項目】

・教員の役割の明確化

・⾃律的にキャリア形成を図りながら若⼿層へも配慮した未来志向の新たな⼈事諸制度の企画

・職員に求められる能⼒や専⾨性等要件を明確にした「職員⼈材育成⾏動⽅針」「SDプログラム開発方

針」、職員研修体系（管理職、⼀般職）の作成・実施

・⼈的資源の有効活⽤のための専任職員、嘱託職員、派遣社員の業務・役割の再定義、業務遂⾏体制の

構築

・教育研究機能および学⽣⽀援サービス強化を⽬的とした職員の業務処理体制の集中化、組織体制、各

種規定や運⽤の⾒直し

・各種システムの構築、運用

－私⽴⼤学では初めて SAP S/4HANA の機能を活⽤し、学校法⼈会計基準における制度会計⽬的

での管理と並⾏して事業活動別の予算実績管理を可能とする、新財務システムの構築

－2016年 10⽉より新⽂書管理システムを稼働し、各種承認・決裁の電⼦化を実現

2017 年 9月より 5つの法人会議においてペーパーレス会議を導入

－2017年⼊試より⼊試志願・⼿続きのWeb システムをリリース

入学手続きについては大学院も含めた全受験区分においてWebシステムの運用を開始

2016 年 2⽉に⼤学院を含む全志願者の情報を管理する志願者管理システムをリリース

・本学における IRの方向性を定め、IR担当者連絡会を中心とした箇所横断的な IR推進体制の整備

【STAGE2に向けての課題項目】

・教員の評価の明確化

・新⼈事諸制度の導入

・⼤学の将来構想実現に向け、時代の急速な変化に柔軟・タイムリーに対応する事務組織体制への移⾏

・経理処理、旅費計算業務の集中化・効率化の継続的な推進

・学内での IRシステム活⽤⽅向性の確⽴

核⼼戦略１０：教職員の役割と評価の明確化
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【達成項目】

・収入の多様化

－Waseda Endowmant（ワセダ・エンダウメント）の開始

・財政ガバナンスの強化

－財政指標の設定と達成

【STAGE2に向けての課題項目】

・予算、決算の差異の解消

・予算の縦割り、財源の細分化の解消とこれによる機動的な予算執⾏の実現

・教育・研究の質をさらに高めていくための新規投資財源としての収入の多様化・収益の拡大

・寄付⾦を始めとした外部資⾦獲得の⼀層の推進

【達成項目】

・法人運営体制の整備

－副総⻑制の導⼊、監事定数の増員、商議員定数配分の⾒直し、総⻑選挙制度の抜本的改正

・事業評価制度の構築

－新規事業における事前チェック体制の導入

・Waseda Vision 150運営サイクルをベースにした事業評価制度の確⽴

・全学的な広報体制を構築のために、Web サイトの全面リニューアルを実施し、日英両言語での研究・

教育の発信⼒を⾶躍的に向上させ、早稲⽥ブランドの更なる強化を実現した。

・男⼥共同参画・ダイバーシティの推進

－男⼥格差是正のための環境整備、障がい学⽣⽀援に関する基本⽅針策定、ジェンダー・セクシャ

リティに関するリソースセンターとして「GSセンター」の設置

・東⽇本⼤震災における復興⽀援

【STAGE2に向けての課題項目】

・法人ガバナンス体制の強化（権限規則の整備等）

【達成項目】

・学生間や校友との新たなコミュニティ形成のための仕組み・場づくり

－中野国際コミュニティプラザのオープン（2014年 3⽉）、早稲⽥⼩劇場どらま館の利⽤開始

（2015年 4月）、早稲田アリーナの建設（2016年 2月着工、2019 年 3⽉利⽤開始予定）、GS

センターの設置（2017年 4月）、早稲田大学歴史館の開館（2018年 3月）、Waseda’s Health

核⼼戦略１１：財務体質の強化

核⼼戦略１２：進化する⼤学の仕組みの創設

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
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Study プロジェクトの開始（2014 年 4月）

・グローバルリーダー養成のための学修コミュニティ環境の整備

－W Space 自習室、CTLT 教室を配した3号館の利⽤開始（2014年 9月）

－W Space やラーニングコモンズの設置（早稲田キャンパス 7号館 1階：2015年 10 月、19－2

号館共創館：2015 年 9⽉、⻄早稲⽥キャンパス 57 号館 2階：2016年 9月、所沢キャンパス

100号館図書館内：2017 年 4月）

－国際学⽣寮WISHにおけるSI プログラムの開始（2014年 4月）

・研究⼒強化と研究コミュニティ活性化のための研究拠点整備の充実

－重点研究領域拠点整備のための⻄早稲⽥キャンパス等の改修（2016-2017 年度）

－新研究開発センターの着工（2018年 1月）

・大学と地域とのコミュニティを強化するための連携活動等の取組み

－地域連携支援（⼭形県寒河江市、福島県広野町、福島県浪江町、埼⽟県本庄市、⻑野県⽊島平村、

奈良県橿原市、島根県雲南市、⾼知県宿⽑市、香川県小豆島町、福岡県北九州市 等との連携事

業の推進）

－地方自治体等との連携協定の締結（一般社団法人草津温泉観光協会との協働連携協定の締結：

2016 年 10 月、富山県との就職⽀援・⼈材還流に関する協定の締結：2018年 1月、岩手県田野

畑村との協働連携協定の締結：2018年 3月 等）

－総⻑室内に社会連携課を設置（2016 年 10月）

－早稲田キャンパス 7号館 1階「マチェリア」の開店（2015年 10月）

【STAGE2に向けての課題項目】

・本学と地域が共存するキャンパス周辺まちづくり構想の提示

・実施活動に関する情報発信への取り組み

以 上


