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はじめに

2018 年 11月に 第 1

周年の節⽬である 2032

「Waseda Vision 150」

ら 「Next Stage」 へと昇

「世界で輝くWASEDA

それは、何も国際的な機

ようとも、いまやグローバルな

ます。それらの問いに対し⾃

得する、誤っていれば何度

様な価値観を持つ⼈々に

この実現のために最も重

野によってアプローチは様々

有することが必要です。すぐ

していますが、彼らでさえ、1

年⽉を要しています。我々

当然のことながら、これは

⼤学の真似をすることが危

を教育に還元し、進んで世

評価は自ずからついてくるも

この 「Waseda Vision

みを紹介しています。他の広

実現する道程、まさに本学

ています。是非とも私たちの

世界で

早稲⽥⼤学総⻑ 田中
Waseda Vision 150 Next Stage
輝く WASEDA へ
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7代総⻑ に就任いたしました。早稲⽥⼤学では、鎌⽥前総⻑のもと、創⽴ 150

年のあるべき⼤学の姿を思い描き、そのために何をなすべきかを定めた中⻑期計画

を 2012 年に策定していますが、これを継承するとともに、その枠組みを活用しなが

華させる取り組みを⾏ってきています。

へ」

関で働く学生を育てるだけではありません。世界のどこにいようとも、日本のどこにい

視座がかかせないことは⾃明の理です。今の社会は、答えのない問いであふれてい

分なりの答え（ソリューション）を仮説として⽴て、根拠となるエビデンスを⽰して説

でも仮説を⽴て直す、そのような 「たくましい知性」 が求められています。同時に、多

敬意を持って接し、理解する 「しなやかな感性」 も併せ持つ必要があります。

要なことは、世界トップクラスの大学になるという決意と覚悟を共有することです。分

であっても、学生、校友、教職員、本学に関係するひとりひとりが同じ方向性を共

に世界トップにはなれません。私はアメリカに 10年半留学し、アメリカの⼤学を熟知

930 年代から、当時最先端であったヨーロッパの大学に追いつくために約 40年の

はその覚悟を今 決めなければ、100 年後でも追いつくことは出来ないでしょう。

、世界大学ランキングをあげることを目的化するものではありません。単にアメリカの

険であることも理解しています。我々が世界に意義のあると考える研究を⾏い、これ

界に貢献する志を持った学生を育てていく、そのことを信念を持ってやり抜くことで、

のと考えています。

150 Annual Report 2018」 では、これら信念のもとで進めている本学の取り組

報媒体には無い、現時点での課題や検討状況といった、世界で輝くWASEDAを

が変革していく ありのままの姿を記し、改革に対する覚悟と到達点を学内外に示し

取り組みにご理解を賜り、⼀層のご⽀援、ご協⼒をお願いいたします。

愛治
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１．Waseda Vision 150 の概要

早稲田大学では、これまでにも「21世紀の教育研究グランドデザイン」（2001-2007:グローカルユニバーシティの実現）

「Waseda Next 125」（2008-2012:「早稲田」から「WASEDA」へ）といった中⻑期計画を策定し、実践してきました。

この⽅向性を踏襲しつつ、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、アジアのリーディングユニバーシ

ティとして確固たる地位を築くため、向こう 5-10 年間でなすべきことを「Waseda Vision 150」として 2012 年 11 月に策

定し、検証と改善を繰り返しながら、不断の改⾰を実⾏しています。

学問の独⽴

－在野精神－

学問の活用

－進取の精神－

模範国⺠の造就

－地球市⺠の育成－
教 旨

Vision
1. 世界に貢献する高い志を持った学生

【基軸】⼈間⼒・洞察⼒を備えたグローバルリーダーの育成

2. 世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究

【基軸】未来をイノベートする独創的研究の推進

3. グローバルリーダーとして社会を支える卒業生

【基軸】校友・地域との生涯にわたる連携の強化

4. アジアの大学のモデルとなる進化する大学

【基軸】進化する大学の仕組みの創設

教育・研究
Vision

大学経営
Vision

13 の核⼼戦略と45 のプロジェクトにより構成
（2019 年 7 月現在）

①⼊試制度の抜本的改⾰
▶多様で優秀な学生獲得のための方策の検討と推進

②グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築
▶教育システム改革
▶⼈間的⼒量の増進
▶奨学⾦制度設計
▶教育制度改⾰
▶社会人教育プログラムの拡充

③教育と学修内容の公開
▶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

▶「Good Practice」の整理および普及・展開
▶授業における TA制度の活⽤・授業形式⾒直し

④対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏
▶科⽬数削減、密度の⾼い教育の推進

⑤大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進
▶学生参画の仕組み創設

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
▶文化・芸術の推進とキャンパスからの文化発信
▶地域との連携による文化発信と施設の有効活用
▶バーチャルミュージアム－文化資源データベース強化・拡充
▶早稲⽥⼤学百五⼗年史編纂
▶早稲田スポーツの新たな展開
▶早稲田らしさと誇りの探求
▶ワセダ演劇の発信⼒強化
▶国際文学館開設

⑦独創的研究の推進と国際発信⼒の強化
▶研究人材の育成・強化
▶世界と伍する研究拠点の創出
▶研究⼒強化に向けた研究環境の整備

⑧世界のWASEDA としての国際展開
▶海外拠点の役割の明確化と、その活用
▶海外留学促進
▶留学⽣受⼊促進

⑨新たな教育・研究分野への挑戦
▶健康・医療分野検討
▶分野連携検討

⑩教職員の役割と評価の明確化
▶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

▶人材育成
▶業務構造改革
▶業務プロセス最適化・ガバナンス改革のための業務シス
テム再構築

⑪財務体質の強化
▶予算編成の在り方
▶あるべき学費体系の検討
▶常時資⾦獲得体制の構築
▶校友会費の恒常的確保のための校友会認知度拡⼤
▶収益拡大支援

⑫進化する大学の仕組みの創設
▶学術院体制検討
▶事業評価制度・新規事業⽴案の構築
▶戦略的広報の推進
▶大学ガバナンス検討

⑬早稲田を核とする新たなコミュニティの形成
▶新たなコミュニティ形成のための基盤施設整備
▶課外活動等の場の充実
▶教育・研究・大学経営・社会貢献における校友連携
▶多様なコミュニティ形成のためのコミュニケーション・コラボ
レーション環境の実現

▶男⼥共同参画・ダイバーシティの推進

核⼼戦略・
プロジェクト
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２．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。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

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）
－

1.核⼼戦略総括

・有⼒⼤学の中で 2018 年 5⽉にいち早く公表した⼀般選抜（現⾏の⼀般⼊試）および⼤学⼊学共通テ

スト（現⾏の⼤学⼊試センター試験）を利⽤した⼊試改⾰について、全国の⾼等学校の進路指導教員

から高い評価を得た。

・2021 年度から予定している⼊試改⾰の中で特に話題性が⾼かったのが、政治経済学部の⼀般⼊試改

革である。数学の必須化や英語外部試験の試験の導入など、先駆的な改革を実施したと言える一方、

受験生や高校・予備校などの反応や動向はこれから徐々に出てくると思われる。

・今後も⼤⼩様々な改⾰が続く。今後数年は⼊試が⼤きく変化していくが、英語外部試験スコアの導⼊

や「主体性」「多様性」「協働性」に関する経験を出願時に記⼊してもらうなど、先駆的な改⾰を⾏っ

ているが、国⽴⼤学を含め有⼒⼤学の対応も様々で、且つ社会的評価も未だ定まっていない⾯が多い。

有⼒他⼤学の動向なども留意しながら、引き続き学部と連携しながら⼊試改⾰を⾏っていく。

・英語学位プログラム（学部）の志願者数については、前年度より増加しており堅調である。

社会科学部の英語プログラム改編に伴う募集定員数(9 月)の拡大や海外リクルート活動（外国人学生

在籍者数の多い 11の国・地域を中心に進学説明会、高校訪問、来訪対応など計約 180 件を実施）等

もあり、着実に伸びている状況である。なお、複数の学部で、SAT、ACT, IB 等の合格者平均スコア

の公開等により量から質への移⾏も図ってきている（政治経済学部（SAT, ACT,IB）、国際教養学部

（SAT）に加えて、2018年度からは基幹・創造・先進理⼯学部（SAT）、社会科学部（SAT, IB）が

公開開始）。引き続き、募集定員数増につながるように海外リクルート活動の実施により、志願者数

増に取り組んでいく。

年 間 報 告
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２．プロジェクト総括

（1）多様で優秀な学生獲得のための方策の検討と推進

・ターゲット設定型広報の展開や地方オープンキャンパスの恒常化開催により、本学が意図する全国か

ら優秀な学生への広報を展開できている。2021年度からの⼊試改⾰なども他⼤学に先駆けて対応⽅

針を公表したことに関して、全国の高等学校より高い評価をいただいた。

・広島のオープンキャンパス開催当日に台風が直撃したことも影響し、地方オープンキャンパスの動員

数は伸びなかったが、多様で優秀な学生を全国から獲得するためには欠かせない施策であると考えて

いる。

・2021 年度から予定している⼊試制度改⾰や新たに導⼊した新思考⼊試導⼊など、この数年間は⾮常

に変化が⼤きい。継続して変⾰を⾏う⼀⽅、ミスのない安定した⼊学試験業務を⾏う観点を、今⼀度

重視する必要がある。

・7 月に附属校・系属校合同説明会（中学 4 校、高校 7 校）を早稲田キャンパス（大隈講堂）で開催。

終了後、校⻑、役職者との情報交換をおこなった。8 月には本庄高等学院で教諭対象に「共に学び・

共に考える附属・系属教員のための教員⼒向上プログラム」（アンガーマネジメント、模擬講義実践、

ＩＣＴ活用など）を 2 泊 3 日（本庄セミナーハウス）の合宿形式で開催した。18 名の参加であった

が、次年度はより多くの先⽣⽅に参加いただけるよう努める。また、⽣徒を対象とした早⼤サッカー

部と附属校・系属校（⾼等学院、本庄学院、早実、⼤阪摂陵）が交流戦を東伏⾒グランドでおこなっ

た。今回附属系属校から4校の参加であったが、次年度は1校でも増えるよう促進をおこなう。

・WaISEC（Waseda International Symposium on Education and Culture）ゲスト校として、海外

5ヶ国 6校（生徒 24名、教員 6名）、SGH指定校の県⽴不動岡⾼校、早稲⽥⼤学⾼等学院（⽣徒 12

名、教員 5名）が参加した。

・附属校・系属校の教員・⽣徒間の交流も徐々にではあるが、イベントも増えてきている。

・附属校・系属校の交流について、今後は⽂化部（⽣徒会・将棋など）も企画をおこない、横のつなが

りを持てる場を提供していきたい。
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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、グローバルエデュケーションセンタ

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。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１）教育システム改革 PJ（教育企画課） ④対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏

２）⼈間的⼒量の増進 PJ（キャリアセンター・教育連携課） －

３）奨学⾦制度設計 PJ（奨学課・国際教育企画課） －

４）海外留学促進 PJ（国際教育企画課） ⑧世界のWASEDA としての国際展開

５）留学⽣受⼊促進 PJ（国際教育企画課） ⑧世界のWASEDA としての国際展開

６）教育制度改⾰ PJ（教務課） －

７）社会人教育プログラムの拡充 PJ（教務課） －

1.核⼼戦略総括

・学生数関係、テニュアトラックの数値目標はいずれも計画より遅れ気味であり、その他の数値目標は

順調と⾔える。外国語のみで卒業できるコースについては、法研でコースが増えたものの、理⼯にお

いてコースの統合を⾏った結果、コース数としては減少してしまっている。

・学⽣数については、新理事会において⾒直す⽅向で検討を始めている。現実的でない⽬標、数字だけ

が独り歩きしてしまう目標については、その目標に対する考え方から再定義し、それに応じて施策自

体も⾒直すことにつなげていく必要がある。

年 間 報 告
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２．プロジェクト総括

（１） 教育システム改革 PJ

・学術院横断的補助⾦プログラム、授業カレンダー、クォーター、副専攻、博⼠キャリアセンターのあ

り方検討は順調であり、全学的な横断的支援組織検討は現在再検討中である。オナーズプログラムの

検討は進んでいない。

・順調に進んでいるものについては、施策についても特段問題はないと思われる。全学的な横断的支援

組織検討については、理事会交替により、再検討が必要となっている。

・それぞれ⽬標⾃体の修正は現時点では必要ないと考えられるが、補助⾦プログラム等、全学横断的プ

ログラムのあり⽅、執⾏体制については、新理事会での⽅向性を確認しつつ、進めていく必要がある。

（２） ⼈間的⼒量の増進 PJ

・⽬標ごとに３つのワーキンググループ（共通広報、能⼒分析、ポートフォリオ利⽤促進）を形成し、

それぞれの⽬標に則り活動を⾏ったが、３ワーキンググループともおおむね⽬標を達成した。

・ポートフォリオの利⽤促進について、学⽣に利⽤してもらった結果、システム的な使いづらさ、何ら

かの必要性・強制⼒、および学⽣の振り返りに対するフィードバックがないと利⽤することが困難と

いう課題が明らかとなった。

・能⼒分析ワーキンググループによる学⽣適性検査は、各プログラムの特徴が明らかになり、また、正

課外プログラムの体系化につながる感触を得たため、次年度以降も継続して実施し、分析をさらに精

緻化していく。

・共通広報は、現状の媒体・イベントによる周知で実際に各プログラムに参加した学生の体験談ととも

に内容を伝えることに加え、大学ホームページとの連携により学生が各プログラムを自ら調べやすい

環境を構築することを目指す。

・ポートフォリオの利⽤促進については学⽣の利便性に関する分析を終えたため、ワーキンググループ

での活動は終了とし、引き続き、核⼼戦略 5 の学生参画の仕組み創出 PJ が KPI に設定している「ポ

ートフォリオシステムの構築と普及による就職活動への利⽤⼈数」と連携しながら、共通広報ワーキ

ングにおいて学⽣への周知を⾏う。

（３）奨学⾦制度設計 PJ

・⼤隈記念奨学⾦は併給制限と家計基準を廃⽌し、成績基準による純粋な報奨型奨学⾦とした。また、

奨学⾦額は基本 40 万円だが、箇所に配付された予算の中で増額することも可能とし、よりメリット

を押し出すことができる奨学⾦制度とし定着させた。⼀⽅、⼩野梓記念奨学⾦は⾸都圏出⾝学⽣を対

象とした予約採用枠を設け、2018 年度に第 1期⼊学者を迎える事ができた。本制度改正により、在

学⽣だけでなく⼊学前の⾸都圏の経済困窮者に対して奨学⾦の⽀給を約束する制度とした。

・奨学⾦制度の継続的な⾒直しは必須である。「めざせ！都の⻄北奨学⾦」や「⼩野梓記念奨学⾦（新

⼊⽣予約採⽤型）」の設置、対象の拡⼤により、経済的困窮度の⾼い学⽣を⽀援してきたが、附属・

系属校がこれら奨学⾦の対象外となっている。経済的⽀援の観点からすれば、附属・系属校を対象外

とする理由はなく、また附属・系属校側からすると当該奨学⾦を受けられないことにより、学生募集

の段階において、近隣有⼒⾼校に後れを取る事態にもなっているため、2020 年度⼊試に向けて、対
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応を検討する。

・2020 年度より開始する国の⾼等教育の無償化への準備が必要である。⽂科省への直接質問や⽇本学

生支援機構、私大連など様々なチャネルを使い情報を得るようにしているが、未だ詳細が明確になっ

ていない。「めざせ！都の⻄北奨学⾦」や「⼩野梓記念奨学⾦（新⼊⽣予約採⽤型）」、「紺碧の空奨学

⾦」など、本学の経済⽀援型奨学⾦の制度に⼤きく影響を与えると思われるため、国の奨学⾦がどの

ような制度設計となっても、学⽣に不利益が⽣じることなく、本学の⽬的が達成できる奨学制度とし

て運用できるよう準備する。

（４）海外留学促進 PJ（国際教育企画課）

→核⼼戦略⑧に記載

（５）留学⽣受⼊促進 PJ（国際教育企画課）

→核⼼戦略⑧に記載

（６）教育制度改⾰ PJ

・教員採⽤の透明性について、前述のとおり今年度の採⽤より「教員採⽤に関する報告書」を専任教員

採⽤時の提出を義務付け、その報告書を学術院⻑会にて学術院⻑に配付することを始めた。⽬的は、

教員の嘱任を審議する際、採用候補者に期待する職務および役割を確認するため、および事の透明性

を更に深め、各箇所の状況を⼤学全体で共有しながら箇所間における連携を強化するためであり、透

明性・ノウハウの共有など大きな効果が期待できる。これにより、優秀な教員採用に繋がっていくと

考える。

・2018 年 11 ⽉に就任した総⻑が掲げる「今後何年かかろうとも、本学は世界で輝く、世界トップク

ラスの⼤学になる」という決意のもと、現在の本学の教員をいずれは追い越し、世界的に⾒ても極め

て優秀な教員を採⽤すべく、急速に変化している時代の流れを⾒極めながら施策を打ち続ける必要が

ある。公募制の有効活用、教員増を伴う学術院等将来計画の支援の強化を推進するとともに、テニュ

アトラック制度の給与体系やジョントアポイントメント制度の着任待遇の問題点など、⽇々改善すべ

き事項が挙がってきている課題を解決するため、できるだけタイムリーな改善・向上に努めていかな

ければならない。

（７）社会人教育プログラムの拡充 PJ

・社会人教育や、生涯教育の進展のために、企業、団体との関係強化につとめた。また従来は大学の各

箇所に散在していた社会⼈教育の情報を⼀本化するようにポータルサイト「まなびのコンパス」を⽴

ち上げ情報を発信し始めた。

・２０１８年度より本学も履修証明プログラムを２本開始した。あわせて２０１８年度中に⽂科省から

BP認定を受け、厚⽣労働省からは教育訓練給付⾦の対象講座として認定を受けた。

また、エクステンションセンターではより幅広い年代に向けた、様々な新規講座事業を開始したほか、

WASEDA NEOでは⼥性活躍社会の実現にむけた講座の試⾏を重ねた。

・WASEDA NEOでは、オープン型の講座を多数開講するようにつとめた。大学外部からプログラム・
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プロデューサーを招聘し、新たな社会ニーズを捉えた多数の講座を開講するようつとめた。

・当該プロジェクトにて集計してきたノンディグリーの社会人教育の受講者数（エクステンショセンタ

ー、ビジネス＆ファイナンス研究センター、教務部、国際部）の 2018年度の実績は次のとおり。

WASEDA NEO2,878 名、エクステンショセンター43,006 名 ビジネス＆ファイナンス研究センタ

ー4426名 履修証明プログラム37名 合計 50,347 名

・Waseda Vision150の発⾜時に当該プロジェクトが⽬標としていた年間のべ受講者数５万⼈は 2018

年度をもって達成されている。今後８万⼈の⽬標へと修正し引き続き社会⼈教育の拡充について検討

をつづけたい。また当該プロジェクトの開始時はエグゼクティブ教育の進展が重要課題であったが一

定の成果を得られている。今後は新しい課題として、WASEDA NEOをはじめ大学として新しい分野

での社会人教育事業の可能性について検討し、より一層の社会貢献につとめたい。
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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。

さらに英語化の次を⾒据えた「教育の多⾔語化」の検討と準備を進める。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

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）
④対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏

２）「Good Practice」の整理および普及・展開 PJ（大学

総合研究センター）
④対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏

３）授業における TA制度の活⽤・授業形式⾒直し PJ（教

務課）

④対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏

⑤大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進

1.核⼼戦略総括

・授業の公開については、動画制作・配信ツール Contents Creation Studio で Macユーザー対応を⾏

い、利⽤者への利便性が向上した。動画等による授業公開数は増加し、⾼度授業 TA 導入授業での授

業⾒学原則化などの仕組みを活⽤することによって、前年⽐ほぼ横ばいでの推移となった。

・LMS利⽤授業⽐率については、86％と前年⽐ほぼ横ばいでの推移となっている。今年度は、2019 年

度からの次期 LMSトライアル導入、2020年度からの本格導⼊に向けて、スムーズな引き継ぎ、そし

て更なる利⽤率向上が実現できるよう LMS利⽤のメリットを周知しながらその準備へも注⼒した。

・外国語による授業割合については、英語学位数の増加に伴って目標に近い水準に微増している。今後、

目標に向けてのアプローチ方法として、各学術院へどのように働きかけるかを検討する必要がある。

・シラバスの英語化については、学部、大学院とも⽬標を若⼲下回っている。科⽬コマ数の増加が数値

を下げている要因の 1つと考えられるが、今後要約したシラバスの英語化を進め、学修内容の公開に

貢献することで、目標値の改善を図りたい。

年 間 報 告
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２．プロジェクト総括

（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

・授業支援システムの再構築と普及については、ほぼ計画どおりに進めており、2019 年度より教員・

学⽣による利⽤開始（トライアル利⽤）に向けて準備を進めることが出来ている。

・動画コンテンツ統合プラットフォームの導⼊については、当初計画とは異なり新システムの導⼊まで

⾄らなかった。再構築が決定した授業⽀援システムと連携することを前提として、再度市場調査を実

施した。また、動画コンテンツ統合プラットフォームとしての基本要件の⾒直し、新規システム導⼊

リスクも踏まえて既存機能の活用も視野に入れて調整している。

・MOOC 活⽤戦略については、⽶国の代表的なプラットフォームにおいて新規に 3 講座を公開した。

海外からもニーズが高い IoT 分野で 2講座を開講し、将来的にはシリーズ化させたい。また、既存講

座を Self-paced 型にして反復開講することにより、受講者数の獲得に努めた。コンテンツ制作提案

公募については、今年度から年 2回に限らず、ローリングベースにして応募機会を増やした。このほ

か、初級の日本語シリーズを 2019 年度秋学期から順次 9講座配信する予定を⽴て、2018 年度より

制作に取り掛かった。

・学修ポートフォリオシステムの構築と普及については、概ね計画通りに実施している。新入生向けガ

イドブック配布、広報動画作成などの広報活動を実施した。授業における活用に向けて、一部箇所に

よるトライアル利⽤を⾏い、2019 年度より正規授業で利⽤開始することになった。また、システム

の機能追加についてもニーズが高い機能を中心に計画どおりに実施している。

（２）「Good Practice」の整理および普及・展開 PJ

・海外 FD プログラムは、初級・中級・上級（実践）としてプログラムの体系化を図った。また、実施

時期も本学において実施するプログラムを夏休みにし、米国に派遣するプログラムを春休みに実施し

た。時期やレベルを分けることで、教員のニーズにより応えられるように⼯夫を⾏った。

・UW (University of Washington)と共同でオンラインコンテンツを制作し、7週間分のレクチャーを

ビデオに収録し、edx.edge のプラットフォームにおいて SPOC (Small Private Open Course)とし

て公開した。

・海外大学の TAカンファレンスを参考にして、2018年度から⾼度授業 TAカンファレンスを 2回開催

した。各学部で従事した⾼度授業 TA ⾃⾝による成果報告会として開催され、学⽣⽬線による意⾒交

換が活発に交わされた。⾼度授業 TA 研修のためのオンデマンドコンテンツの視聴を必須としており、

今年度からはコンテンツの視聴は業務とみなし、視聴した場合は賃⾦を⽀払うこととした。

・ティーチングアワードについては理⼯ 3 学部共通科目枠の新設に伴い、規定を改訂した。導入箇所が

9 箇所から 11 箇所に増えている。e-Teaching Award については、全学が参加しており、表彰され

た教員の教育手法を中心に Good Practice の紹介記事を公開した。また、他の機関のコンテンツにつ

いて全学的な周知も⾏った。

（３）授業における TA制度の活⽤・授業形式⾒直し PJ（教務課）

・2018年度については、⾼度授業 TAの予算規模・選出基準を前年度に準じて、箇所交付 TA予算と別

枠に344件の申請に対して⾼度授業 TA を配置した。
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・⾼度授業 TA の効果測定について、TA本⼈と履修者に対するアンケートによる把握を進めており、今

後はアンケート結果の分析を⾏い、⾼度授業 TA 制度評価へ反映していく。また、評価結果を教員へ

フィードバックし、さらなる効果的な活用を促進していくため、継続的にデータを取得するとともに、

アンケート項目などの修正を進めていく必要がある。

・⾼度授業 TA が身に付けるべきスキルを学ぶためのオンデマンドコンテンツは⾼度授業 TA 対象者全

員に視聴させている。また、⾼度授業 TA ⾃⾝の経験を共有するために、⾼度授業 TA カンファレン

スを実施している。TA 研修自体は業務対象外のため、参加者数を増やす方法をさらに検討する必要

がある。

・今回の審査で⾒えてきた課題に対して、次年度に向けてワーキンググループで検討することとしてい

る。
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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。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１）「Good Practice」の整理および普及・展開 PJ（大学

総合研究センター）
③教育と学修内容の公開

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）
③教育と学修内容の公開

３）授業における TA制度の活⽤・授業形式⾒直し PJ（教

務課）

③教育と学修内容の公開

⑤大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進

４）教育システム改革（教育企画課） ②グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築

５）科⽬数削減、密度の⾼い教育の推進 PJ（教務課） －

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）
⑬早稲田を核とする新たなコミュニティの形成

1.核⼼戦略総括

・多様な教育方法で授業の質を一層向上させるため、前年度に引き続き、ティーチングアワード、

e-Teaching Award で表彰された教員の教育手法を中心に Good Practice の普及に努めた。合わせて

全学 FDプログラムならびに⾼度授業 TA研修プログラムの開発を進めた。「対話型、問題発⾒・解決

型教育」の FDを継続実施し、今年度の全学 FD実施目標の 50%以上を達成している。

・毎学期末に実施している学生授業アンケートについて、その結果を全学統一項目で集計し、自己の授

業の結果と全学集計結果を授業担当教員全員にフィードバックすることで、授業方法等の改善につな

げている。

・新任教員セミナーを開催して、本学の教育目標、教育改革の取り組み、教育システム等について研修

を実施している。

・本学教員を海外協定校である UW(University of Washington)に派遣し、教授法、授業⾒学などから

なる FD プログラムを実施し、UWと共同でオンラインコンテンツを製作し、コンテンツをさらに充

実させている。今年度より海外連携型 FDとして、UQ（The University of Queensland）による英

語による教授法を学ぶ国内型研修プログラム等を実施しており、海外連携型 FD参加総数としては30

名確保し、目標を達成している。

年 間 報 告



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

14

・LMS（Learning Management System）について、教員向け利⽤研修を実施している。

・優れた教育を実践する教員を表彰するティーチングアワードおよび e-Teaching Award を実施し、受

賞者による講演会を開催するなどして教育方法や創意工夫の共有をは図っている。e-Teaching

Award はエントリー方法の再検討並びにエントリー数の増加策を検討している。ティーチングアワー

ドを実施していない学部等については、引き続きアプローチして参加を促している。また、ティーチ

ングアワードの全学拡大へのインセンティブ付与について、引き続き検討している。

・教員相互の授業⾒学を全学で実施している。

・FDのオンデマンド研修コンテンツを作成し、全学に公開している。

・2018年度から⾼度授業 TA カンファレンスを2回開催した。各学部で従事した⾼度授業 TA 自身によ

る成果報告会として開催され、学⽣⽬線による意⾒交換が活発に交わされた。

・⾼度授業 TA のアンケートを実施しているが、分析および制度評価については、引き続き検討を要す

る。今後評価結果を教員へフィードバックし、さらなる効果的な活用を促進していくため、継続的に

データを取得するとともに、アンケート項目などの修正を進めていく必要がある。

２．プロジェクト総括

（１）「Good Practice」の整理および普及・展開 PJ

→核⼼戦略③に記載

（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

→核⼼戦略③に記載

（３）授業における TA制度の活⽤・授業形式⾒直し PJ

→核⼼戦略③に記載

（４）教育システム改革

→核⼼戦略②に記載

（５）科⽬数削減、密度の⾼い教育の推進 PJ

・目標達成には至っていない。なお、2018 年 4⽉より施⾏された助⼿および助教制度の再編に伴い、

今後助教の増加が⾒込まれ専任教員（任期付含む）割合が増えることなるため、⾮常勤⽐率の減少の

目標に向けては成果が出始めていると言える。

・非常勤講師の科目を削減することは、現状は考えられず、また専任教員についても研究のための時間

をできるだけ確保する⽅向であるため、専任の科⽬を増やし、⾮常勤の⽐率を下げることも⾮現実的

である。

・定年を迎え退職となる⾮常勤講師の科目を削減することは考えられ、、それと絡めて施策を打って⾏

くことはできるかもしない。ただし、その代わりに専任教員が当該科⽬を担当することは上述の理由

のとおり難しく、退職教員の科目の削減が、当該科目の重要性などに鑑み、教育の質の低下につなが

らないかの懸念もある。このことを踏まえると、現在のプロセス指標・⽬標を変更することが望まし
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いと考える。また、上述のとおり、2018 年 4⽉より施⾏された助⼿および助教制度の再編に伴い、

これまでより助教が今後増え、今後は専任教員（任期付含む）割合が増えることに伴い、⾮常勤⽐率

は減っていくこととなる。専任教員を増やしていくことは、Vision の大きな目標でもあるため、その

施策に引き続き注⼒していくことが、本制度⽬標の実現には不可⽋となる。

（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

→核⼼戦略⑬に記載
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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。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

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）
③教育と学修内容の公開

④対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏

1.核⼼戦略総括

・学生参画の創出数について、上期の段階で年間⽬標に対し進捗率 42.8%と順調に推移していたが下

期が思ったよりも伸びず、通期では昨年より微減となり、⽬標未達となった。

・TA、RA、臨時職員については従事者総数は微増している中で従事者数（実数）は微減となっており、

1人で複数のスチューデント・ジョブに従事している学生が一定数いることが要因である。入試監督

については学部一般入試の募集人数に伴う志願者数の減少により、監督員数が減少したことが要因で

ある。なお、経済支援を主目的としたスチューデント・ジョブについては求人数が頭打ち状態にあり、

新たなジョブの開拓と制度の整備が必要である。

・雇⽤管理の煩雑さによりスチューデント・ジョブの活⽤に⼆の⾜を踏む箇所があることなどが要因で

飛躍的な拡大ができていない状態にある。また一部スチューデント・ジョブに従事する学生より雇用

条件改定の申し⼊れが⾏われるなど課題の複雑化、顕在化してきている。関連箇所と連携しながら解

決策の模索とこれまでの臨時雇⽤の枠組みの中で対処しきれていない部分の整理が必要。

２．プロジェクト総括

（１）学生参画の仕組み創設

・目標達成となった施策はこれまでの取り組みが順調であること、学生をはじめ関連箇所等のニーズ

年 間 報 告
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を満たしていることが要因と考えられ、今後も目標にむけて推進できればと考える。一方で目標未達

の部分においてはニーズや各種動向をきちんと把握できていない状況で始動し、ここまで来ている状

態にある。今期もテコ入れ策を講じたが目標達成までには至っていない。また広報の部分でWebサ

イトの CMSが実装されていないことが大きな影響を与えている。

・MyWaseda のお知らせ機能によるスチューデント・ジョブ掲載件数については昨年度に⽐べ減少傾

向にある。これまでにない新たな学⽣参画活動も募集が⾏われてはいるものの全体として頭打ち状態

にある。その結果として学生に充分な機会を提供できていない。引き続き学内での認知につながるよ

う働きかけを⾏っていく。

・学外教育機関への学⽣の紹介については新たな提携企業を開拓し、⺟数を増やしていく必要があるが、

同時に担当者の業務負荷の軽減が今後の課題である。学生の専門的スキルを把握し、新たな業種等で

の紹介先の開拓が必要だが現状打ち⼿がない状態である。学⽣参画の定義⾒直しに連動し、今後の在

り方について根本的に再検討していく。また、「スチューデント・ジョブセミナー」については学生

の認知不⾜ならびに箇所の協⼒を得られていない状況により受講されていないため学⽣への広報の

強化ならびに箇所への働きかけを継続的に⾏う必要があると考える。

・「学生モデル」によるスチューデント・ジョブの紹介やWaseda Vision 150 Student Competition

の実施ならびに提案の実現についてWeb上での広報を積極的に展開していくことで学内外への認知

につながっていくものと思われる。2019年度には当該Webページに CMSを実装することを予定し

ており、操作性の向上により即時での情報更新、コンテンツの充実化を図ることで効果的な広報を展

開していきたいと考える。

・学修ポートフォリオについてはMyPortfolioを普及・利⽤促進させるための⼗分な施策が⽤意されて

いない。正課授業や、学生参画等のさまざまな課外活動での活用シーンを想定し、紹介をしているが

さまざまな課題があり、思うような推進が⾏えていない状態にある。⼀⽅で学習ポートフォリオの利

⽤は本核⼼戦略の諸活動に直結しないことなどから次年度よりその関連性を整理し、学修ポートフォ

リオを学生参画の推進の中でツールの1つとして学⽣に紹介し、利⽤促進を図っていくこととする。

（２）授業におけるＴＡ制度の活⽤・授業形式⾒直し

→核⼼戦略③に記載
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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。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

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）
－

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）
⑬早稲田を核とする新たなコミュニティの形成

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）
－

４）早稲⽥⼤学百五⼗年史編纂 PJ（文化推進部） －

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） －

７）ワセダ演劇の発信⼒強化 PJ（文化推進部） －

新設）国際文学館開設 PJ（文化推進部） －

1.核⼼戦略総括

・SNS等でも積極的な⽂化発信を⾏っているが、情報の到達度合が曖昧なアクセス数やフォロワー数

等ではなく、自身で希望して受信する（早稲田文化のファンと思われる）メールニュース登録者数を

目標値に設定し、それが 2,000 を超え目標値を達成したので、「キャンパスからの文化発信」プロジ

ェクトが着実に進捗していると考える。

・⽂化発信については、昨年度末の歴史館の開館が、「早稲⽥⽂化」により⼀層の注⽬を集める契機と

なり、目標を大幅に上回る成果につながった。

・メールニュース登録者数は、すでに目標値を上回っているので、現状に合わせて上方修正したい。

・本庄市における学生団体コンサートを実現し、新規連携事業実施という目標を達成した。本庄早稲田

の杜ミュージアム（仮称）も2020 年 4月開館に向け準備を進めている。

年 間 報 告
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・文化資源データベースは、公開件数の 2022年度⽬標 80 万件を大幅に超えることになったため、目

標値を上⽅修正した。バーチャルミュージアムの年間アクセス数も 50 万件を超えている。

・バーチャルミュージアムについては、2018年度の実績を踏まえ、⽬標値を上⽅修正したい。

・百五⼗年史編纂については、執筆・校正作業等をより効率化して進め、学校設置関係資料 DBや『早

稲田学報』記事DBは予定通り公開の⾒込みとなった。大学史セミナーもテーマや広報を工夫し、参

加者が増加した。

・百五⼗年史編纂について、第 1 巻執筆が執筆者の通常の教育研究に加えての作業となることもあり、

繁忙のためやや遅れが生じている。引き続き推進⽅法等の検討を⾏い、より効果的な執筆促進の⽅法

を検討する。

・百五⼗年史編纂にかかわるWiki システム（特に投稿版）について、より現状に適したものの作成を

めざし、今後の方針等について改めて関係箇所等と相談のうえ進めていく。

・百五⼗年史編纂に関するデータベースについて、新規データベースの作成・公開を進めながら、既存

のデータベースについて内容の修正を⾏う。

・『早稲⽥⼤学百五⼗年誌』編纂の意義を明らかにし、編纂事業の成果と関連情報を学内外に発信する。

大学史セミナーについては、今後も関心の⾼いテーマを選定し、広報を重点的に⾏っていく。

・早稲田スポーツについては、ほぼ目標通りに達成できている。今後は個別プロジェクトの進捗だけで

なく、UNIVAS加⼊を⾒越し、⽇本の⼤学スポーツをリードしていくための基盤づくりが課題となる。

・なお、マンパワーの問題も含めた効率化や、毎年学⽣が⼊れ替わるための教育・指導負荷等の検証を

⾏わないと、UNIVASスタートによる後発大学に追いつかれてしまう可能性もある。

・早稲⽥スポーツの⽬標値については、例えば東伏⾒スポーツフェスタは、目標の 4500人を大幅に超

える5500 人の来場者があった。また、WAP講演会についても目標を上回る回数を開催したが、開

催回数や参加者数といった目標の達成だけでなく、学生教育の観点から有意義な講演会となるよう、

その内容の質的向上が重要である。

・「早稲⽥らしさと誇りの探求」については、昨年度末に開館した歴史館の⼊館者数が順調に推移し、

⼤学の広報拠点として機能している。本年度末にはスポーツミュージアムも開館し、相乗効果が期待

できる。

・演劇博物館については、新規補助⾦として、秋季企画展「現代日本演劇のダイナミズム」にアーツカ

ウンシル東京の助成⾦、常設展示の多言語化事業等に対する東京観光財団の助成⾦が外部資⾦獲得の

目標達成に寄与した。

・演劇博物館は、2019 年度は秋まで休館すること等を勘案し、HPアクセス数やTwitter フォロワー数

の⽬標値を⾒直すとともに、HPアクセス数が⾼まるような注⽬度の⾼い魅⼒的なイベント等の実施

に向けた検討を⾏う。研究機能を維持・発展させるためにも、外部資⾦のさらなる獲得に向けた研究

体制を構築することが重要である。

・どらま館は、事業運営への参画学⽣数の⽬標を達成し、認知度が⾼く話題性に富んだ⾃主企画公演の

実現により SNSのフォロワー数も数値目標を達成することができた。

・恒常的にどらま館事業に関わるよう、継続的な学⽣参画を可能にする組織設⽴を図る。当⾯は⾃主企

画事業を控える傾向にあるので、第一線の作品への制作支出は抑え、招聘公演を活用して劇場の認知

度を向上させる。また、学⽣には⾃主的なイベント実施を働きかけ、学内外ともに若い世代の育成を
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担う劇場として社会に発信していく。

・どらま館については、演劇団体に所属する学⽣が主体的に実施するイベントの企画や、技術⼒向上の

ためのワークショップの実施を継続する。企画実施に対して劇場独自の情報発信が十分でなかったた

め、2019年度は劇場HPをリニューアルすることで、積極的な情報の発信と SNS運営を推進し、記

事内容の充実による PV数、SNSフォロワー数の向上を目指す。

・歴史館や早稲⽥スポーツミュージアムは、定期的に展⽰を⼊れ替え、毎回新たな発⾒があるような⼯

夫を随所に凝らしていくことで、着実に入館者数を伸ばしていきたい。歴史館については来館者数の

目標値を上方修正し、スポーツミュージアムについても来館者数を数値目標として新たに設定する。

２．プロジェクト総括

（１）文化・芸術の推進とキャンパスからの文化発信 PJ

・SNS等でも随時⽂化発信を⾏っているが、情報の到達度合が曖昧なアクセス数やフォロワー数などで

はなく、あえて、自身で希望しなければ配信できない（熱心な早稲田文化のファン数と合致すると思

われる）メールニュース登録者数を目標値としているが、その目標値を達成したことが、本プロジェ

クトの着実な遂⾏を意味すると考える。

・早稲田大学歴史館の開館（2018 年 3月）が、本学の文化推進活動に、これまで以上の注目を集める

契機となり、目標を大幅に上回る成果に繋がった。

・今後も、前年度のメールニュース登録者数を基準に 100 名以上のメールニュース登録者数増を目標に

したい。

（２）地域との連携による文化発信と施設の有効活用 PJ

・本庄市における学生団体コンサートを実施し、新規連携事業実施という目標を達成した。

・「本庄早稲田の杜ミュージアム(仮称)」の 2020年 4月開館に向けたさまざまな準備を本庄市と連携

して2019 年度に実施する。

・93号館共同展⽰事業の本学展⽰エリアは、「オセアニア⺠族造形美術品」の展⽰以外に、本部キャン

パスで実施した企画展覧会等の一部を巡回する予定である。2020年度の企画展⽰については、その

計画を、2019年度に⽴案し調整し準備する。

（３）バーチャルミュージアム－文化資源データベース公開の強化・拡充 PJ

・2018年度中に 2017年度に設定した「文化資源データベース公開件数」の2022年度⽬標 80 万件

を大幅に超えることになったため、目標値を上方修正した。

・年間アクセス数も 50万件を超えるなど利⽤促進がはかられた。

・3Dデータ 20件を作成した。

・「バーチャルミュージアム」を実現すべく、基本計画を確定することができた。

・ほぼ予定通りすべての事業計画を実施することができた。

・2018年度の実績から⽬標値を⾒直した。
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（４）早稲⽥⼤学百五⼗年史編纂 PJ

・Wiki システムの内容・コンセプトについては、RFP案の作成によってより具体化させることができ

た。

・校閲・校正のルール・方法についてはより具体化させることができた。執筆分担については検討のう

え若⼲変更した。執筆促進のため、関係資料の収集やデジタル化を⾏った。

・Web版資料集については、学校設置関係資料データベース、『早稲田学報』記事データベースを予定

通り公開できる⾒込みとなった。

・大学史セミナーについては、学内教職員の関⼼が⾼いテーマを設定し、かつ学内広報を重点的に⾏っ

た結果、参加者が増加した。

・学内資料の調査・収集については、保健センター、ボランティアセンター、社会科学総合学術院事務

所、所沢総合事務センター、図書館、教務部へのヒアリングを⾏った。

・Wiki システム、特に投稿版Wiki について、より現状に適したものの作成をめざし、今後、関係箇所

等と相談のうえ進めていく。

・Wiki システムの運用に関わる⼈員、他箇所との連携等、運⽤体制について、引き続き検討を⾏う必要

がある。

・第１巻執筆について、執筆者の通常の教育研究に加えての作業となることもあり、繁忙のためやや遅

れが生じている。より効果的な執筆促進の方法を検討する。

・新規データベースの作成・公開を進めるとともに、既存のデータベースについて内容の修正を⾏う。

・⼤学史セミナーについて、今後も関⼼の⾼いテーマを選定し、広報を重点的に⾏う。

・学内資料の調査・収集について、未だヒアリングを⾏ったことのない箇所へのヒアリングを進める。

（５）早稲田スポーツの新たな展開 PJ

・現在実施している内容は、ほぼ目標通りに達成できている。また、2019 年度から Student Job を活

用した情報発信も予定している。今後は、個別プロジェクトの進捗だけでなく、UNIVAS加⼊を⾒越

し、日本の大学スポーツをリードしていくための基盤づくりが課題となる。

・ほぼ⽬標通りに達成しているが、マンパワーの問題も含めた効率化、毎年学⽣が⼊れ替わるための教

育・指導に伴う過重負担などを検証しないと、UNIVASスタートによる後発大学に追いつかれてしま

う可能性もある。WAPも他⼤学より先⾏していることに満⾜するのではなく、常に⾒直しをしなけ

ればならない。

（オリンピック・パラリンピック事業推進）

・数値⽬標で未達成のものもあるが次年度に実施予定であるので⽬標通りに進んでいる。オリパラ事業

の運営には学生との協働体制を構築して広報・イベント等を積極的におこなっている。また競技・事

前キャンプ等のボランティアやオリンピック関連の有償インターンシップを含めた本学独自のボラ

ンティアを積極的に学生に紹介している。

・オリンピックのレガシーを確⽴するために現状の計画を遅滞なく進めていくが、⼀⽅で組織委員会、

関連⾃治体といった外部と常に連携をとって進めることが不可⽋である。特にイタリアおよびトルコ

代表チームの事前トレーニングキャンプを実施する所沢市、本庄市、埼玉県とは今後も課題を共有し、

勤務な連携をすすめていく。
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（６）早稲田らしさと誇りの探求 PJ

・2018年度歴史館⼊館者数は 55,000 名を記録しており、順調に推移している。早稲田スポーツミュ

ージアムも無事開館した。

・早稲田大学歴史館、早稲田スポーツミュージアム共に、定期的に展示を入れ替え、⾜を運ぶ度に新た

な発⾒があるような⼯夫を随所に凝らしていくことで、着実に入館者数を伸ばしていきたい。なお、

歴史館来館者数については、2018年度終了時点で予想を上回る⼈数を記録しているため、⽬標の上

方修正が必要である。スポーツミュージアムについては、来館者数を数値目標として設定する。

（７）ワセダ演劇の発信⼒強化 PJ

○演劇博物館

・ＨＰアクセス数については、2017年度が際⽴って HPアクセスが多かったため、2018 年度は、春季、

秋季ともに、それに匹敵するような数値が得られなかったものの、Twitter フォロワー数は目標を達

成した。

・2018年度は、⽂化庁をはじめ諸団体の補助⾦に加え新規補助⾦として、秋季企画展に対するアーツ

カウンシル東京の助成⾦、常設展示の多言語化事業等に対する東京観光財団の助成⾦が外部資⾦獲得

の目標達成に寄与した。

・外部資⾦獲得は限られた学内予算に加え、魅⼒ある展⽰やイベントを実施する演劇博物館の⽅針を実

現するため今後も継続的な目標とする。また、博物館機能以外の研究機関としての機能を維持・発展

するためにも外部資⾦獲得に向けた研究体制を構築することが重要である。

・2019 年度は 9月 28 日まで休館であること、および2018 年度実績、2019年度企画展のテーマ等を

勘案し、HPアクセス数、Twitter フォロワー数ともに目標値の再設定を検討する。同時にHPアクセ

ス数が⾼まるような注⽬度の⾼い魅⼒的なイベント等の実施に向けた検討を⾏う。

○どらま館

・事業運営への参加学生数の目標を達成することができた。

・認知度が⾼く、話題性に富んだ⾃主企画公演を実現できたことにより、SNS のフォロワー数も数値目

標を達成することができた。

・2019年度にかけて、参画学⽣が就職活動や卒業等で抜けていくことを想定し、継続的な学生参画が

可能な組織化をめざし、学⽣へ恒常的にどらま館事業に関わるよう働きかけを⾏う。

・次年度以降、⾃主企画事業を控える⽅向にあることから、第⼀線の作品に対する制作⽀出を抑えつつ、

招聘公演を活⽤し、認知度を向上させていく。また、学⽣には⾃主的なイベント実施を働きかけ、学

内外ともに若い世代の育成を担う劇場として社会に発信していく。

・演劇団体に所属する学⽣が主体的に実施するイベントの企画、および技術⼒向上のためのワークショ

ップ実施を継続することにより、どらま館における学生主体のイベントが恒常的に実施される状態を

構築する。

・企画実施に対して劇場独自の情報発信が十分でなかったため、2019年度は劇場HPをリニューアル

することで、積極的な情報の発信と SNS運営を推進し、記事内容の充実による PV数、SNSフォロ

ワー数の向上を目指す。
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（８）国際文学館開設 PJ

・本学校友であり、作家の村上春樹氏が自筆原稿や書簡、レコード等所蔵資料を本学に寄贈するとの記

者会⾒を⾏った。世界50言語以上で翻訳され読まれ続けている村上⽒からの資料寄贈を契機として、

既存の演劇博物館や国際⽇本学拠点の強みも⽣かしながら、様々な国との⽂化交流を促進し、村上⽂

学をはじめとした国際⽂学研究者と愛好者が必ず訪れるべき研究拠点の設⽴に向けた準備を進める。
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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＞

世界と競える研究集団を形成し、社会の課題と結びついた研究を推進する。また、学費に頼らない研

究推進体制の⾃⽴回転のスキーム「研究の事業化」を構築し、国際研究⼤学としての地位を確⽴する。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１）国際研究大学に相応しい研究人材の集積と活用

（研究企画課・研究⽀援課・研究戦略センター・研究院・国際課）

－

２）独自の強みを基調とした世界と伍する研究拠点の創出

（研究企画課・研究⽀援課・研究戦略センター・研究院・国際課）

－

３）研究の事業化を加速する研究環境と研究組織の拡充

（研究企画課・研究⽀援課・研究戦略センター・産学官推進センター）

－

1.核⼼戦略総括

・受入研究費の状況について、補助事業（科研費を除く）が 3億円弱と減額になる中、これまで、Vision

等で継続してきた各種施策が結実し、本学として伸ばすべき受託・共同研究が大幅に増加したため、

昨年度と⽐較し、総額として 5.3 億円増の 111.9 億円となり、受入研究費集計史上、最高値となっ

た。また、学術研究の基盤となる科研費においても、総合計件数（新規＋継続）が減少傾向にあるも

のの前年度と⽐べて、新規採択の⼤型種⽬「基盤 S」で 2 件、「基盤 A」で 8 件とそれぞれ採択件数

が増加しており、その結果として約 1億円の増額に繋がった。一方、補助事業（科研費除く）につい

ては、引き続き国の予算が大幅増が望めないことを想定すると、18 年度に新規採択された「オープ

ンイノベーション機構の整備事業」のように戦略的に獲得すべき事業を選別しながら新たな補助事業

の獲得も模索する。

また、受入研究費の増加に呼応して「研究の事業化」を実現するための指標となる間接的経費（間

接経費および⼀般管理費）の受⼊額についても総額で 19.2 億円と大幅に増加することができ、受入

研究費総額の目標値に対しては未達ではあるものの伸ばすべき収入は確保できたといえる。

今回、これらの結果に結びついた背景として、各種研究機構の整備等をはじめ、研究事業を活性化

させるための研究スペースの拡充や再編の検討、産学連携を活性化するための TLO、研究戦略センタ

ー等が有機的に連携して新たな研究支援機能の検討をするなど、研究体制全体の強化に資する施策に

取組み、オープンイノベーションを含めた産学連携や拠点形成の展開をはかり、組織的・⾃⽴的に研

究事業を推進する機能が徐々に整備されてきた成果ともいえる。とりわけ、URAによる受託研究事業

（公的）の獲得⽀援やこれまで獲得実績が少なく有望な研究事業の開拓（公募説明会の開催等）によ

り、戦略的研究推進事業（CREST、さきがけ等）や未来社会創造事業、環境省の環境研究総合推進費

等の大型事業が採択されるケースが増えるなどURAの活動が実を結んだ。

他方、2019年の QSランキングでみると、11分野（Subject）について、世界で100位以内に入

年 間 報 告



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

25

り、世界 50位以内については昨年より1分野増え、5分野が入るなど、ランキングが向上しており、

本学の研究⼒や有する総合性が国内外で徐々に評価されてきた結果と認識している。ただ、その⼀⽅

で、中⻑期受⼊・派遣研究者数については、現状値（2017 年度）が最終⽬標値（2023 年度）から

乖離しているため、国際研究⼤学の実現に向けて着実にその歩みを進めているものの⽬標値達成に向

けては課題が残る。

・Vision150における各施策は、研究⼤学強化促進事業の取組みと⼀体化させており、⽂部科学省によ

る当該事業の中間評価（2017年度実施：最高の「S」評価を獲得）とフォーローアップ（2018 年度

実施）各々において、「研究の事業化」に向けた取組み状況は非常に高い評価を受けている。このた

め、今後の取組みにおいても、基本路線の⼤幅な変更はなく、現在の取組みを継続・発展しつつ、新

たに獲得した「オープンイノベーション機構の整備事業」を活用して、産官学連携に関る取組みを重

層化し、研究⼒を強化していく。

・外部資⾦の獲得について、補助⾦は年々減額の傾向で⼤幅増が望めないことを想定すると、科研費、

公的の受託共同研究、⺠間資⾦（受託共同研究、財団研究助成、寄付⾦）の受⼊額を引き続き伸ばし

ていくことが必要になる。その中でも最も伸びしろのある⺠間資⾦の受⼊れを増やし、産学連携を活

性化していくことが、現状のスキームも含めた喫緊の課題である。その課題対応の一環として、企業

と様々なマネジメントモデルで共同研究を進める研究開発プロジェクト（リサーチ・ファクトリー）

を推進するリサーチイノベーションセンター/オープンイノベーション戦略研究機構において事例を

積み重ねつつ、内外の企業・研究機関・⾃治体・府省等からの問い合わせ対応や必要情報伝達の迅速

化を図るべく、産官学連携機能のワンストップ体制の構築も進める。

２．プロジェクト総括

（１）国際研究大学に相応しい研究人材の集積と活用

・国際研究大学に相応しい人材の集積・活用の最終的な到達点としては、国際通用性の高い教員採用と、

教員の役割を明確化した⼈事制度改⾰により、研究重視の教員、教育重視の教員、マネジメント重視

の教員等の適正な配置が⾏われ、給与制度改⾰が進展していること、外国⼈教員や卓越した研究⼒を

有する教員を確保するため、戦略性・体系性と透明性があり、かつ競争性、ダイバーシティを担保す

る教員採⽤が確⽴していること、部局 URA 等も活用しながら、各学術院等における採用・昇任人事、

研究実績の評価、外部資⾦獲得等の研究マネジメントが確⽴されていること、産学連携の⼀層の深化

に関わるURA等の配置が進んでいること等が必要となるが、そこに到るまでに本プロジェクトでは、

「トップレベルの研究者の育成と研究者の底上げ」、「URA機能の効果検証と⾼度化」に資する各種⽀

援策の展開状況（＝プロセス指標）を⽬標達成度合いの測定する指標としており、18 年度について

はいずれの諸施策も概ね計画どおり進⾏している。

・次代の中核研究者育成プログラムやURA機能の⾼度化など、リソース的に⼤掛かりな施策の多くが、

研究⼤学強化促進事業等の補助⾦を原資にしており、⻑期的な定着を図るためには、対外的評判や

QS ランキングへの効果、必要資⾦額と資⾦種別の整理、⼯程・⼿順等を精査し、補助⾦に依らない

学内制度への移⾏等をも検討する必要がある。

・研究人材の集積という観点から、国内外の優秀な研究者の採用・招聘の強化が将来に渡っての課題と

なるため、関連する教務部、国際部等と連携しながら、国際水準とする教員・研究員の採用や受入れ
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を拡大していく必要がある。そのためには、国内外の研究機関・大学・企業と戦略的な連携関係を築

き、ジョイント/アポントメント制度を各学術院にこれまで以上に波及させつつ、国際的にリーダー

シップのある外国⼈教員の増加や優秀な研究者の獲得を引き続き進める。併せて、若⼿・中堅研究者

の年代層の厚みに関る施策についても取組んでいく必要があると考える。

また、育成という観点においては、次代の中核研究者プログラムを核に支援対象者の拡大、並びに

学術論⽂に係る補助制度およびハイ/インパクトジャーナル掲載⽀援プログラムの運⽤を通じて論⽂

生産に積極的な研究者の育成に資する施策を継続展開していく。

さらに、URA を代表とする研究⽀援⼈材という観点では、強化する分野と外部資⾦獲得に応じた

URA 機能の強化と適正な URA 人員の確保を通じた URA 体制の充実・⾼度化を将来に渡っての課題

と捉えている。このため、研究大学強化促進事業、オープンイノベーション機構の整備事業を活用し

ながら、⺠間との共同研究等を⽀援する URA の配置・体制強化に加え、将来URAを志す博士人材が

キャリアパスを描けるよう、URA の業務内容を内外に可視化し、URA の専門性を育成する体制をよ

り⻑期的な視座から確⽴していく。

（２）独自の強みを基調とした世界と伍する研究拠点の創出

・独自の強みを基調とした世界と伍する研究拠点の創出の最終的な到達点としては、研究組織の改革を

継続し、これまでのプロジェクト型研究を重視した研究機構や重点領域研究のような研究拠点のほか、

附置研究所や研究センター等の学内研究組織が、各学術院を横断し学外の研究機関とも連携した研究

組織としてより活性化された状態となっていることである。研究クラスタや SGU 先⾏モデル拠点に

おける活動等を活⽤して、北⽶・欧州・アジアの各地域の特性に応じた研究連携や交流が拡⼤し、本

学が研究ネットワークのハブとなっていること等が必要となるが、そこに到るまでに本プロジェクト

では、「⼈社理⼯研究者が密接かつ有機的な連携を⾏い、総合⼤学としてのシンクタンク機能の役割

も果たせるような課題解決型研究の展開。」に資する各種支援策の展開状況（＝プロセス指標）を目

標達成度合いの測定する指標としており、18 年度についてはいずれの諸施策も概ね計画どおり進⾏

している。

・QS 分野別大学ランキングでも高く評価されるスポーツ科学、ロボット工学、国際日本学等の研究拠

点、⽂部科学省の共同利⽤・共同研究拠点として認定されているイスラーム地域研究機構など国際的

に通⽤するオリジナルの研究拠点、電⼒業界や⾃動⾞産業等に関し⽇本を代表する産学コンソーシア

ム型研究に取り組む研究機構の存在は、本学の研究における多様な強みの象徴となってきた。そのこ

とに加え、18 年度新たに⽂科省「オープンイノベーション機構の整備事業」に採択され、オープン

イノベーション戦略研究機構を設置するなど、産官学連携を推進する取組みが活発に展開された。し

かしながら、⺠間からの資⾦受⼊は理⼯系の 5 つの研究機構（グリーン・コンピューティング・シス

テム研究機構、スマート社会技術融合研究機構、次世代⾃動⾞研究機構、次世代ロボット研究機構、

ナノ・ライフ創新研究機構）が⼤きな部分を占めているため、産学連携及び資⾦導⼊増⼤のためには、

既存の研究機構の PDCAサイクルの強化と新たな研究機構の設置の検討が必要である。新たな研究機

構へ発展させるシーズとして、重点領域研究、次代の中核研究者育成プログラム、理⼯学術院独⾃の

重点研究、府省の研究プロジェクトを有機的に連携させ、⺠間企業等からの共同・受託研究費を増加

させる必要がある。その上、国際的に通用する研究拠点として、国内外から高い評価を受けていたイ
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スラーム研究機構の設置期間が今年度を以て終了することも含め、研究クラスタ等も活⽤しながら、

特定分野において世界と伍する研究拠点を創出していく必要がある。

また、2017 年に「データ科学総合研究教育センター」を開設し、理⼯・⼈社系の専⾨領域の知⾒と

データ科学との融合を図るプラットフォームを提供することにより、⼤学全体の研究⼒の向上を⽬指

す基盤の整備が進んでいるが、研究大学強化促進事業推進委員会から「データビジネスに関するコン

ソーシアムの速やかな成果を期待したい。」とのコメントを受けており、その後の展開が求められて

いる。

他方、国際共同研究の推進の一翼を担う、バーミンガム大学との研究クラスタプロジェクトにおい

ては、2018 年 11 ⽉に英バーミンガム⼤学副学⻑を団⻑とするバーミンガム⼤学研究者が来校し、

本学研究者との7つの共同研究の成果を発表する研究交流成果報告会を含むバーミンガム⼤学デーを

本学で開催し、（19 年度はバーミンガム⼤学で実施予定）、より⼀層の連携を深めるとともに、英国

ESRC（Economic and Social Research Council）による研究基⾦の獲得など⽬に⾒える形となって

きている。この他、UC San Diegoと経済分野での共同研究を提案し外部研究資⾦の獲得に成功、ブ

リュッセル・オフィスを活用した学術イベントを契機にルーヴェン・カトリック大学(KU Leuven)と

のスポーツ科学分野の組織連携共同研究が始まるなど、URAを活用した早稲田型国際共同連携が加速

化を進めていく必要がある。

・オープンイノベーション戦略研究機構は競争領域における産学連携活動を実施する研究プラットフォ

ームとして機能させており、建設中の新研究棟(2020 年竣⼯予定)を活用して実施する「研究の事業

化」の象徴でもある。このため、産学連携活動に⼒点を置き、当該拠点を活⽤して⺠間からの研究資

⾦を増⼤させるため本年度は特に⼈事を含む運⽤⾯での整備を急ぐ。また、学内研究組織の改⾰は、

本部研究組織である研究院の重点領域研究機構、オープンイノベーション戦略研究機構の位置づけか

ら⾒直す。当該機構内の中のプロジェクトは継続するが、より実働的な推進体制を検討する。それに

合わせて、対外的な研究案件に関わる窓口を一本化するため、リサーチイノベーションセンターに再

編する。

データ科学総合研究教育センターでは、データサイエンスに関わるコンソーシアムの形成を検討し、

新たな産学連携並びに⽂理融合研究の創出を視野に⼊れた活動を促進している。

この他、国際共同研究推進のための研究クラスタの創出については、バーミンガム大学との間で今

後も共著、共著論⽂などの学術的成果の発表、さらなる共同の研究資⾦獲得に繋げるとともに、19

年度は特に「⽇本学」等を中⼼に英国現地でのイベントや早稲⽥⼤学デーを通じて本学の国際プレゼ

ンスの向上に努める。また、UC San Diegoとは、現⾏の活動を政治・経済領域に広げ、複数の共同

研究プロジェクトを企画⽴案し、外部研究資⾦の獲得を⽬指すとともに、これらを統括する研究クラ

スタ体制と運営について UC San Diego との合意形成を図る。また、昨年度より開始したエネルギ

ー研究領域での本学スマート社会技術融合研究機構と UC San Diego の Center for Energy

Research との共同研究を更に強化するとともに、別の⼯学領域での研究連携の可能性を調査する等

して、国際共同研究交流事業の活動の幅を拡げつつ、深化を図っていく。

（３）研究の事業化を加速する研究環境と研究組織の拡充

・個々の研究者のみならず、組織としての研究⼒を⾼め、⼤学全体の研究プレゼンスを向上させ、外部
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資⾦を獲得して「研究の事業化」を進める上では、ハード/ソフト両面での研究環境の整備を重点的、

戦略的に進めていく必要がある。本プロジェクトでは、「産学官連携を推進する環境の整備と産業界

からの参画を促進する仕組みの整備」、「研究の事業化を実現するための間接的経費の有効活用」、「研

究活動を支える ICT 基盤環境の整備」に資する各種支援策の展開状況（＝プロセス指標）を目標達成

度合いの測定する指標としており、18 年度についてはいずれの諸施策も概ね計画どおり進⾏してい

る。

他⽅、研究を活性化していく上では、研究倫理や研究活動の不正防⽌にかかる教育も並⾏して対応

していく必要があり、とりわけ、これらの教育の受講管理に関しては、全研究者等の受講状況とその

理解度を機関として個⼈単位で把握し、未受講者が受講完了となるまで未受講者本⼈に対してきめ細

かな連絡等のフォローを⾏うなど他⼤学に先駆けてコンプライアンス教育にも⼒を⼊れている。

・ハード面の取組みについて、自主経費約 100 億円を投資し、産学連携の強化を主な目的とした研究棟

/研究⼒強化施設を新たに建設中で物理⾯での整備は進⾏している。20年度からはこの施設を活⽤す

ることにより、卓越した研究者/研究組織の学内展開を強⼒に⽀援することを想定しているが、本施

設のスペックに応じて、産学連携を強固に進め外部資⾦の獲得に寄与することができる、あるいは有

効活用できる入居者選定と仕様の検討が課題となる。

また、新たな資⾦源獲得と研究資⾦獲得に関る業務プロセスの効率化をはかるという観点から、研

究成果を育成しベンチャー化または事業化を支援するスキームを整えることも含めて、産学連携のコ

ーディネーション機能の強化/⾼度化が必要となる。その⼀環として、研究戦略機能、産官学連携機

能等の⽀援機能をまとめて産官学連携のワンストップ体制を構築することについて理事会集中討議

で議論を⾏った。このため、その具体化に向けた検討が必要になる。

⼀⽅、ソフト⾯では、産学連携の更なる活性化に向け、利益相反/服務等の規程整備とともに、企

業/研究機関等とのクロス/ジョイントアポイントの整備を進めているが、これにより出向・受入れ等

の⼈的還流を強化していく必要がある。さらに、間接的経費（⼀般管理費、間接経費）の使途/配分

⽅法の⾒直し、研究⽀援システムの導⼊等により、研究費を円滑かつ効率的に使⽤できるような環境

整備に努めてきたが、更なる利便性向上と安定運⽤に向けて適宜、検証と修正が必要となる。これに

合わせて、研究者 DB、PURE 等を組み合わせた研究業績システムの拡張を進めており、研究成果の

発信のみならず研究 IR 機能を⾼度化し、戦略的なリソース配分と環境整備にも活⽤していく必要が

ある。

・「研究の事業化」を進める上で「社会の課題と結び付いた研究プラットフォームの構築」は必須であ

るため、121 号館の建設によってまず物理的な研究環境の整備を引き続き進めるが、当該新研究棟に

おいては、イノベーション、シンボル、ショールームをコンセプトとして掲げており、産学連携を活

性化する質の高い研究者/研究組織が集結するに相応しい研究環境を運用面での整備、仕様、活用方

法について、⼊居者選定を含めて議論を進める。これによって新棟稼働後には、これまで以上に企業

等からの研究資⾦を呼び込む。

また、⺠間との交渉や産学連携の点で専⾨性の⾼い URA 組織を整備し、⺠間からの資⾦導⼊をこれ

まで以上に増加させるために、研究支援機能を集約したリサーチイノベーションセンターに再編する。

再編プランとしては、研究戦略機能、産官学連携機能等を当該センターにまとめるとともに、各学術

院、各キャンパスの研究関連事務が兼務する形態を取り、対外的な研究案件の関わる窓口を一本化す
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ることで、内外の企業・研究機関・⾃治体・府省等からの問い合わせ対応や必要情報伝達の迅速化を

図る。

また、研究 IR 機能の⾼度化を実現する各種システムの整備を進めるとともに、そのシステムの学

内外の活⽤についても検討を⾏う。
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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が、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戦略を策定することが不可⽋である。

そして、いったん国際展開戦略を策定したならば、その戦略を遂⾏するために具体的な施策をいかに

構築し、進めていくかが重要となる。

受⼊留学⽣ 1万⼈を⽬指した留学⽣の受⼊促進および全員留学を⽬指した海外留学促進は、国際展開

戦略の核であり、戦略のもと、新たな施策の実施、各箇所への働きかけを⾏っていく。

また、海外拠点に関しては、国際展開戦略との関係でその役割を明確にし、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。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１）海外拠点の役割の明確化と、その活用 PJ（国際課） －

２）戦略的広報の推進 PJ（広報課、国際課） ⑫進化する大学の仕組みの創設

３）海外留学促進ＰＪ（国際教育企画課） ②グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築

４）留学⽣受⼊促進ＰＪ（国際課） ②グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築

1.核⼼戦略総括

○海外拠点の役割の明確化と、その活用

・中国拠点の再構築に伴い、2017年 10⽉に北京･上海オフィスを閉鎖し、現地法⼈の精算⼿続きを進

めた。

・北京⼤学とは双⽅の研究者による共同研究交流事業について、物理的なスペースを設けないかたちで

業務を運営していく方向で協議を進めている。

・北京⼤学と頂新国際集団との共同プロジェクトについては、課題を整理し、協議を進展させる。

・海外オフィスについてメリット・デメリットを一覧するとともに、cost-benefit計算を⾏い、効果的

な利⽤形態について再検討する。

○海外留学促進

・⽬標に対する実績が未達であり、両者の乖離も⼤きい。⽬標達成のためには国際教養学部のように留

学を必須とするカリキュラム改革をすべての学部・研究科にて実施する等の抜本的な対策が必要であ

る。

・⻑期留学者数が前年度横ばいとなった⼀⽅で、短期留学者数は「海外への学⽣引率助成プログラム」

や「大学院生海外派遣助成費」等の短期プログラム派遣促進事業により2017年度：3,275 名→2018

年度：3,508 名と 233 名拡⼤した。短期留学者を経験することで中⻑期留学への呼び⽔となること

年 間 報 告
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から、⻑期留学促進のための諸施策を⽴案・実施していく⼀⽅で短期留学者数の拡⼤についても対応

していく。

・学⽣の海外留学を促進する⽬的を再確認したうえで、⻑期・短期留学プログラムそれぞれの今後の対

策を⽴案し、実⾏する。必要に応じて実態に合った数値⽬標に再設定する。

○留学⽣受⼊促進

・受⼊留学⽣数は増加傾向であるが⽬標に対する実績が未達である。

・日本語学位プログラムおよび英語学位プログラムにおける受⼊留学⽣拡⼤のための施策により、受⼊

留学⽣数は順調に拡⼤してきている。しかしながら、⽬標に対する実績は未達となっている。国際部

では2019 年 1⽉以降に学部・研究科を訪問し、それぞれの学部・研究科の国際化（学⽣の海外派遣

や留学⽣の受け⼊れ）を促進するための課題や先進的取組についてヒアリングを⾏った。その結果を

踏まえ、関係部署とも連携して対策を⽴案・実⾏していく。

・受⼊留学⽣数拡⼤の⽬的を再確認したうえで、2019 年 1⽉以降に実施した学部・研究科ヒアリング

結果を踏まえた対応策を⽴案・実施していく。また必要に応じて数値⽬標の⾒直しを⾏う。

２．プロジェクト総括

（１）海外拠点の役割の明確化と、その活用 PJ

・中国拠点の再構築に伴い、2017年 10⽉に北京･上海オフィスを閉鎖し、現地法⼈の精算⼿続きを進

めた。

・北京⼤学とは双⽅の研究者による共同研究交流事業について、物理的なスペースを設けないかたちで

業務を運営していく方向で協議を進めている。

・ブリュッセルオフィスでは学術イベント実施やネットワーク強化を受け、欧州における本学の認知度

が向上した。これに伴い、例えば2019年度の世界展開⼒強化事業（対象国：EU）においては、欧州

委員会の高官との関係を通じて、日本側の公募前から情報を入手し、申請準備を進めることが出来た。

・北京⼤学と頂新国際集団との共同プロジェクトについては、協議が中断したままの状況であり、課題

を整理したうえで交渉を継続していきたい。

・海外オフィスについてメリット・デメリットを⼀覧するとともに、コスト・ベネフィット計算を⾏い、

効果的な利⽤形態について再検討する。

（２）戦略的広報の推進 PJ

・核⼼戦略⑫に記載

（３）海外留学促進ＰＪ

・⽬標に対する実績が未達であり、両者の乖離も⼤きい。⽬標達成のためには国際教養学部のように留

学を必須とするカリキュラム改革をすべての学部・研究科にて実施する等の抜本的な対策が必要であ

る。

・⻑期留学者数が前年度横ばいとなった⼀⽅で、短期留学者数は「海外への学⽣引率助成プログラム」

や「大学院生海外派遣助成費」等の短期プログラム派遣促進事業により2017年度：3,275 名→2018

年度：3,508 名と 233 名拡⼤した。短期留学者を経験することで中⻑期留学への呼び⽔となること
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から、⻑期留学促進のための諸施策を⽴案・実施していく⼀⽅で短期留学者数の拡⼤についても対応

していく。

・学⽣の海外留学を促進する⽬的を再確認したうえで、⻑期・短期留学プログラムそれぞれの今後の対

策を⽴案し、実⾏する。必要に応じて実態に合った数値⽬標に再設定する。

（４）留学⽣受⼊促進ＰＪ

・受⼊留学⽣数は増加傾向であるが⽬標に対する実績が未達である。

・⽇本語学位プログラムおよび英語学位プログラムにおける受⼊留学⽣拡⼤のための施策により、受⼊

留学⽣数は順調に拡⼤してきている。しかしながら、⽬標に対する実績は未達となっている。国際部

では2019 年 1⽉以降に学部・研究科を訪問し、それぞれの学部・研究科の国際化（学⽣の海外派遣

や留学⽣の受け⼊れ）を促進するための課題や先進的取組についてヒアリングを⾏った。その結果を

踏まえ、関係部署とも連携して対策を⽴案・実⾏していく。

・受⼊留学⽣数拡⼤の⽬的を再確認したうえで、2019 年 1⽉以降に実施した学部・研究科ヒアリング

結果を踏まえた対応策を⽴案・実施していく。また必要に応じて数値⽬標の⾒直しを⾏う。
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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、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。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１）健康・医療分野検討 PJ（教務部教育システム課、総⻑室経営企画課）

２）分野連携検討 PJ（研究推進部研究企画課、研究戦略センター）

1.核⼼戦略総括

○国際研究拠点の整備

・独自の強みを基調とした世界と伍する研究拠点の創出の最終的な到達点としては、研究組織の改革を

継続し、これまでのプロジェクト型研究を重視した研究機構や重点領域研究のような研究拠点のほか、

附置研究所や研究センター等の学内研究組織が、各学術院を横断し学外の研究機関とも連携した研究

組織としてより活性化された状態となっていること。研究クラスタや SGU 先⾏モデル拠点における

活動等を活⽤して、北⽶・欧州・アジアの各地域の特性に応じた研究連携や交流が拡⼤し、本学が研

究ネットワークのハブとなっていること等が必要となるが、そこに到るまでに本プロジェクトでは、

「⼈社理⼯研究者が密接かつ有機的な連携を⾏い、総合⼤学としてのシンクタンク機能の役割も果た

せるような課題解決型研究の展開。」に資する各種支援策の展開状況（＝プロセス指標）を目標達成

度合いの測定する指標としており、18 年度についてはいずれの諸施策も概ね計画どおり進⾏してい

る。

・QS 分野別大学ランキングでも高く評価されるスポーツ科学、ロボット工学、国際日本学等の研究拠

点、⽂部科学省の共同利⽤・共同研究拠点として認定されているイスラーム地域研究機構など国際的

に通用するオリジナルの研究拠点、電⼒業界や⾃動⾞産業等に関し⽇本を代表する産学コンソーシア

ム型研究に取り組む研究機構の存在は、本学の研究における多様な強みの象徴となってきた。そのこ

とに加え、18 年度新たに⽂科省「オープンイノベーション機構の整備事業」に採択され、オープン

イノベーション戦略研究機構を設置するなど、産官学連携を推進する取組みが活発に展開された。し

かしながら、⺠間からの資⾦受⼊は理⼯系の 5 つの研究機構が大きな部分を占めているため、産学連

携及び資⾦導⼊増⼤のためには、既存の研究機構の PDCA サイクルの強化と新たな研究機構の設置が

必須である。新たな研究機構へ発展させるシーズとして、重点領域研究、次代の中核研究者育成プロ

グラム、理⼯学術院独⾃の重点研究、府省の研究プロジェクトを有機的に連携させ、⺠間企業等から

の共同・受託研究費を増加させる必要がある。その上、国際的に通用する研究拠点として、国内外か

ら⾼い評価を受けていたイスラーム研究機構の設置期間が今年度を以て終了することも含め、研究ク

年 間 報 告
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ラスタ等も活用しながら、特定分野において世界と伍する研究拠点を創出していく必要がある。

また、2017 年に「データ科学総合研究教育センター」を開設し、理⼯・⼈社系の専⾨領域の知⾒

とデータ科学との融合を図るプラットフォームを提供することにより、⼤学全体の研究⼒の向上を⽬

指す基盤の整備が進んでいるが、研究大学強化促進事業推進委員会から「データビジネスに関するコ

ンソーシアムの速やかな成果を期待したい。」とのコメントを受けており、その後の展開が求められ

ている。

他方、国際共同研究の推進の一翼を担う、バーミンガム大学との研究クラスタプロジェクトにおい

ては、2018 年 11 ⽉に英バーミンガム⼤学副学⻑を団⻑とするバーミンガム⼤学研究者が来校し、

本学研究者との7つの共同研究の成果を発表する研究交流成果報告会を含むバーミンガム⼤学デーを

本学で開催し、（19 年度はバーミンガム⼤学で実施予定）、より⼀層の連携を深めるとともに、英国

ESRC（Economic and Social Research Council）による研究基⾦の獲得など⽬に⾒える形となって

きている。この他、UC San Diegoと経済分野での共同研究を提案し外部研究資⾦の獲得に成功、ブ

リュッセル・オフィスを活用した学術イベントを契機にルーヴェン・カトリック大学(KU Leuven)と

のスポーツ科学分野の組織連携共同研究が始まるなど、URAを活用した早稲田型国際共同連携が加速

化を進めていく必要がある。

オープンイノベーション戦略研究機構は競争領域における産学連携活動を実施する研究プラット

フォームとして機能させており、建設中の新研究棟(2020 年竣⼯予定)を活用して実施する「研究の

事業化」の象徴でもある。このため、産学連携活動に⼒点を置き、当該拠点を活⽤して⺠間からの研

究資⾦を増⼤させるため本年度は特に⼈事を含む運⽤⾯での整備を急ぐ。また、研究院、附置研等の

学内研究組織の改革は、本部研究組織である研究院の重点領域研究機構、オープンイノベーション戦

略研究機構の位置づけから⾒直す。当該機構内の中のプロジェクトは継続するが、より実働的な推進

体制を検討する。それに合わせて、対外的な研究案件の関わる窓口を一本化するため、研究支援機能

を集約しリサーチイノベーションセンター（仮称）に再編する。

データ科学総合研究教育センターについては、⼆つの⽂部科学省事業を推進中であり、その事業の

中で⾦融に代表されるサービス業とのデータビジネスに関わるコンソーシアムを形成しているが、同

センターを中⼼とする新たな産学連携並びに⽂理融合研究の創出を視野に入れて研究の事業化を促

進する。

この他、国際共同研究推進のための研究クラスタの創出については、バーミンガム大学との間で今

後も共著、共著論⽂などの学術的成果の発表、さらなる共同の研究資⾦獲得に繋げるとともに、19

年度は特に「⽇本学」に関わる英国現地でのイベントを通じて本学の国際プレゼンスの向上に努める。

また、UC San Diegoとは、現⾏の活動を政治・経済領域に広げ、複数の共同研究プロジェクトを企

画⽴案し、外部研究資⾦の獲得を⽬指すとともに、これらを統括する研究クラスタ体制と運営につい

て UC San Diego との合意形成を図る。また、昨年度より開始したエネルギー研究領域での本学ス

マート社会技術融合研究機構とUC San Diego の Center for Energy Research との共同研究を更に

強化するとともに、別の⼯学領域での研究連携の可能性を調査する等して、国際共同研究交流事業の

活動の幅を拡げつつ、深化を図っていく。

○健康医療の⽅向性の具体的な姿の構築

・既存の取り組みについては継続して進めてきている。
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・研究⾯での施策である「私⽴⼤学研究ブランディング事業」については、国の不祥事により打ち切り

が決定し、状況の変化が起こっている。

・理事会交代以降の取り組みについては、新たな⽅針のもとに検討を進める必要がある。

２．プロジェクト総括

（１）健康・医療分野検討 PJ（教務部教育システム課、総⻑室経営企画課）

・それぞれに設定しているプロセス指標において、既存の取り組みについては継続して進めてきている。

・直接施策として記載している「私⽴⼤学研究ブランディング事業」については、国の不祥事により打

ち切りが決定している。

・理事会交代以降の取り組みについては、新たな⽅針のもとに検討を進める必要がある。

（２）分野連携検討 PJ（研究推進部研究企画課、研究戦略センター）

・独自の強みを基調とした世界と伍する研究拠点の創出の最終的な到達点としては、研究組織の改革を

継続し、これまでのプロジェクト型研究を重視した研究機構や重点領域研究のような研究拠点のほか、

附置研究所や研究センター等の学内研究組織が、各学術院を横断し学外の研究機関とも連携した研究

組織としてより活性化された状態となっていること。研究クラスタや SGU先⾏モデル拠点における

活動等を活⽤して、北⽶・欧州・アジアの各地域の特性に応じた研究連携や交流が拡⼤し、本学が研

究ネットワークのハブとなっていること等が必要となるが、そこに到るまでに本プロジェクトでは、

「⼈社理⼯研究者が密接かつ有機的な連携を⾏い、総合⼤学としてのシンクタンク機能の役割も果た

せるような課題解決型研究の展開。」に資する各種支援策の展開状況（＝プロセス指標）を目標達成

度合いの測定する指標としており、18年度についてはいずれの諸施策も概ね計画どおり進⾏してい

る。

・QS分野別大学ランキングでも高く評価されるスポーツ科学、ロボット工学、国際日本学等の研究拠

点、⽂部科学省の共同利⽤・共同研究拠点として認定されているイスラーム地域研究機構など国際的

に通⽤するオリジナルの研究拠点、電⼒業界や⾃動⾞産業等に関し⽇本を代表する産学コンソーシア

ム型研究に取り組む研究機構の存在は、本学の研究における多様な強みの象徴となってきた。そのこ

とに加え、18年度新たに⽂科省「オープンイノベーション機構の整備事業」に採択され、オープン

イノベーション戦略研究機構を設置するなど、産官学連携を推進する取組みが活発に展開された。し

かしながら、⺠間からの資⾦受⼊は理⼯系の 5 つの研究機構が大きな部分を占めているため、産学連

携及び資⾦導⼊増⼤のためには、既存の研究機構の PDCA サイクルの強化と新たな研究機構の設置が

必須である。新たな研究機構へ発展させるシーズとして、重点領域研究、次代の中核研究者育成プロ

グラム、理⼯学術院独⾃の重点研究、府省の研究プロジェクトを有機的に連携させ、⺠間企業等から

の共同・受託研究費を増加させる必要がある。その上、国際的に通用する研究拠点として、国内外か

ら⾼い評価を受けていたイスラーム研究機構の設置期間が今年度を以て終了することも含め、研究ク

ラスタ等も活用しながら、特定分野において世界と伍する研究拠点を創出していく必要がある。

また、2017年に「データ科学総合研究教育センター」を開設し、理⼯・⼈社系の専⾨領域の知⾒

とデータ科学との融合を図るプラットフォームを提供することにより、⼤学全体の研究⼒の向上を⽬

指す基盤の整備が進んでいるが、研究大学強化促進事業推進委員会から「データビジネスに関するコ
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ンソーシアムの速やかな成果を期待したい。」とのコメントを受けており、その後の展開が求められ

ている。

他方、国際共同研究の推進の一翼を担う、バーミンガム大学との研究クラスタプロジェクトにおい

ては、2018年 11⽉に英バーミンガム⼤学副学⻑を団⻑とするバーミンガム⼤学研究者が来校し、

本学研究者との7つの共同研究の成果を発表する研究交流成果報告会を含むバーミンガム⼤学デーを

本学で開催し、（19年度はバーミンガム⼤学で実施予定）、より⼀層の連携を深めるとともに、英国

ESRC（Economic and Social Research Council）による研究基⾦の獲得など⽬に⾒える形となって

きている。この他、UC San Diegoと経済分野での共同研究を提案し外部研究資⾦の獲得に成功、ブ

リュッセル・オフィスを活用した学術イベントを契機にルーヴェン・カトリック大学(KU Leuven)と

のスポーツ科学分野の組織連携共同研究が始まるなど、URAを活用した早稲田型国際共同連携が加速

化を進めていく必要がある。

・オープンイノベーション戦略研究機構は競争領域における産学連携活動を実施する研究プラットフォ

ームとして機能させており、建設中の新研究棟(2020年竣⼯予定)を活用して実施する「研究の事業

化」の象徴でもある。このため、産学連携活動に⼒点を置き、当該拠点を活⽤して⺠間からの研究資

⾦を増⼤させるため本年度は特に⼈事を含む運⽤⾯での整備を急ぐ。また、研究院、附置研等の学内

研究組織の改⾰は、本部研究組織である研究院の重点領域研究機構、オープンイノベーション戦略研

究機構の位置づけから⾒直す。当該機構内の中のプロジェクトは継続するが、より実働的な推進体制

を検討する。それに合わせて、対外的な研究案件の関わる窓口を一本化するため、研究支援機能を集

約しリサーチイノベーションセンター（仮称）に再編する。

・データ科学総合研究教育センターについては、⼆つの⽂部科学省事業を推進中であり、その事業の中

で⾦融に代表されるサービス業とのデータビジネスに関わるコンソーシアムを形成しているが、同セ

ンターを中⼼とする新たな産学連携並びに⽂理融合研究の創出を視野に⼊れて研究の事業化を促進

する。

・この他、国際共同研究推進のための研究クラスタの創出については、バーミンガム大学との間で今後

も共著、共著論⽂などの学術的成果の発表、さらなる共同の研究資⾦獲得に繋げるとともに、19 年

度は特に「⽇本学」に関わる英国現地でのイベントを通じて本学の国際プレゼンスの向上に努める。

また、UC San Diegoとは、現⾏の活動を政治・経済領域に広げ、複数の共同研究プロジェクトを企

画⽴案し、外部研究資⾦の獲得を⽬指すとともに、これらを統括する研究クラスタ体制と運営につい

て UC San Diego との合意形成を図る。また、昨年度より開始したエネルギー研究領域での本学ス

マート社会技術融合研究機構とUC San Diego の Center for Energy Research との共同研究を更に

強化するとともに、別の⼯学領域での研究連携の可能性を調査する等して、国際共同研究交流事業の

活動の幅を拡げつつ、深化を図っていく。
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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。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

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）人材育成 PJ（人事課） －

３）業務構造改革PJ（人事課） －

４）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）

－

1.核⼼戦略総括

・⼥性教員数について、⽬標値まで達成していないが、順調な伸びをみせている。

⼥性教員の積極採⽤を意識している箇所は多いが、採⽤の優遇はできないため、⾶躍的な伸びは期待

できない。数値⽬標を明確に⽰している分、達成度合いがはっきり⾒えている。これらの項⽬は、多

様な視点からの教育研究という観点から様々な人材を教員・職員として採用する上では非常に重要で

あり、引き続き⼥性教員の積極的採⽤を推進していく。

・⼥性職員数について、引き続き積極的な⼥性専任職員の採⽤を推進する。新卒採⽤においては、男⼥

比がほぼ１：１であるが、既卒採⽤においても⼥性採⽤⽐率の上昇を図る。

・外国人教員等の人数について、目標値まで達成していないが、順調な伸びをみせている。教員採用に

関して、外国⼈教員等の積極採⽤を意識している箇所は多いが、採⽤の優遇はできないため、⾶躍的

な伸びは期待できない。数値が上がれば多様性がますことと直結しているため、今後も目標達成に向

年 間 報 告
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け進めて⾏く。また、教員増を伴う学術院等将来計画の⽀援がスタートし、2018 年度までに 37 名

が現在まで採用されており、大この中でもテニュアトラックとして外国人教員の採用に至っており、

この施策をより有効に活用していくことも重要である。

・外国人職員等の人数については、目標値まで達成していないが、2019 年４⽉１⽇付で外国籍の専任

職員2名を採用するなど着実に増加している。

・年俸制適⽤者（教員）数については、⽬標値まで達成していないが、順調な伸びをみせている。⽬標

が１年ごとに⾼い数値となっているため、到達とはなっていない。しばらくは任期付教員の⼊れ替わ

りで数値が上がっていくが、いずれ横ばいになるため、今後具体的な施策を検討していく。

・年俸制適⽤者（職員）数は、⽬標を上回った。

・外国語⼒を満たす職員数については、専任職員、常勤嘱託職員共に⽬標を上回った。引き続き語学⼒

を伸ばす研修等の機会提供を充実させていく。

２．プロジェクト総括

（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

・問題点は確認できたが、十分に検討ができた状況とはいかなかった。

・ティーチングアワードのインセンティブについて、賞⾦制など様々な意⾒もあったが、結論にはいた

っていない。賞⾦の形ではなく、別の形で授業運営を⽀援できる⽅策の検討が必要である。特別研究

期間制度も他⼤学や国の制度も参考にしながら改善策を考えていく必要がある。

・改善点はあげられてきたので、それをどのように具現化できるのかを進めていく必要がある。

（２）人材育成 PJ

○新⼈事諸制度導⼊を⾒据えた新SDプログラムの実施、評価・検証

職級ごとに習得すべき知識、能⼒、スキル等を明⽰し、職員各⼈が主体的に能⼒の開発・専⾨性の向

上・キャリア形成に努められるよう支援体制を強化した。2018 年度から新規に導⼊した研修は以下

の通りである。

【一般職対象】

・「キャリアデザイン研修Ｉ」 4年⽬職員を対象に、初めての⼈事異動を⾒据え、主体的なキャリア開

発に向けた動機づけを⾏った。

・「マネジメント研修Ｉ」 ７年⽬職員を対象に、次のステップ（リーダーやマネージャーとしての⽴

場）に進んだときに求められるマネジメント⼒の開発を⾏った。

・「次世代リーダー研修」 C 職級以上の職員を対象に、次世代を担うリーダーの育成を目指す公募型

研修を⾏った。2018 年度は 20 名が 6 ヵ月間に亘り受講し、ＭＢＡで修得する様々な実践的知識を

ケーススタディ・討議・講義を通じて、体系的に学んだ。
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【管理職対象】

・2017 年度から、職員全体のリーダーシップ開発の体系化を進めている。2018 年度は管理職を対象

に、「リーダーシップ」研修を実施し、本学が展開している「権限無きリーダーシップ」により、職

位・職級に関係なく全ての職員がリーダーシップを発揮し、部下育成を⾏う⼿法を学んだ。

・新任部⻑および新任副部⻑を対象に、職位別の研修を実施した。

【職員全般に求められる研修】

・中堅職員を対象に「コンプライアンス研修」を実施し、主任を対象に「事務ミス防止研修」を実施し

たことで、若⼿職員、中堅職員、主任および管理職の各階層を対象とする、ガバナンス強化を目的と

する研修の体系化が完成した。

・「RPA推進研修」 2018年度はポータルオフィス、ＧＥＣ，国際部など6箇所で、RPA（Robotic Process

Automation）の活用を通し、業務効率化、業務構造改⾰、教育研究および学⽣⽀援等の向上を図る

取り組みを推進した。

○適性検査を活用した多彩な職員採用の継続

・専任職員採用において、外部試験を利⽤し、面接だけではわからない個人特性、知的能⼒、職務能⼒

を確認する等、評価の精度向上を図った。今後、外部試験の結果を、採用時だけではなく、採用後の

研修やキャリア開発においても活用することを検討する。

（３）業務構造改革 PJ

○研究費管理・経理処理集中化

・[早稲田キャンパス]

⺠間研究費の受⼊から執⾏管理を研究総合⽀援センターに、本部箇所予算および本庄キャンパス内予

算における経理処理をアカウンティングセンターおよび研究総合⽀援課（理⼯）に集約することで、

研究費管理・経理処理の集中化を推進した。

・[⻄早稲⽥キャンパス]

公的研究費の⽀援業務で専任職員が実施すべき業務を再定義しつつ、研究費管理業務の最適な業務体

制とその体制を実現するシフト計画を再検討し、新 12１号館が完成する 2020 年度に向けて、研究

院も含めた統⼀的な外部研究費管理体制を⽬指すこととした。

・研究費管理について、⺠間研究費の受入業務を集中化したことにより、産学官研究推進センターと連

携しつつ知財交渉等の複雑化した契約業務のノウハウ蓄積・効率化を図ることができた。また、公的

研究費の支援業務において、専任職員が実施すべき業務を再定義することにより、研究費申請支援な

ど新たな⽀援業務に取り組む⾒通しを⽴てることができた。

・経理処理について、RPA による業務方法の改善を図り、⽀払請求⼊⼒伝票 1 件処理あたりの⼯数を

17 分から 6分に削減することができた。2018 年度の年間 218,442 件の処理を RPA により 40,048
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時間を創出し、アカウンティングセンター・研究総合⽀援課（理⼯）の要員を増強することなしに、

大部分の箇所の経理処理業務を集約することができた。

・2018年度⽀払請求業務を対象に実施した勘定科目を類推する AI（Artificial Intelligence）の実証実

験を踏まえ、AI と連携した RPA（Class2 RPA）の実現性について継続検討を⾏う。

○学術院・教学支援

・法学学術院の土曜日学生対応窓口の WPO（早稲田ポータルオフィス）統合を実施した。その結果、

学術院との連携のもと現状の運営体制の中で対応可能であることが確認された。職員のスキル定義や

プロジェクト型業務の制度設計については、次年度の次期 LMS（Learning Management System）

導入等とあわせて検討を進める。

・学術院業務の標準化は窓口業務集中化ならびに教務事務支援推進プロジェクト（箇所支援）により一

定の成果はあがっている。次年度に向けて、集中化のあり方や、人員配置の考え方などについて、あ

らためて明確化していく。

・教務事務に関しては将来的にシステムの更新を⾒据えた標準化の可能性を探る。あわせて CTLT

（Center for Teaching, Learning and Technology）拠点形成の検討に伴いWPOの機能や位置づけ

も再検討する。

○入試

・学部一般入試における試験本部および入試監督員の体制について検討を進めたが、方向性を確定させ

ることができなかった。一方で、2018 年度は監督員不⾜に陥る学部もなく監督員体制⾒直しの緊急

性も薄まっている。今後は、学内外の状況を確認しつつ業務の中で最適化の検討を継続することとす

る。

（４）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

○研究支援システム

・2018 年度本稼働後に対応するとした機能の開発は順調に進めている。2019 年上期中には残課題は

完了する予定。

・2018 年度１年間の稼働によりデータが蓄積されるため、これらのデータを基にした研究資⾦獲得状

況の分析等を進めていく環境が整った。

・研究費管理業務の集約化・効率化については現時点での検討状況は⼗分ではなく、集中化の効果を⼗

分に発揮できていない。RPA 等 ITツールを活⽤した効率化だけでなく、職員、WAS（株式会社早稲

田大学アカデミックソリューション）等委託先のほか、経理処理業務を専業とするアウトソーシング

会社等の活⽤も踏まえた役割および組織体制の⾒直しが必要である。現状業務の分析を踏まえ、2020

年度以降の業務体制の構想を実施する必要がある。

・⼤学全体として教学・法⼈システムすべてのデータを統合データウェアハウスとして管理する仕組み
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は構築されているが、現段階で新システムのデータは統合データウェアハウスに連携できていない。

また、新システムのデータを活⽤した研究資⾦獲得推進に向けてどのような分析を⾏うべきかの検討

も未実施の状態である。

○研究者DB

・平成 31 年度科研費より researchmap および KAKEN データを研究計画調書のかわりに審査の際に

参考とする旨の連絡が８⽉になってから⽂科省から通知されたことに伴い、連携不備の問題を解消す

べく、科研費を申請する研究者に対して、研究者 DB もしくは researchmap を直接更新するようア

ナウンスするとともに、研究者 DB から researchmap への連携について、確実に実施できるよう関

係箇所と協⼒して進めることで、researchmap への連携については進めることができた。

・現状の研究者 DB については、当該パッケージの問題がありつつ、researchmap のバージョンアッ

プが2020年2⽉から⾏われるとの JSTからの情報により、研究者DBそのものの方向性については、

新たな researchmapの状況をもとに検討をおこなうべく、情報収集を⾏っている状況である。

○その他研究支援システム

・本件は核⼼戦略７の事業として位置づけ、今後進めていく。

○財務システム

・2018 年度１年間の稼働によりデータが蓄積され、新予算編成システムによる事業別予算との対⽐が

可能となる環境が整った。

○入試システム

・一般入試用 OMR（マークシート読取装置）の更新を⾏い、順調な運⽤により旧機器よりも処理時間

を短縮することができた。

・⼊試採点管理システムの構築（2021 年⼊試〜稼働予定）と、合格発表システムの更新（2020 年⼊

試〜稼働予定）に向け、準備を進めている。

○IRシステム

・学内での IR システム活用を進めるため、データ分析の実施と成績・学籍データマート（大総研を中

⼼としてよく利⽤されるデータをデータ分析しやすい形にまとめたもの）の構築を⾏った。

・成績・学籍以外の特定の分析用データマートについて、運用上の課題を加味した上で作成検討を⾏う。

今後さらに整理を進め、学内におけるデータ収集⽅法ならびに共有⽅法等について検討を進める必要

がある。

〇次期人事システム

・2018年度中に本稼働予定であったが、2019年 6月稼働の⾒通しが⽴っている。

・2018 年度はシステム構築の受⼊検証フェーズとして、特に⼈事部を中⼼として本番利⽤を想定した

データ検証、マニュアル作成を⼗分に実施し、必要な検証・リリース準備をほぼ完了することが出来

ている。また、旧システムからの新システムへのデータ移⾏を想定したデータ移⾏リハーサルを複数
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回実施し、その過程で判明した旧システムの異常データのクレンジング作業を実施している。

・2019年６月に就労機能から稼働を開始し、それ以降は⼈事申請機能、給与計算機能、年末調整機能

など順次リリースを⾏う。
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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

年度⼀定の経常収⽀差額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。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

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（教育企画課）

３）常時資⾦獲得体制の構築 PJ（社会連携課）

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）

５）収益拡大支援 PJ（財務課）

1.核⼼戦略総括

○寄付

・2018年度の 1年間の寄付総計は 17,085 件、3,884,410,096円（⾦銭寄付約 30 億・物品寄付約 8

億）という実績で、前年の2017年度との⽐較では寄付総計は約 1 億 3,700 万円の増となった。2018

年度については前年のような篤志家による超⼤⼝の個⼈寄付が無かった分、寄付件数を増やすべく、

募⾦広報⾯の充実や寄付者向けの特典付与、そして早稲⽥アリーナ完成を柱にした社会連携課主催の

寄付者イベントを複数日に渡って開催するなどの各種取組みにより、「WASEDA サポーターズ倶楽部」

「教育振興資⾦」「早稲⽥アリーナ募⾦」といった主な寄付種別は着実に寄付者の輪を広げ、「教育振

興資⾦」は過去 8 年間で最も多くの寄付件数を集め、「WASEDA サポーターズ倶楽部」「早稲田アリ

ーナ募⾦」については募⾦開始以降で最⾼の寄付件数となった。

○校友会費納⼊者率

・校友会費納⼊者率は⽬標達成には⾄らなかったが、⼀⽅で、校友会費納⼊者数・校友会費納⼊⾦額・

早稲⽥カード会員数・教職員校友会費納⼊率・⽗⺟会員会費納⼊者数・⽗⺟会員会費納⼊⾦額につい

ては、全て前年度を上回ることができた。

年 間 報 告
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２．プロジェクト総括

（１）予算編成の在り方 PJ（財務課）

・2018年度決算では経常収⽀差額 52.2 億円/うち一般財源 21.4 億円となり、財務目標（経常収支50

億円/一般財源 20億円）を達成した。ただし、経常費補助⾦や資産運⽤収⼊の増収によるところが⼤

きく、今後、常勤教員の増員、⼊試前予約採⽤給付奨学⾦の増額等も計画していることから、厳しい

状況が続く。

・2019年度予算編成において、⼀部の事業について⾒直しを⾏ったが、Vision 150 に重点的に予算配

賦した結果、目標未達（経常収支 35 億円/うち一般財源 5 億円）となった。予算執⾏段階において、

⽬標額との乖離を埋めるべく、収⽀改善に努める。

・2018 年度に新たに財務システム、予算編成システムを順次リリースした。今後、事業別での予算編

成等、多角的に活用していく。

・未利⽤・低利⽤資産の売却や事業⾒直し・⽀出の⾒直し等を進め、新規事業のための財源を捻出する。

・各箇所が新規事業に挑戦するためのインセンティブ制度やその目標設定・評価する仕組みについて、

継続して検討する。

（２）あるべき学費体系の検討 PJ（教育企画課）

・留学⽣学費、⻑期履修制度についても、⾮常に多⾓的な視点からの検討が必要であり、引き続き慎重

に検討を続けるしかない。

・大学院入学定員の検討や社会⼈教育に対する本学の⽅針を⾒つつ、検討を進めて⾏く。

（３）常時資⾦獲得体制の構築 PJ（社会連携課）

・2018 年度の 1年間の寄付総計は17,085 件、3,884,410,096 円という実績となった。内訳としては、

⾦銭寄付が約 30 億・物品寄付が約 8億という結果であったが、前年の 2017年度との⽐較では寄付

総計は約1億 3,700 万円の増となった。とりわけ、「WASEDAサポーターズ倶楽部」「教育振興資⾦」

「早稲⽥アリーナ募⾦」といった主な寄付種別は着実に寄付者の輪を広げ、「教育振興資⾦」は過去 8

年間で最も多くの寄付件数を集め、「WASEDA サポーターズ倶楽部」「早稲⽥アリーナ募⾦」につい

ては募⾦開始以降で最⾼の寄付件数となった。

・「WASEDAサポーターズ倶楽部」については、その理念や使途を広く伝えることにより、着実に賛同

者を増やすとともに、今年度については「平成 30年 7⽉豪⾬」に対する「被災学⽣⽀援・復興活動

⽀援」への募⾦窓⼝となり、わずか半年間で約 440 件・約 1,160 万円の寄付⾦を集めることができ

た。この寄付⾦をもとにWAVOCから学⽣・教職員が複数回に渡って被災地に赴き、復興⽀援活動を

⾏っており、今後の活動の重要な備えにもなった。

・「教育振興資⾦」は、在学⽣の保証⼈を主な対象とした寄付⾦であるが、今年度は⼤変好調で、学⽣

数が減少しているにもかかわらず3年ぶりに1億円の⽬標⾦額を達成するとともに、この 10 年間で

最も多い寄付⾦額を集めることができた。今年度は、それまで無かった寄付者向けの特典を設けるな

どの新規⼯夫を⾏うとともに、海外在住の外国⼈学⽣保証⼈にも継続的に呼びかけを⾏ってきた成果

があったと言える。

・「早稲⽥アリーナ募⾦」については、2015 年 9⽉から募⾦を開始し、2020 年 3月までに 20億円獲

得を目標としていたが、2019年 3⽉までで累計約 21 億 7,000 万円を集め、予定よりも1年早く⽬

標達成することができた。また、12⽉には「早稲⽥アリーナ完成お披露⽬会」、3 月には「早稲田ア
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リーナ完成⾒学会」を総⻑室社会連携課が主催となって開催し、多くの寄付者をご招待した。

・「指定寄付⾦」「基⾦」「資⾦」「寄附講座」についても、社会連携課と各部⾨が連携し、着実に寄付件

数・寄付⾦額を集めることができた。昨年度の途中から新規寄付種別として新設した「早稲⽥⽂化募

⾦」についても、「早稲⽥⼤学歴史館」の PR とともに着実に寄付者への周知が広がり、開始から 1

年半で約150件・2,700 万円以上の実績となった。

（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）

・校友会費納⼊者率は、住所判明者数が伸びたことに伴い、前年度⽐ではほぼ横ばいであった。しかし、

その⼀⽅で、校友会費納⼊者数・校友会費納⼊⾦額・早稲⽥カード会員数・教職員校友会費納⼊率・

⽗⺟会員会費納⼊者数・⽗⺟会員会費納⼊⾦額については、全て前年度を上回ることができた。少し

ずつではあるが努⼒の成果が表れてきている。

・校友会の認知度拡⼤のためには、「早稲⽥学報」や「⻄北の⾵」をはじめとした各種広報活動を継続

的に展開している。特に2018 年度については英語版の校友会ホームページリニューアルについても

実現し、海外校友に向けた発信強化もスタートすることができた。

（５）収益拡大支援 PJ（財務課）

・施設（早稲田アリーナ等）を外部に貸し出す利⽤料収⼊や社会人向けセミナー開催など新たな収入獲

得を支援した。
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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、時代を先取りし進む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。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

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） ⑧世界のWASEDA としての国際展開

４）大学ガバナンス検討 PJ（法人課、経営企画課）

５）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）
⑬早稲田を核とする新たなコミュニティの形成

1.核⼼戦略総括

・学術院体制検討においては、「全学共通機構」の設置構想案が固まり、その２つの柱である「全学的

職務を担う対象箇所の教員の所属」「競争的資⾦獲得に向けた全学横断的な推進・管理体制」につい

て検討し、実現できることから具体的に進めていく。

・事業評価制度・新規事業⽴案構築においては、新理事会発⾜に伴い、Vision 150 STAGE2 における

進め⽅について議論を⾏い、より効果的な PDCA サイクルを確⽴するため、Vision 150 関連会議の

⾒直しを実施した。

・戦略的広報の推進においては、「海外ニュース本数の毎年度１０％増加」の⽬標を達成した。また、

数値目標には設定していないが、英語ニュースの PV数は前年度⽐で２０％増加し、⼤学 TOPサイト・

箇所サイト双⽅で英語ニュースの発信⼒は質量ともに⾼まっている。なお、「メディア露出分析およ

び露出数増加」については、新たな⽬標設定を検討して実施する。

・大学ガバナンス検討においては、ガバナンス体制の強化の⼀環として、法⼈会議の運営⽅法の⾒直し

を⾏い、職務権限と責任の明確化について課題分析を⾏った。評議員会のもとに設置した「役員報酬

年 間 報 告
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制度検討委員会」からの答申をふまえ、「総⻑の処遇に関する規則」を制定し、2018 年 11月 5日に

就任する総⻑から教員を退職して総⻑職務に専念することを決定した。あわせて、総⻑報酬規程を制

定し、総⻑報酬諮問委員会を設置した。

・男⼥共同参画・ダイバーシティ推進においては、⼥性教員⽐率向上および⼥性管理職⽐率向上は⾼い

⽬標を掲げた努⼒⽬標のために未達成が続く⾒通しであり、現実的な目標値とすることについて検討

する。ダイバーシティ推進に資する学内制度（育児・保育・介護環境の整備や同性パートナー⽀援な

ど）の検討を新たに検討する。

２．プロジェクト総括

（１）学術院体制検討 PJ（教務部）

・「全学共通機構」設置構想案が固まり、具体的な提案ができたものの、新理事会が発⾜し以後検討方

法について改めて議論を⾏ってゆく。

・「全学共通機構」の２つの柱である「全学的職務を担う対象箇所の教員の所属」「競争的資⾦獲得に向

けた全学横断的な推進・管理体制」を別々に考えて、実現できることから具体的に進めて検討を⾏う。

（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）

・Vision 150 STAGE2 の PDCA サイクルの開始、各施策の検証方法の検討

新理事会発⾜に伴い、Vision 150 STAGE2 における進め⽅について議論を⾏った。より効果的な

PDCAサイクルを確⽴するため、Vision 150関連会議の⾒直しを実施し、会議の機能統合による会議

数の削減、Vision 150推進に向けたより個別具体的な課題共有と議論を⽬的として、学術院を含めた

Vision 150拡⼤推進会議における核⼼戦略に関する議論の実施、Vision 150推進本部と核⼼戦略と

の対話の機会を設けることとした。

・Vision 150 以外の事業評価サイクルの実施

2018 年度は事業・財務計画会議を上期 2回、下期 2回、計 4回開催した。特に下期では、2019 年

度事業計画に関する事項や、本学の財務に関する今後の課題として予算制度の在り⽅や部⾨別収⽀の

考え⽅、未利⽤・低利⽤率資産の取り扱いなどを議論した。

・自己点検・評価

2020年度の⼤学認証評価の受審に向けて 2018 年度から準備を開始した。今回受審する第 3期認証

評価は前回受審時から⼤きく変更され、特に全学的観点からの⾃⼰点検・評価報告書の作成、内部質

保証システムの構築が求められている。この点を踏まえ、教務部教育企画課、総⻑室経営企画課、総

務部法人課の3課が共同し、第3期認証評価の実施内容に合わせた本学の自己点検・評価体制の構築、

⼤学基礎データおよび⾃⼰点検・評価報告書の作成、先⾏して受審した他⼤学へのヒアリング実施検

討を進めた。

（３）戦略的広報の推進 PJ（広報課、国際課）

・海外ニュース本数増加については、基準値の変更が適当と考えるが、ニュース本数と PV 数ともに増

加率が２０％であることから、⼤学 TOP、箇所ニュース双⽅で発信⼒の英語ニュースが増加し、目標

をほぼ達成できた。
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・メディア露出分析および露出数増加については調査会社の選定・導⼊に⾄っておらず、達成できてい

ない。この点については⽬標⾃体の再検討を⾏う。

（４）大学ガバナンス検討 PJ（法人課、経営企画課）

・評議員会の課題整理、職務権限と責任の明確化について課題分析を⾏い、概ね計画通り進捗した。

・新理事会から「法人会議の運営に関する基本的な考え方」が示され、新規案件等については成案にな

っていない状態であっても、まずは理事会等において懇談するなど、法⼈会議の運営⽅法の⾒直しを

⾏った。

・評議員会のもとに設置した「役員報酬制度検討委員会」からの答申をふまえ、「総⻑の処遇に関する

規則」を制定し、2018 年 11 月 5 ⽇に就任する総⻑から教員を退職して総⻑職務に専念することを

決定した。あわせて、総⻑報酬規程を制定し、総⻑報酬諮問委員会を設置した。

・2020 年に私⽴学校法が改正され、学校法⼈の⾃律的なガバナンスの改善・強化がより求められる動

きとなる⾒込みである。その改正状況や社会的動向等を踏まえながら、必要な校規および関連規則等

の⾒直し、評議員会の機能充実、意思決定⼿続き・業務体制の⾒直しを進める。

（５）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に記載
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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などを講じて、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。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

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）

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

４）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）

５）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）

６）男⼥共同参画・ダイバーシティの推進 PJ（男⼥共同参

画推進室）
⑫進化する大学の仕組みの創設

1.核⼼戦略総括

・本学周辺に、ある⽬的を持って学⽣が集まり、それにより⼈の流れを⽣み出せるような場づくり（⽬

的施設）を検討した。まずは既存建物を利⽤して何かしらの⽬的施設を仕掛けることができないか、

本学周辺の空き施設の状況を調査した。

・学⽣が学内外のどこでどのような消費⾏動を取っているかを把握し、また⾏政に対して地域経済効果

をアピールするため、本学が周辺地域にもたらす経済効果の算定調査を⾏った。

・調査の結果、本学の学生による消費活動ならびにイベント（卒業式・入学式・オープンキャンパス・

ホームカミングデー・早稲田祭）来場者による消費が周辺地域・新宿区・東京都にもたらす経済効果

などを報告書としてまとめた。

・上期は⼤学の存在による経済効果の調査を⾏い予定通り進捗したが、後述の通り、今後の計画の⾒直

しが必要となった。

年 間 報 告
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・まちづくり構想案は、大学街としてふさわしい姿であるとともに学生に対しても教材となり得る構想

へと⽅向性を⾒直す。

２．プロジェクト総括

（１）新たなコミュニティ形成のための基盤施設整備 PJ

・生命系基礎教育実験室再配置および、目標③ヨット部合宿所整備については、継続検討となったが、

その他の施策は目標を達成した。

・目標を達成できなかった、目標②生命系基礎教育実験室再配置については、新理事会の⽅針を確認す

る必要がある。目標③ヨット部合宿所整備については、部と協議しながら、新たな候補地の検討を継

続して⾏う。

・50号館 Twinsの整備⽅針については、理事会の⽬指す Vision の方向性によって必要に応じた計画変

更の検討を⾏う。⽬標③ヨット部合宿所整備の継続検討および、国際文学館（仮称）の検討を加える。

（２）課外活動等の場の充実 PJ（学生生活課）

・課外活動の「機会」の提供数（延べサークル数）については、目標通りに達成できた。

課外活動の「機会」の⼤学からの提供数を少しでも増やしていくため、学内各箇所へ協⼒を呼び掛け

ていく必要がある。

課外活動の「機会」の大学からの提供数は、劇的に増やせるものではないため、数値目標は据え置

きで問題ないと考える。また、課外活動の「機会」の提供数のうち、学外から各公認サークルへ依頼

があって出演・参加した分に関しては、学生生活課では把握できないため、2019 年度より、サーク

ルの「継続願」（毎年 4 月に提出）に、学外から各公認サークルへ依頼があって出演・参加した数を

記載させることとした。この数は、前年度分であるため、数値⽬標とすることはできないが、経年で

推移を⾒ていくことにより、（学外から各公認サークルへの最初の窓口である）早稲田ウィークリー

のサークル検索のページが、いかに充実しているかのバロメータとなる。

・スチューデントダイバーシティセンター（SDC）の各オフィスが連携するイベントの参加者数につい

ては、目標を上回る形で達成できた。

イベントをより大規模にして参加者の数を増やすことは可能であっても、企画・運営にかかわる人員

が不⾜している。

2018 年度のイベント実施においては、その規模により、多⼤なる業務負荷がかかったことから、運

営体制の⾒直しを⾏う必要がある。数値⽬標は据え置き、より効果的に学内外のセクシュアルマイノ

リティへの意識向上につながるようにイベント内容の質を上げていく。また、実際に多くの学⽣来訪

者と接する学⽣スタッフについて、ダイバーシティへの意識がより向上していくよう育成する。

・⼤隈ガーデンホールの利⽤率については、目標を少し上回る形で達成できた。ただ目標を上回った分

は、公認サークルが利⽤した分ではなく、学内箇所が⾏事等で利⽤した分であること、および後述の

通り、イベントの⼀部を早稲⽥アリーナ多⽬的運動場に移して実施することから、年々増えて⾏く数

値⽬標を達成していくためには、公認サークルの利⽤を増加させていくことが必須である。

・早稲田アリーナ地下１階の多目的運動場オープンに伴い、2018 年度まで現在⼤隈ガーデンホールで

実施していたイベントの⼀部（週６〜９コマ）を早稲⽥アリーナ多⽬的運動場に移して実施する。そ
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の分、⼤隈ガーデンホールの利⽤が減るが、このことを⾒越して数値⽬標を設定しており、また、2017

年度・2018 年度の実績が⽬標値と⼤きくかけ離れている訳ではない。そのため数値⽬標は据え置き

で、引き続き推進する。一方、2019 年度、早稲⽥アリーナ多⽬的運動場のオープンに伴い、早稲⽥

アリーナ多⽬的運動場の利⽤状況と⼤隈ガーデンホールの利⽤率との関係性を注視していく。

（３）地域との連携による文化発信と施設の有効活用 PJ

→核⼼戦略⑥に記載

（４）教育・研究・大学経営・社会貢献における校友との連携 PJ

・WASEDA’S Health Study（早稲田大学校友を対象とした健康づくり研究）プロジェクトについては、

継続的な周知活動の結果、登録者数は増加となった。今後は登録者数を増やすだけでなく、研究⺟体

であるスポーツ科学学術院との連携を強化し、登録者へのサービス充実も強化することが課題である。

・在学生・卒業生の⽗⺟（保証人）を核とした新しいコミュニティ形成の第一歩として、まずは校友会

の存在と重要性を知ってもらうべく広報活動を⾏った結果、⽗⺟会員会費納⼊者数・⽗⺟会員会費納

⼊⾦額ともに増加させることができた。今後はさらに学内および校友会内での検討を進めていく。

・学⽣・校友の交流イベントである「先輩と語ろう！２０１８」を開催し、校友・学⽣ともに 100 名を

超える参加者数を集めることができた。2019年度もブラッシュアップを図りながら展開していく。

・校友と学⽣が連携した新たな取組みとして、「早稲⽥⼤学演奏旅⾏」をスタートさせることができた。

2018 年度は東海地区の 3地域（沼津・浜松・名古屋）で展開し、３日間を通して多くの現役中高生

の参加があり、演奏会だけでなく進学交流会で早⼤⽣と語り合うなど、早稲⽥の魅⼒を感じてもらう

またとない機会となった。好評につき、2019年度については九州4県で実施する予定である。

（５）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

○クラウドの活用によるコミュニケーション・コラボレーション環境の提供

・箇所を巻き込んだ MyWaseda による情報提供の促進については、予定した申請フォームの改修等に

留まり、さらなる検討が必要な状況である。

・少なくとも、機能的なわかりづらさや使いづらさについては、⼀定程度の改善を実施できているが、

継続する人事システム開発や、2018年度に着⼿した LMS、入試システムといったシステムの開発に

情報企画部のリソースを集中する必要があり、緊急的な対応が必要ではない案件にリソースを割くの

が難しい状況がある。

・情報企画部の全教職員学生向けアンケートについて、外部サービスのクアルトリクスを活用したとこ

ろ、MyWaseda のアンケートによる 2017 年度までと⽐較して回答数は学⽣で 1.5 倍、教員では 4

倍、職員では 3 倍以上の回答率となった。この状況から、MyWaseda の機能拡充ではなく、必要な

各種機能については外部サービスの活⽤を促進する⽅向性で今後は検討を進めたほうが効率的であ

ると考えられる。結果の分析を⾏ったうえで、⽅向性について再検討を⾏う必要がある。

○校友向けシステム・サービスの再構築

・校友向けシステムサービスの再構築については、2019 年度下期より本格的な検討を⾏う⽅向で調整

した。
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・継続する人事システム開発や、2018年度に着⼿した LMS、入試システムといったシステムの開発に

情報企画部のリソースを集中する必要があり、緊急的な対応が必要ではない案件にリソースを割くの

が難しい状況となった。

・関係箇所との協⼒体制を構築したうえで、開発対象とする業務範囲を確定のうえ、システム構築の⽬

的を明確化したうえで、学内の現状業務体制や規程の⾒直しを含む、抜本的なシステム開発を進める

ことができるよう、2019年度下期より体制構築と要求のとりまとめに着⼿する。

○無線 LAN

・利⽤状況の可視化を通じた更新計画の策定⇒全学的な利⽤統計を取得できる環境については、実現に

向けてはさらなる検討が必要である。この情報が重要となる教室の更新計画については引き続き検討

が必要である。研究環境への展開についてはサービスの比較検討を進め、クラウド型無線 LAN を展

開する⽬途が⽴ち、2019 年度より展開する予定である。

・10号館、15号館等未導⼊教室への展開⇒全教室への展開を完了した。

・予算申請対応、⽼朽化機器更新対応⇒予算申請の案件は順次実施。⽼朽化機器については所沢キャン

パスの機器をすべて更新した。

・無線 LAN エリア拡大の要望は根強く、順次導入を進めている。その一方で、設備の維持や運用に係

るコストは増加しており、今後も増加傾向が⾒込まれる中で、無線 LAN エリアの拡大において、現

⾏のサービスレベルを落とすことなく、無線 APやコントローラ等といった無線 LANシステムの機器

構成を⾒直し、管理機器台数の低減によるコスト削減の⽅策を加味した整備を進める⽅針とした。こ

の⽅針のもと、外部サービスの利⽤や設置済み箇所の台数の⾒直し、クラウド型無線 LAN の導入な

どの検討を進めていく必要がある。

・施策の分析に記載の通り、台数・カバレッジの拡⼤と並⾏して、台数の⾒直しや外部サービスの利⽤、

クラウド型無線 LANの導入等を目標に盛り込むことを想定しておく必要がある。

〇新メーリングリストシステムの構築

・2018 年度は次期システム構想の具体化（設計⼯程完了）までに留まり、同システムの構築／移⾏完

了には⾄らなかった。これは、当初の「既存クラウドサービス（Gmail、Office365）の有効活用」

という基本⽅針に留まらず、⼤学内外の最新動向（新たなクラウドサービスの⾶躍や、チャットツー

ル等の活⽤による業務効率化等）を踏まえ、「新たなクラウドサービスの利⽤拡充も睨んだシステム」

とすべく、基本⽅針を変更のうえ、慎重に議論を重ねたためとなる。その結果、上述のような将来性

を確保しつつも、ランニングコストの⼤幅削減を可能とするシステム構想を⽴案できたことから、

2018 年度としては妥当な達成度合いであったと判断する。

・上述の通り、同システムは新たなクラウドサービスの拡充により、ユーザに対して更なる利便性を安

価に提供してくことを睨んでいる。このため、メーリングリストサービスの提供に留まらない「コミ

ュニケーション・コラボレーション環境の提供」という施策目標に資するものであり、同目標達成に

向けた有効かつ効率的な達成⼿段であると判断する。

・繰り返しになるが、上述の通り、同システムは新たなクラウドサービスの拡充により、ユーザに対し

て更なる利便性を安価に提供してくことを睨んでいる。よって、同システムの正常稼働後には、同シ

ステムを土台として新たなサービス拡充に向けた検討を継続していく必要がある。
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○ICカード学生証の活用

・2017年度秋学期⼊学者から ICカード学⽣証を発⾏し始め、2018年度からは在学⽣を含め全学⽣の

ICカード学⽣証への切り替えを実施した。このことにより、中央図書館、学⽣会館にて IC カード入

退館システムを導入した。

・磁気カードによる学⽣証は、スマートフォンと共に携⾏することによる磁気不良が多発しており、再

発⾏までの期間、学⽣にとって不便であっただけでなくコスト的にも課題であった点が⼤幅に解消さ

れている。今後は学内の磁気カードリーダーが順次 IC カード対応のリーダーに更新されていくこと

で、さらなる改善が⾒込まれる。

・今後は、施設利⽤の実態調査等での利⽤だけでなく、IC カードによる学生サービスの向上を具現化す

るため、学外での事例調査も⾏い、サービス内容を決定する。

（６）男⼥共同参画・ダイバーシティの推進 PJ

・⼥性教員⽐率向上および⼥性管理職⽐率向上は、⾼い⽬標を掲げ、それに対してどれだけ近づけるか

という努⼒⽬標としての意味合いが強いため、このプロジェクトとしての KPIは未達成が続く⾒通し

である。ダイバーシティ推進の理解浸透・啓発のための施策については、外部要因として学外からの

イベント実施のオファーがあった場合の対応如何によって数値が動く。また、イベントについては指

標として数値化がしやすいため、目標達成具合を客観的に判断できる一方、当該施策によりプロジェ

クト全体の⽬標にどれだけ有効かつ効率的に寄与しているかの測定が難しい面がある。

・⼥性教員⽐率は現在の Vision150 数値目標を達成することを最終的な目標にしつつ、より現実的な目

標について各学術院等が別途設定し、集約した結果を当プロジェクトにおける現実的な目標値とする

ことについて、今後検討する。

・ダイバーシティ推進に資する学内制度（育児・保育・介護環境の整備や同性パートナー⽀援など）の

検討し、実施に至るまでの手段や期間についてそれぞれどのようなプロセスで進めるかを明らかにし、

指標化する。
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３．数値目標

※数値目標は、それ自体が主目的ではなく、達成状況を分かりやすく示し、自己点検をするために設定しています。2032年の数値⽬標

については、現在⼀部⾒直しの検討を進めています。

１）学生数

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績／

目標

2032

目標

①学部

※通学（通信

除く）

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

*2017/11/1

時点

39,704人／

39,667人

*2018/11/1

時点

35,000

人

②大学院

※修士、博士

後期、専門職

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

*2017/11/1

時点

8,331人

／8,649人

*2018/11/1

時点

15,000

人

合

計

52,200

人

51,673

人

50,793

人

49,754

人

48,987

人

48,035人

／48,316

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

31,771人

*2014/4/2

時点

40,620人

*2015/3/5

時点

42,205人

*2016/

3/18時点

42,982人

*2017/

3/23時点

47,305人

*2018/3/31

時点

50,347人

／44,150人

*2019/3/31

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）

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績／

目標

2032

目標

①常勤教員 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

1,717人

*2017/11/1

時点

1,839人／

1,730人

*2018/11/1

時点

2,000人

②常勤教員

と学⽣⽐率

（常勤教員

数：学生数）

1:31 1:31 1:30 1:29 1:29

*2017/11/1

時点

1:26

／1:27.9

*2018/11/1

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

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績／

目標

2032

目標

①外

国人

学生

（受

⼊留

学

生）

各年

5/1

時点

4,415人 4,766人 4,917人 5,066人 5,421人 5,783人／

7,396人

10,000人

(20%)

年度

通算

5,827人 6,404人 6,690人 7,156人 7,476人 7,942人／

9,396人

12,700人

②派遣留学

生

3,134人

*2014/3/3

1時点

3,262人

*2015/4/1

時点

4,195人

*2016/3/3

1時点

4,086人

*2017/4/1時

点

4,439人

*2018/4/5

時点

4,629人／

5,776人

*2019/

4/1時点

全学生

③外国人教

員

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

163人

*2017/11/1

時点

220人／

200人

*2018/11/1

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）

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績／

目標

2032

目標

①⼥

子学

生

（学

部・

大学

院）

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)

*2017/11/1

時点

37%

(17,829人)

／40%

(20,240人)

*2018/11/1

時点

50%

(25,000人

/50,000人)

②⼥

性教

員

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

16.5%

(301人)

／17.2%

(300人)

*2018/4/1時点

30%

(600人)

③⼥

性職

員

34.7%

(382人

/1,102人)

*2014/3/3

1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

36.7%

(407人

/1,127人)

／38%

*2018/4/1

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

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績／

目標

2032

目標

①授業の公

開率（⼀部公

開を含む）

1.7% 15.4% 18% 14.8% 14.9

%

14.7%／

100%

100%

②授

業規

模

（注

１）

20

名

以

下

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%

大学院

88%

学部

56%／

46%

大学院

88%／

83%

学部50%

大学院80%

50

名

学部

80%

学部

80%

学部

81%

学部82%

大学院

学部

84%

学部

85%／ 大
学部85%

学院95%

達成
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以

下

大学院

98%

大学院

98%

大学院

98%

99% 大学院

98%

83%

大学院

98%／

97%

51

名

以

上

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%

大学院

2%

学部

15%／

17%

大学院

2%／3%

学部15%

大学院5%

③LMS利⽤

授業⽐率

87% 87% 83% 84% 84% 86%／

100%

100%

④対話型、問

題発⾒・解決

型の授業比

率

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%

大学院

54%

学部

27%／

42%

大学院

51%／

61%

学部75%

大学院80%

⑤外国語に

よる授業の

割合ﾞ

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%

大学院

18%

学部

12.3%／

12.4%

大学院

20.5%／

21.4%

学部50%

大学院50%

①・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・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・2013年度欄は演習、実験、実習科⽬の⽐率。

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

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

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

を超えることとしている。
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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

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績／

目標

2032

目標

①学部 20,408 20,238 19,347 19,171 19,386 19,506／

17,084

15,194

②大学院 12,087 11,816 7402.5 6663.5 6,926 7,098／

6,830

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

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績／

目標

2032

目標

①受入

研究費

103億円 108.9億円 108.1億円 103.8億円 106.5億円 111.9億円

／125億円

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

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績／

目標

2032

目標

①寄付⾦ 43億円 36億円 43億円 37.6億円 37.5億円 38.8億円

／50億円

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。

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

2013

実績

2014

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績／

目標

2032

目標

①校友会費

納⼊者率

（校友数）

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%

(約62.2万

人)

34.4%

(約63.1万人)／

37.7%

（62.5万人）

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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４．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 146 号 2018/4/10 2018 年度海外協定⼤学を利⽤したファカルティ・ディベロップメント

(FD)プログラムの参加者募集について

第 147 号 2018/4/18 統計学学習のためのオンデマンドコンテンツ公開のお知らせ

第 148 号 2018/4/20 データ科学総合研究教育センター シンポジウム開催－統計制度を確⽴し

た⼤隈重信とともに、データ⽴国とグローバル問題解決を担うために－

第 149 号 2018/4/24 開館 1か月で 1万人の来場者を記録－早稲田大学歴史館－

第 150 号 2018/5/8 2018 年度 第 1回 Faculty Cafe 開催のお知らせ

第 151 号 2018/5/14 予想外が待っている！！－Museum Week 2018 開催－

第 152 号 2018/5/21 【5/31（木）開催 】＜CTLT×DCC産学交流フォーラム＞

第 6回WASEDA e-Teaching Award 授与式・講演会のお知らせ

第 153 号 2018/5/29 第 2回 Faculty Cafe 開催のお知らせ

第 154 号 2018/6/8 早稲田大学における 2021 年度 ⼊試制度について

第 155 号 2018/6/22 早稲田大学とGoogleが創るデータ科学の未来〜データからの価値創造へ

〜データ科学総合研究教育センター第⼆回シンポジウム

第 156 号 2018/7/9 ＜第 2回 CTLT×DCC産学交流フォーラム＞

第 2回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 157 号 2018/7/17 第 3回 Faculty Cafe 開催のお知らせ

第 158 号 2018/7/27 中央図書館、開館以来の大改修

－図書館ならではのラーニング・コモンズを目指して－

第 159 号 2018/8/9 第 18回アジア競技大会－学生・校友の活躍にご声援を！－

第 160 号 2018/8/23 授業⾃動収録システム利⽤説明会開催のお知らせ

第 161 号 2018/9/13 9/17(月)開催！「早稲田スポーツフェスタ in東伏⾒」

第 162 号 2018/9/25 『第 7回 Waseda Vision 150 Student Competition』開催のお知らせ

第 163 号 2018/10/9 統計学学習のためのオンデマンドコンテンツ利⽤のお知らせ

第 164 号 2018/10/16 10 月 21⽇は早稲⽥⼤学創⽴記念⽇

－創⽴ 136 年を祝して記念イベントを多数開催！－

第 165 号 2018/11/23 大学経営という観点から本学の歴史を考える

－第4回早稲田大学大学史セミナーを開催します－

第 166 号 2019/3/1 早稲田の誇りを胸に

－第29回ユニバーシアード冬季競技大会に学生・校友が参加！－
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５．推進本部・推進会議 日程と主な議題

Waseda Vision 150は、総⻑・副総⻑で構成する「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 2018 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

2018 年 10 月まで 2018 年 11 月から

本部⻑ 鎌⽥総⻑ 田中総⻑

副本部⻑ 橋本副総⻑・島⽥副総⻑ 須賀副総⻑・笠原副総⻑

推進会議

2018 年 10 月まで 2018 年 11 月から

議⻑ 橋本副総⻑ 須賀副総⻑

副議⻑

（※は核⼼戦略実

⾏責任者も兼ねる）

鈴庄常任理事・⼤野理事 ※笠原副総⻑

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

⻑⾕川常任理事、齋藤常任理事、宮島常任

理事、恩蔵常任理事（2019 年 4月より）、

※佐々木常任理事、萬代理事、ローゼンブ

ルース理事、松本理事、弦間理事、※友添

理事、※渡邉理事、甲斐理事、後藤理事、

麻生理事、※佐藤理事、井上理事

核⼼戦略実⾏

責任者

（2018/11/1 以降

は関連する議題の

際のみの出席）

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、

岡本キャンパス企画部⻑

原田入学センター⻑、本間教務部⻑、天野

教務部事務部⻑、森⽥大学総合研究センタ

ー副所⻑、リー国際部⻑、甲斐財務部⻑、

岡本キャンパス企画部⻑

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、広報室⻑を加える。
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【これまでの開催状況と主な議題】

＜推進本部＞

開 催

年⽉⽇
主な議題

第 1回 4/27 ・SGU数値目標について

・核⼼戦略・プロジェクト 2017 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 5/18 ・核⼼戦略・プロジェクト 2017 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 3回 6/1 ・核⼼戦略・プロジェクト 2017 年度年間報告 推進本部評価・コメントについて

（核⼼戦略 4,5,6,7,8,9）

第 4回 6/8 ・核⼼戦略・プロジェクト 2017 年度年間報告 推進本部評価・コメントについて

（核⼼戦略 10,11,12,13）

第 5回 6/22 ・2017 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

・核⼼戦略・プロジェクト 2017 年度年間報告 推進本部評価・コメントについて

（核⼼戦略 12,13）

第 6回 6/29 ・大学全体の 3つのポリシー改訂について

第 7回 9/21 ・Waseda Vision 150 実現のための戦略的教員増員計画の件

第 8回 11/16 ・核⼼戦略実⾏責任者・事務責任者変更（案）について

・Waseda Vision 150 関連会議等の変更について

・12 月 22⽇理事会集中討議について

・経営戦略本部機能の理事会への含有について

第 9回 11/30 ・SGU2019 年度事業計画予算（案）

・SGUモデル拠点 2019 年度事業計画に係る評価コメント（案）

・Waseda Vision 150 関連会議等の変更と推進会議・推進本部（推進委員会）

の副議⻑・副本部⻑（副委員⻑）について

・経営戦略本部機能の理事会への含有について

・Waseda Vision 150 実現のための戦略的教員増員計画の件

・2019 年度Waseda Vision 150 予算について

第 10 回 2019/1/18 ・2019 年度Waseda Vision 150 予算について

・学術院等の将来構想進捗状況・計画報告に向けて

・2019 年度 Waseda Vision 150 推進本部・推進会議スケジュールについて

・核⼼戦略・プロジェクト責任者について

第 11 回 1/25 ・学術院等の将来構想進捗状況・計画報告に向けて

・2019 年度 Waseda Vision 150 推進本部・推進会議スケジュールについて

・2/1(⾦)Waseda Vision 150 拡大推進会議について
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＜推進会議＞

開 催

年⽉⽇
主な議題

第 1回 4/20 ・Waseda Vision 150核⼼戦略・プロジェクト 2017 年度報告について

（核⼼戦略 1,2,3,4）

第 2回 5/11 ・Waseda Vision 150核⼼戦略・プロジェクト 2017 年度報告について

（核⼼戦略 5,6,7,8,9）

第 3回 5/25 ・Waseda Vision 150核⼼戦略・プロジェクト 2017 年度報告について

（核⼼戦略 10,11,12,13）

第 1回

拡大推進会議

6/15 ・Waseda Vision 150 推進会議構成員の変更について

・２０１７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

・SGU中間評価コメント

第 2回

拡大推進会議

7/6 ・学術院等の将来構想 進捗状況報告（2017 年度報告・2018 年度計画）

（政経、法、文、教育、商、学院、本庄）

第 3回

拡大推進会議

7/13 ・学術院等の将来構想 進捗状況報告（2017 年度報告・2018 年度計画）

（理⼯、社学、⼈科、スポ、国際、芸術）

第 4回

拡大推進会議

2019/2/1 ・Waseda Vision 150 関連会議等の変更について

・教員採用のあり方について

（公募制、テニュアトラック制に関する意⾒交換）

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。2018年度の進捗状況、および2019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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P8

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P18

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P26

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P32

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P46

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P75

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P86

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P92

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P100

－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 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P122

本庄高等学院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P128

＜専修学校＞

芸術学校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P134
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政治経済学術院

将来構想

2018年度報告・2019年度計画
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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

１．2018 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

政治学・経済学の近年の発展に鑑み、⾼等学校での標準的な教育全体の成果を評価することが必要

と考え、また、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

みへの変換を図るべく、以下の通り 2021年度学部⼀般⼊試改⾰の概略を決定し公表した。

・一般入試改革の方向性

⼤学⼊学共通テスト、英語外部検定試験、学部独⾃試験（⽇英両⾔語による⻑⽂を読み解いた

うえで解答する形式）の合計点により選抜する⽅式に変更する。

・一般入試改革の内容

(1)試験内容（政治学科・経済学科・国際政治経済学科共通、合計 200 点満点）

1) 大学入学共通テスト（100点）

以下 4科目を 25点ずつに換算する。

① 外国語（以下いずれか1つを選択）

・英語（リスニングを含む） ・独語 ・仏語

② 国語

③ 数学Ⅰ・数学Ａ

④ 選択科目（以下いずれか 1つを選択）

・地理歴史「世界史 B」「日本史 B」「地理 B」から 1科目

・公⺠ 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から1科目

・数学 「数学Ⅱ・数学 B」

・理科 「物理基礎」「化学基礎」「⽣物基礎」「地学基礎」から 2 科目

あるいは「物理」「化学」「⽣物」「地学」から 1 科目

2) 英語外部検定試験および学部独自試験（100点）

・英語外部検定試験は、大学入学共通テストで活用されるものを採用する。30点満点とす

る。

・学部独自試験は 1科目のみを 90分間で実施する。なお、⽇英両⾔語による⻑⽂を読み解

いたうえで解答する形式とし、記述解答を含む。70点満点とする。

(2)募集人数

○一般入試：300名（政治学科 100 名、経済学科 140名、国際政治経済学科 60名）とする。

※従来 450 名（政治学科 150名、経済学科 200 名、国際政治経済学科 100名）であったが、

以外者入試および英語学位プログラム入試の募集人員とより厳密な整合性を取るため。

○「⼤学⼊学共通テスト」を利⽤した⼊試：従来から実施している⼤学⼊試センター試験利⽤

入試を 2021年度以降も上記名称として引き続き実施する。50名（政治 15名、経済 25名、

国際 10名）とする。※従来 75名（政治学科 25名、経済学科 35名、国際政治経済学科 15

名）

・2019年度⼀般⼊試における解答の公表

P2
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（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

以下のとおり、学部の新カリキュラムを決定した。

・2019 年からの新カリキュラムの骨子

学部の基本理念である Philosophy, Politics, and Economics（PPE）に⽴ち返り、学科の違いを超

えて、全学⽣に公共哲学・政治学・経済学の基礎を履修させ、その後学科ごとに特徴あるカリキュ

ラムを提供することにした。また日本語学位プログラムと英語学位プログラムとの一体的運用をさ

らに進めるため、科目の日英ハイブリッド化を徹底することにした。

→３学科共通必修科目の設定(政治学および経済学の⼊⾨科⽬、統計学などの⽅法論科⽬)。

→１つの科目を日本語と英語の両言語で実施(設置科目、必要単位数、必修科目、科目区分を一部

の例外を除き共通化)。

→国際政治経済学科の再定位(PPE の学部全体への拡大により、国際政治経済学科を政治学・経済

学の双学位プログラムと定義し直し、政治学と経済学の必要単位数と必修科目で政治学科および経

済学科と差別化)。

→国際政治経済学科の再定位に伴い専門科目群を政治学科目群と経済学科目群へと再構成(国際政

治経済学科目群を廃止し、政治学科目群および経済学科目群との重複を解消)。

→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(コースナンバーによる入門科目、中級・基礎科目、上級・専門科目へのレ

ベル分けの徹底)。

→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。

→クォーター制もこれまで以上に利⽤。

・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。

→大学院教育、研究者養成の推進。

オナーズプログラム⼤学院進学者に「政治経済学術院奨学資⾦(政経スカラシップ)」を給付。

・国際公募型教員採用の導入

→原則、国際公募を実施。

→テニュアトラック制の積極的導入。

・大学院(政研、経研、公共経営専攻、ジャーナリズムコースなど)の再構築

・教員の教育・研究時間の確保のため、１人の持ちコマが学部大学院を通じて5.5 コマ程度になる

ように調整を図ることとした。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

・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・活動を本格化、大

P3
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学本部との密接な連携のもと事業展開の強化。

→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・活動の本格化・報告

書の取りまとめ。

→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招聘教員によるセミナ

ー・授業の継続的実施。

→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、セミナ

ー・事業の継続的実施。

・現代政治経済研究所での研究活動の活発化

→研究⼒、研究成果 PR のための情報発信を推進(ＨＰのリニューアルの開始)。

→SGU事業などと連携したイベントの主催、共催。

→研究会、ワークショップなどの頻繁な開催。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

・在学中のどの期間に海外留学してもゼミ登録等で不利益の⽣じない、新カリキュラムを決定

・EDP(英語学位プログラム)の拡充

→新カリキュラム、ハイブリッド教育の導入により、内容を充実。

EDESSA(English-based Degree Studies September Admission)から EDP(English-based

Degree Program)へ。

・AFLP(Asian Future Leaders Scholarship Program)セミナーの実施・スタディトリップの実施

・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)

・日中韓キャンパスアジアによるサマー・プログラムおよびスプリング・プログラムの実施

・ジョイントアポイント教員による授業・研究会の実施

・TOEFL のスコアによるクラス分けの実施

・「政治経済学部グローバルリーダー派遣留学⽣奨学基⾦」 、「政治経済学部グローバルリーダー外国⼈受⼊留

学⽣奨学資⾦」、｢ハワード・ハギヤ奨学資⾦｣の増資・充実

・コーク大学（アイルランド）とのエラスムス協定の締結（2018 年度）

・2018 年度インターシップ実績

みずほ銀⾏（中国）有限公司

東鯤（北京）⽂化交流有限公司

みずほ銀⾏（ソウル）
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（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

・会議の簡略化のための実験的試みの展開

・学術院⻑オープンルームの実施による教員との意思疎通を密接化
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２．2019 年度計画

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

・2021年度学部⼊試改⾰

→新入試の実施のための詳細の決定と着実な実施のための準備。さらに新⼊試への理解を深めるための積極的公

報の展開。

→従来実施してきたグローバル入試の帰国生・外国学生入試としての再編成。

→国内指定校推薦制度の再改定。

→国外指定校推薦制度の再改定。

・英語学位プログラム入試の積極的リクルートの展開

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

① カリキュラムの一層の体系化

2019年度学部カリキュラム改⾰に続き、⼤学院のカリキュラムの改⾰を実施し、学⽣にとってより深い、主体的な

学習・研究が可能となるように務める。

学部・大学院一体でコースナンバー制の徹底による学生・院生の自主的学習を促す。

大学院はこれまで院生実数40名に教員１名の計算であり、多くの院⽣が切磋琢磨する機会が提供されてきた

が、そのことが教員の疲弊につながっている側面もあった。そこで、大学院教育に適正な院生の数を精査し、それに

沿って⼊学定員の⾒直しを実施する。

政治学研究科公共経営専攻のあり⽅を抜本的に⾒直す。

政治学研究科ジャーナリズムコースのあり⽅も抜本的に⾒直す。

② 英語学位プログラムの一層の充実

世界の主要大学と遜色のないプログラムの実現を目指す。政治学、経済学が普遍的学問である以上、アジア、日

本、そして早稲田でそれらを学ぶ意義の模索を続ける。

③ 持ちコマ数の削減

2019年度カリキュラム改⾰で学部・⼤学院を合わせて 5.5 コマ標準を実現したが、科目の適正配置を心がけ、負

担の軽減をはかり、教育・研究の一層の充実を目指す。

④ 教員採用

真正のテニュアトラック制導⼊による国際競争⼒の⾼い若⼿教員の育成に努める。

国際公募・推薦制などをうまく組み合わせ、中期的⼈事計画に沿ってより充実した⼈事を⾏う。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

① SGU７拠点との連携
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SGU実証政治経済学拠点、および、グローバルアジア拠点との連携を一層展開する。

特に教員のジョイント・アポイントメンを積極的に活用し、世界の優れた研究者を招聘し、教員との共同研究、およ

び、院生への指導をさらに促進する。

② 教員の研究時間確保

持ちコマ数の削減、会議の効率化により、⼀層の研究時間の確保を図る。

③ 研究成果の発信

研究成果の報告を義務づけること、および、ウェブサイトの充実を計画中。

④ 附置研究所

政治経済研究センターおよびジャーナリズム・メディア研究センターを中心に、政治経済学術院所属の教員・院生が

自由に主体的に研究に従事できる環境を整える。

オランダ・アムステルダム⼤学の研究プロジェクトとの学術交流の開始。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

① クォーター制のさらなる拡大を図る

留学に出かけ・戻ってくる学⽣の便宜を⼀層図るよう、柔軟な対応を⼼がける。

② 海外での学習経験への対応

留学中に取得した単位(科目)を明確に判断できるように、成績証明書にカテゴリー(科目群)を

設定して、留学を奨励することを検討する。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

① 第２期政経グローバルファンドの実施

ファカルティー採⽤のための独⾃資⾦の獲得、国内の地⽅出⾝者を増やすための奨学⾦、海外からの留学⽣に対

する奨学⾦、学部⽣が⼤学院に進学しやすくするための奨学⾦などのために政経140周年記念として募⾦を実施

する。

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

１．2018 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

法学部

・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、志願者数逓減に⻭⽌めをかけることができた。

・地域的多様性の確保とジェンダーバランスに貢献している指定校推薦入試に加え、さらに学生の多様化を進める観点

から「新思考入試(地域連携型)」を 2019 年度入試より導入することとし、これまでとは異なる志願者層を開拓した。

・広い視野を持つ学生や地方からの学生など多様な学生を積極的に受け入れるポリシーに基づき、大学入試センター

試験利⽤⼊学試験に引き続き、大学入学共通テストを利⽤した多教科による入学試験を 2021年度以降も採用

していくことを決定した。

・厳格な定員管理の観点から各種⼊学試験における募集⼈員の適正化が求められることにより、また、⾼⼤接続の取

り組みの一環として、2016 年度より附属校・系属校との連携強化および推薦入学希望者受入数の⾒直しを図って

きているが、早稲田高校に続き、高等学院についても一定の到達点に達した。

法学研究科

・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)の開設初年度に 74人(46 人／

28人)の志願者を獲得し、41人(27人／14人)が入学した。既存専攻においても自己推薦入試の複数回実施な

どもあり、修士課程全体で志願者199人(前年度から 90 人増)と裾野を広げることができ、入学者も 96 人(53 人

増)と定員 80 人を充足した。博士後期課程も志願者 30人(5 人増)・入学者 25人(11 人増)と堅調であった。

・修士課程への多様な学生の受け入れを目的として、新たに学内AO入試を導入した。また、法務研究科から研究者

の道に進路を変更する人材を受け入れやすくすることを目的として、博士後期課程の出願要件⾒直しを検討し、

2019 年度入試からの実施を決定した。

法務研究科

・⽂部科学省中央教育審議会⼤学分科会法科⼤学院等特別委員会における「法曹コース」に係る議論を踏まえ、

法科大学院と法学部等との教育連携を実現するため、法曹コース等による法学教育を法学部と連携して実施し、法

学部 3年・法科⼤学院 2 年の 5年⼀貫法曹養成教育システムを構築するための協議を法学部と法務研究科によ

り進めている。その過程において、法曹コース修了予定者が法務研究科への進学する場合の⼊学者選抜⽅法(特別

選抜)についても併せて検討を開始した。なお、法務研究科では、すでに、2018年度⼊試より、早期卒業または飛び

⼊学を利⽤する「学部 3年次⽣特別⼊試枠」を設置し、法学部 3年・法科⼤学院 2年の法曹養成を先⾏させて

いる。2018年度⼊試では志願者が少なかったが、2019年度⼊試では志願者は⼤幅に増加した。さらに、広報戦

略委員会設置による広報活動の拡充(次項参照)、「人材発掘」入試等の入試改革が効を奏したか、全体の入学

者数も定員の 9割を超える状況（過去最⾼の充⾜率）である。

・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。紙媒体のパンフレットやプロモーションビデ

オの他、2018年度からは広報⽀援ツール(トートバック)を作成し、それらを利⽤して広報活動を展開した。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4大学と教育連携に関する協定を結び、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ていくための基礎作りを⾏った。その延⻑として、連携関係にあ

る大学を中心に、2020年度から予定されている法学部3年・法科⼤学院 2年の法曹⼀貫教育を視野に入れ、他

大学法曹コースと法務研究科との接続に関する法曹養成連携協定締結を想定した準備協定を地方 3大学・都内

1大学と締結し、その連携事業の一項目として法曹志願者ガイダンスの実施を盛り込んだ。
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（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

法学部

・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

出するポリシーのもと、主専攻法学演習論⽂の単位化、教養演習の履修開始時期変更、外国書研究・教養演習

の区分変更など、少人数教育強化とも重なるカリキュラム上の⾒直しを 2018年度より実⾏に移した。

・「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、IT Law、Asian Law

担当教員（テニュアトラック）の公募に踏み切った。しかしながら、結果的には両担当教員とも採用には至らなかった。

・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を中心とする 20科目

に高度授業TA を活用しながら、教育効果の一層の向上を図った。

・課外のアクティブリサーチ活動を後押しする「とびだせ！ 都の⻄北」法学会助成プログラムの仕組みを作り、早稲田法

学の⽬指す理念につながるリーガル・リサーチに法学部⽣（開設初年度は２つのグループ計８人）がトライすることと

なった。

・⽂部科学省中央教育審議会⼤学分科会法科⼤学院等特別委員会における議論を踏まえ、法学部と法科大学院

とが連携して体系的・⼀貫的な教育課程を編成し、法曹志望者に対して学部段階からより効果的な教育を⾏うた

め、法学部と法務研究科が協働して法学部に「法曹コース」を創設することを決定し、法学部3年・法科⼤学院2年

の 5年⼀貫法曹養成教育システムを構築するための協議を継続している。なお、2020 年度の２年次より設置予定

とされているため、2019年度の1年導入講義「法曹の仕事を知る」と1年法曹演習（実務家出⾝教員が担当）を

推奨科目として位置づける⼿⽴てを講じた。

法学研究科

・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）を開設した。開設初年度となる

2018 年度は、現代アジア・リージョン法 LL.M.コース(英語学位プログラム)では、広域アジアの多様な課題に関係す

る法的問題を体系的に学ぶといった、内外のどの大学にもないテーマを掲げ、アジア・欧米・オセアニアなど 13 か国から

入学者を獲得するプレゼンスを確⽴した。知的財産法 LL.M.コースは、知的財産に関わる法について理論と実務の

両輪から体系的に学ぶプログラムとし、弁護⼠・弁理⼠・企業法務所属者・公務員等、ハイレベルな入学者が集まっ

た。社会⼈対応として夜間の⽇本橋キャンパス開講や早稲⽥キャンパスとの同時中継を利⽤した双⽅向授業などを

展開し受講者から高評価を得ることとなった。さらに⽂科省実践⼒育成プログラム(BP)認定も得た。

・MD⼀貫の⺠事法学・公法学・基礎法学専攻においては、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する一方、修⼠においては「法学研究の基礎」に⾼度授業

TA を導⼊し、博⼠においては論⽂審査体制の充実・⼀層の透明化を図るなど、実現可能な取り組みを実施した。

法務研究科

・⽂部科学省中央教育審議会⼤学分科会法科⼤学院等特別委員会における「法曹コース」に係る議論を踏まえ、

法科大学院と法学部等との教育連携を実現するため、法曹コース等による法学教育を法学部と連携して実施し、法

学部 3年・法科⼤学院 2 年の 5年⼀貫法曹養成教育システムを構築するための協議を法学部と法務研究科によ

り進めている。その過程において、法学部と法科大学院既修者コースの教育課程とが一貫的に接続する体系的な教

育課程を編成するための協議を法学部と法務研究科とで進め、教育連携のための協定作成の準備を実施した。な

お、法務研究科では、すでに、2018年度⼊試より、早期卒業または⾶び⼊学を利⽤する「学部3年次⽣特別⼊試

枠」を設置し、この入試枠での入学者には、アカデミック・アドバイザーを付けて学修サポートを充実させ、クラス編成等

を考慮した即戦⼒法曹育成コースに連動できる特進コースを設けて、学部 3年・法科⼤学院 2 年の法曹養成を先

⾏させている。
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（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

比較法研究所

・全所的研究教育プロジェクト「Law and Sustainability 学の推進」に取り組み、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

を目標としている。これと連携する形で、⽐較法研究所創⽴ 60周年記念国際シンポジウム「持続可能な社会のため

の法を求めて―Law and Sustainability 学の推進」を 9 月 29 日(土)〜30 日(日)に開催し、130 人余りの参

加者により終始活発な議論が展開された。本記念事業には末延財団（比較法招聘事業による助成150万円）、

江草基⾦（国際研究集会開催助成 75 万円）より外部資⾦を獲得することができた。なお、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）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い、全体討議を経て創⽴ 60 周年記念国際シンポジウムに

収斂させる方式をとった。

・中国社会科学院法学研究所との交流協定締結25周年を迎え、この間の交流を振り返る記念シンポジウム「⽇中

共同シンポジウム2018 学術交流２５周年記念 過去２５年間にみる⽇本法・中国法の変化と特⾊」を7月21

日(土)に開催した。

・23 件の共同研究プロジェクトが活動した。このうち、「AI（人工知能）と法」は新規プロジェクトである。

・現代の最先端問題を比較法的に検討する学問的企画（テーマセミナー）として「仮想通貨」を取り上げ、11 月 28

日(水)にシンポジウム「仮想通貨はどこへ向かうのか」を開催した。255 名（うち学生 212名）参加。

・ジェンダー研究所共催（早稲田大学法学会、ダイバーシティ推進室後援）のもと学生の主体的な参加型学際的公

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28日(木)に開催した。138名（う

ち学生は政経 1、法 97、文構･文 1、教育 3、社学 1、国教 1、人･スポ 4、院生 3名）参加。

・理⼯学術院との連携を図り、共同研究プロジェクトを⽴ち上げた。5月 18日(⾦)には発起セミナー「創発型ロボット・

AI・深層学習の現状と社会への応用」、11 月 26 日(月)には研究会「AIの開発・利⽤と刑事規制」を開催した。

・学際セミナーとして「「日系人」の法的地位からみるナショナリティと出自の考察」を 10月31日(木)に開催した。13名

（うち学生 5名）参加。また、映画上映会「それでも僕は帰る 〜シリア 若者たちが求め続けたふるさと〜」を 12月

6日(木)に開催し、世界正義（グローバル・ジャスティス）に対する理解を深めた。47 名（うち学生 42 名）参加。

・公開講演会を２７回（参加者数は延べ 758 名、うち学生 421名）、 シンポジウムを６回（延べ 565名、うち

学生 280名）、公開セミナー２件、公開ワークショップ３件を開催した。

・「⽐較法学」第５２巻第１〜３号を出版するとともに、査読制度の検討を開始した。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）、「Waseda Bulletin of Comparative Law」（英

⽂年報）第 37 号 を出版し、さらに、Web サイトのオンライン・ジャーナルにおいて「インドにおける義務・拘束的仲裁

の導入に関する一考察」を掲載し、「日本法トピックス」において日本法情報を英文で発信した。

・2017年度活動報告書（⽇・英）をまとめ、ダイジェスト版パンフレットを作成した。

法務研究科・法務教育研究センター

・2016年度から実施している法務教育研究センターを中⼼としたリカレント教育プログラムを改善しながら実施した。特

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）を充実させた。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ための活動を⾏った。また、その成果を

掲載した紀要「法務研究論叢」の第３号を 8⽉に発⾏した。

・法務教育研究センターでは退職教員等を招聘研究員として受け入れ、科研費による研究活動を推進した。
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（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

法学部

・法学部独⾃の短期留学プログラムであるハワイ大学ロースクールスタディプログラムを軌道に乗せ、３期目も 10名を選

考して実施した。同プログラムは 1〜3年⽣を対象に実施しているが、1期⽣が⻑期留学や大学院進学をするなど、

⼀過性の短期プログラムに留まらない教育効果が確認できる。この他、海外の語学学校を除き、中・⻑期 35 名、短

期 51名の計 96名が留学した（前年度より９名減であるが学生数を減少させているため同水準と言える）。

・現代アジア・リージョン法 LL.M.コースに⼊学した留学⽣の⽣活/学習⽀援を学⽣間で⾏うバディ制度を設け、大学院

生のみならず法学部⽣にも募集を⾏ったところ 90 名近くから手が上がり、法学部生の中に潜在する一定数の海外志

向、国際交流志向が明らかになった。選考を通過した 10名は留学⽣と活発な交流を⾏い、法学部⽣にとっても良い

機会の提供となった。

法学研究科

・これまで法学研究科内の留学⽣は⽇本語に堪能な中国⼈学⽣が⼤半であったが、現代アジア・リージョン法 LL.M.コ

ースに所属する 13 か国の学生が加わったことで、一気に研究科内の多様化が進んだ。研究科学生の自習スペースで

ある２号館専修室では、既存専攻に所属する日本人学生と LL.M.コース学生がともに学び、交流している姿が⾒ら

れるようになった。

・現代アジア・リージョン法 LL.M.コースのプレプログラムとして、2018 年 3月末にスタンフォード大の教員および学生との

共同講座を実施した。同プログラムは知的財産法 LL.M.コース、既存専攻の修士学生にも開放され、英語による活

発なディスカッションが⾏われた。

・末延財団比較法・外国法研究教育プロジェクト助成（2017〜2019年度）を活⽤し、院⽣⾃発研修助成プログ

ラム（中国と⾹港で⾏われたシンポジウム・学会にて発表、論⽂投稿）、⽐較法セミナー「⽇中知的財産院⽣勉強

会」（中国の講師・院⽣と同⼀テーマについて⽐較討論）、博⼠国際交流フォーラム（ルーヴァン・カトリック⼤学の博

士学生 6名が来⽇し、相互報告討論会）、校閲費補助制度（海外学術雑誌への論⽂投稿、学会発表原稿の

校閲を補助）により、主に博士後期課程の学生の国際的な研究活動を促進した。

・毎年 10⽉に開催される北京⼤学留学フェア、中国政法⼤学留学フェアに、⽇本の⼤学として東京⼤学と本学術院

のみが招待を受けた。前学術院⻑と法学研究科職員が出張し、主に現代アジア・リージョン法 LL.M.コースの紹介とリ

クルーティングを⾏った。

・英語学位プログラムである現代アジア・リージョン法 LL.M.コースの開設をきっかけとして、海外の大学より箇所間協定、

ダブルディグリーの打診が数多く寄せられている。開設初年度はプログラムの確実な遂⾏を⽬的として、どの⼤学とも具

体的な交渉をしない方針としつつも、今後の展開について検討を進めた。

法務研究科

・法科⼤学院教育における法曹としての付加価値付与機能の強化を⽬指しており、この中で国際化への対応⼒強化

を掲げている。社会のグローバル化に伴い、企業法務のみならず、⺠事事件、家事事件の分野においても、国際的視

点を持った法曹の輩出が急務であることは、論を待たない。法務研究科では、(1)交換協定に基づく留学、(2)海外

エクスターンシップへの派遣、(3)コンソーシアムを組む海外ロースクールにおけるGlobal Forumへの派遣、(4)本研究

科で実施される Transnational Program への参加、(5) 英語で実施される授業の履修を求めるグローバル・ビジ

ネス・コースの設置、(6)外国学⽣との授業内外における交流、(7)アジア諸国の法曹育成支援、そして(8)新たな海

外学術交流先の開拓といったプログラムを重層的に提供することにより、様々な学習段階において利⽤可能な国際的

な経験・学修の機会を与え、法曹に求められる国際感覚を学生に養わせることを目的とする重層的な国際化プログラ

ムを実施している。
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（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

Lawyers’ Salon

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、オムニバス講義の正規科目「法曹の仕事を知る」とは別

に、課外の取り組みとして、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、法曹進路への

関心を高めることを⽬的とし、若⼿法曹等と近い距離感で交流するプロジェクト「Lawyers’ Salon」を企画し、すぐさま

実⾏に移した。早稲田大学リーガル・クリニックの協賛を得て実施し、以下のとおり初年度としては好評を博した。

第 １回 4月 5日(木) 先輩弁護士と語ろう! 参加者数（以下、同じ）３４名

第 ２回 5月 18 日(⾦) 法律事務所訪問(早稲田大学リーガル・クリニック) １５名

第 ３回 6月 21 日(木) 先輩弁護⼠と裁判を傍聴しに⾏こう! １０名

第 ４回 7月 2日(月) 先輩弁護⼠と裁判を傍聴しに⾏こう! ７名

第 ５回 8月 5日(日) オープンキャンパス企画：⾏列のできる?!早稲⽥法律事務所 ８名

第 ６回 10月 5日(⾦) LAW & TECH TALK!（情報通信業法務部） ５１名

第 ７回 10月 19日(⾦) LAW & TECH TALK!（情報通信業法務部） ４５名

第 ８回 11月 7日(水) LAW & TECH TALK!（IT 企業家 弁理⼠） １４名

第 ９回 11月 16日(⾦) LAW & TECH TALK!（法務人材・法務部・弁護士必須の交渉術） ２３名

第 10回 12月 6日(木) LAW & TECH TALK!（テクノロジー社会における法律と経営管理） ４０名

第 11回 12月 20日(木) LAW & TECH TALK!（法律会計事務所） １６名

第 12回 12月 27日(木) 法律事務所訪問（ｱﾝﾀﾞｰｿﾝ･⽑利･友常法律事務所） ３４名（定員制・先着）

⼥性法曹輩出促進プログラム

⼥性法曹輩出促進プログラムもまた、付加価値を有する多様な⼈材を法曹として輩出するという法務研究科の理念を

実現するための取り組みである。本プロジェクト（以下、“FLP: Female Lawyers Project”と呼ぶ。）は、2015年4

月の始動後、(1)学⽣に⻑期的な法曹としてのビジョンを持たせることを⽬的とした、社会で活躍する⼥性法曹を招いた

講演会等の実施、(2)学⽣が⾝近なロールモデルやメンターを得ることを⽬的とした、⾝近な⼥性法曹との交流会の実

施、(3)⼥性の学⽣に対する具体的な学修⽀援等の実施、の３つの柱を⽴てて活動を実施してきた。2018 年度は、

他⼤学と共催実施したシンポジウム「ロースクールに⾏こう！⼥性法律家はこんなに⾯⽩い！」、ロールモデルとしての若

⼿⼥性法曹との交流会「⼥性法曹カフェ」、⽉例実施の待機型学内交流会「おしゃべりカフェ」、⼥⼦⼤ 2 校への出張

説明会、などを実施した。
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２．2019 年度計画

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

法学部

・2021⼊試実施要項の⾒直しに係る予告対応が求められるばかりでなく、厳格な定員管理、⼤学⼊学共通テスト、

帰国生・外国学生入試の体制など喫緊の課題が迫っているが、2021 入試改革をターゲットにするばかりではなく、ア

ドミッション・ポリシーの点検とともに、⼊学試験制度構想委員会を中⼼に据えて取り組むこととしている。

・現実的な課題としては、⼀般⼊試における解答の公表への対応や選択科⽬の検討、⼤学⼊学共通テストの利⽤⽅

法や日程等の検討、帰国生・外国学生入試そのもののあり方の検討、附属校・系属校との連携強化および推薦希

望者受入数の適正化に向けたさらに具体的な交渉等が挙げられる。

法学研究科

・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）については、引き続き積極的な

入試広報を進め、さらなる知名度とプレゼンスの向上を⽬指す。

・⺠事法学・公法学・基礎法学専攻についても、法学部生の内部進学促進やAO⼊試を利⽤した修⼠学⽣の獲得、

法務研究科や法曹界からの博士課程進学者獲得に努め、我が国における法学研究者養成大学院としての使命を

引き続き担う。

法務研究科

・⽂部科学省中央教育審議会⼤学分科会法科⼤学院等特別委員会における「法曹コース」に係る議論を踏まえ、

2019年度春学期頃には関係法令が公布・施⾏されることが予想される。2018 年度からの検討を踏まえ、法学部

3年・法科⼤学院 2年の5年⼀貫法曹養成教育システムを構築するための協議を法学部と法務研究科により継続

実施していく。その過程において、法曹コース修了予定者が法務研究科への進学する場合の⼊学者選抜⽅法(特別

選抜)を確定していく。なお、2018年度⼊試より実施している「学部 3年次⽣特別⼊試枠」は、2020年度⼊試に

おいても実施する予定としている。

・引き続き、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。また、全国各地での法学

部生向け進学説明会開催を継続していく。また、他大学法曹コースと法務研究科との接続に関する法曹養成連携

協定締結を想定した準備協定を締結した地方 3大学・都内 1⼤学を中⼼に法曹志願者ガイダンスの実施を⾏って

いく。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

法学部

・2018〜2021⼈事計画を執⾏するとともに、獲得に至らなかった「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計画を⾒直す。また、⼈事調整委員会において、2022年度以降の次期⼈事計

画策定に向けた準備を進める。

・法学部 3年・法科⼤学院 2 年の 5年⼀貫法曹養成教育システムを構築するための協議を継続する⼀⽅で、１年

導入講義「法曹の仕事を知る」の科⽬区分と曜⽇時限を変更し、1年法曹演習（実務家出⾝教員担当）とともに

「法曹コース」における推奨科目として位置づけ、潜在的法曹志望者を把握するなど、「法曹コース」設置に向けた準

備を進める。

・⾼度授業 TA 導入科目を 22科⽬へ増やし、ディスカッション⽀援、論点整理・法律答案作成⽀援、教材作成⽀援

等を通じて教育効果のさらなる向上を図る。

・多様な進路選択に資するよう３年卒業要件を⾒直し、また、法学研究科設置科⽬の先取り履修を可能とする。
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・法律学習相談室による学習⽀援体制を強化し、授業支援のみならず、教科書・参考書の選び方、法的文章や演

習論⽂の書き⽅、判例データベースの使い⽅、⽂献検索やその引⽤⽅法、法務研究科進学や司法試験・予備試験

に向けた勉強方法など⼀層充実させるとともに、法律学習に躓いた学生、問題を抱えた学生にもさらに利⽤しやすい

環境を整える。

・⼤学総合研究センターと連携し、成績分析を通じた多⾓的学⽣⽀援に試⾏的に取り組む。

法学研究科

・修士課程の教育研究の底上げを目的とし、招聘外国人講師による集中講義の複数開設、英語による日本法発信

のための法学情報収集、論⽂作成のためのリサーチ⼒強化に重きを置いた授業等の新規開設について検討を進め

る。なお、必要となる財源を確保するために、末延財団の寄付講座公募申請を⾏う。

・「法学研究の基礎」のみならず、⾼度授業TAを13科⽬に導⼊し、演習科⽬においても⼀層の⾼度化を図るとともに

後に研究者となる大学院生の豊かな教育経験にもつなげる。

法務研究科

・⽂部科学省中央教育審議会⼤学分科会法科⼤学院等特別委員会における「法曹コース」に係る議論を踏まえ、

2019年度春学期頃には関係法令が公布・施⾏されることが予想される。法学部3年・法科⼤学院 2年の 5年⼀

貫法曹養成教育システムを構築するための協議を2018年度からの検討を踏まえ、法学部と法務研究科により継続

実施していく。その過程において、法学部と法科大学院既修者コースの教育課程とが一貫的に接続する体系的な教

育課程の編成及び教育連携協定の締結のための協議を法学部と法務研究科により進めていく。また、連携協定のた

めの準備協定を結んだ地域の各大学との間で、法学部と法科大学院既修者コースの教育課程とが一貫的に接続す

る体系的な教育課程の編成及び教育連携協定の締結を進めていく。なお、法務研究科では、すでに、2018 年度

⼊試より、早期卒業または⾶び⼊学を利⽤する「学部 3年次⽣特別⼊試枠」を設置し、この⼊試枠での⼊学者に

は、アカデミック・アドバイザーを付けて学修サポートを充実させ、即戦⼒法曹育成コースに連動できる特進コースを設け

て、法学部 3年・法科⼤学院 2年の法曹養成を先⾏させている。この「学部 3年次⽣特別⼊試枠」は、2020 年

度⼊試においても実施する予定としている。

・法学部 3年・法科⼤学院 2 年の 5年⼀貫法曹養成教育システム構築に伴う法務研究科既修者コースのカリキュラ

ム改訂に着⼿し、議論を進めていく。また、全国の法科⼤学院の中で最も多く未修者から法曹を輩出してきた伝統を

持続しつつ、未修者学修サポートの充実などにより未修者教育のさらなる改善と併せて法務研究科未修者コースのカ

リキュラム改訂に着⼿し、議論を進めていく。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

比較法研究所

・比較法研究所創⽴ 60 周年記念事業の成果をまとめる。社会の持続可能性を損ねる現⾏法制度や諸前提を批判

的に検討する創⽴ 60 周年記念国際シンポジウムと、このシンポジウムに向けて⽴ち上げた４つのクラスタ（⼟地利⽤

クラスタ、⾦融・企業⾏動クラスタ、環境法クラスタ、ケア社会クラスタ）がシンポジウム後も順次ワークショップを開催し

て研究課題を掘り下げ、全体討議を⾏い、１０⽉のシンポジウムで研究結果を発表するとともに、出版原稿にまとめ

ていく。

・全所的研究教育プロジェクト「Law and Sustainability 学の推進」に引き続き取り組むとともに、「AI/ロボットと法」

を全所的研究教育プロジェクト「先端技術と法」に発展させて本格的に活動を開始し、現在は技術的側面のみが注

⽬されている先端技術を社会に導⼊する際に、解決しておくべき法学的課題、整備すべき法制度等について、理⼯

学と法学の双方の視点から検討を加える。

・中国社会科学院法学研究所との学術交流を継続し、９⽉にシンポジウム「新技術と法」を北京で開催する。なお、こ
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の事業には野村財団の国際交流助成を獲得する。

・２１件の共同研究プロジェクトを⾏う。

・テーマセミナーとして「スポーツと法」を取り上げる。法学部横川敏雄記念公開講座と連携し、広く学⽣、社会⼈に開か

れたものとする。

・研究成果を広く学内外に還元するために、自主企画および研究所員の申請により学内外から講師を招き、公開講演

会やシンポジウムを開催する。また、教育貢献の一環として学生に開かれた学際セミナーを企画・実施する。

・「⽐較法学」第５３巻第１〜３号、叢書第４７号 『法の支配と法治主義』（翻訳）、「Waseda Bulletin of

Comparative Law」（英⽂年報）第３８号 を出版する。なお、「比較法学」第５４巻第１号より、論説原稿に

ついては査読制度を導⼊することとし、その準備を進める。

法務研究科・法務教育研究センター

・2016度から実施している法務教育研究センターを中⼼としたリカレント教育プログラムをさらに改善しながら、実施す

る。特に、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っていく。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。法務教育研究センターに退職教員等を招聘研究員として積極的に受

け入れ、科研費による研究活動を活性化していく。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

法学部

・法学部独⾃の短期留学プログラムであるハワイ大学ロースクールスタディプログラムを確実に運用し、帰国後の高い動

機づけにつなげるとともに、学部レベルでの法学専攻が存在しないアメリカを含め、英語圏への留学を促進するため、法

律選択科⽬に単位認定可能な英語科⽬を提供している海外大学の調査を進める。

・留学センターと連携し、留学プログラム参加学⽣に対する学外奨学⾦の獲得や「海外への学⽣引率プログラム助成制

度」の⼀層の活⽤を図る。

法学研究科

・現代アジア・リージョン法 LL.M.コース（各国、マクロ・リージョン、グローバルの各次元と相互交差により法が生成する

現代の状況を的確に把握し、法的視座をもってグローバルに活躍できる⼈材を育てる知識拡⼤型コース）の魅⼒やユ

ニークさを維持・発展させることにより、結果として、多国からの志願や海外大学からの連携オファーが続く状況をキープ

する。

・現代アジア・リージョン法 LL.M.コースを中心とした海外大学との箇所間協定、ダブルティグリー設置に向けた具体的検

討を⾏う。さしあたり、教員学⽣交流の実績ができつつあるベルギーのルーヴァン・カトリック大学を候補として交渉を開

始する。

・末延財団⽐較法・外国法研究教育プロジェクト助成の最終年度として、博⼠後期の学⽣を中⼼として国際的な研

究活動をさらに支援する。

法務研究科

・法科⼤学院教育における法曹としての付加価値付与機能の強化を⽬指しており、この中で国際化への対応⼒強化

を掲げている。社会のグローバル化に伴い、企業法務のみならず、⺠事事件、家事事件の分野においても、国際的視

点を持った法曹の輩出が急務であることは、論を待たない。法務研究科では、(1)交換協定に基づく留学、(2)海外

エクスターンシップへの派遣、(3)コンソーシアムを組む海外ロースクールにおけるGlobal Forumへの派遣、(4)本研究

科で実施される Transnational Program への参加、(5) 英語で実施される授業の履修を求めるグローバル・ビジ
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ネス・コースの設置、(6)外国学⽣との授業内外における交流、(7)アジア諸国の法曹育成支援、そして(8)新たな海

外学術交流先の開拓といったプログラムを重層的に提供することにより、様々な学習段階において利⽤可能な国際的

な経験・学修の機会を与え、法曹に求められる国際感覚を学生に養わせることを目的とする重層的な国際化プログラ

ムを実施している。これらのプログラムを継続実施し、派遣留学⽣、グローバル・ビジネス・コースの修了者および学内で

の国際プログラムへの参加者を増加させていく予定である。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

Lawyers’ Salon

早稲⽥⼤学リーガル・クリニックに加えて早稲⽥リーガルコモンズ法律事務所の協⼒も得て、若⼿法曹等と近い距離感

で交流するプロジェクト「Lawyers’ Salon」の２年⽬を充実させる。特に、法学部１・２年⽣が活発な質疑応答に参

加する企画を実現に移す。

さらに、附属校・系属校から来学（あるいは説明会や模擬授業のため訪問）する機会に、早稲田大学リーガル・クリニ

ックの若⼿弁護⼠が法曹の仕事を伝える企画を組み合わせることも模索したい。

⼥性法曹輩出促進プログラム

⼥性法曹輩出促進プログラム（以下、“FLP: Female Lawyers Project”と呼ぶ。）の (1)学⽣に⻑期的な法曹と

してのビジョンを持たせることを⽬的とした、社会で活躍する⼥性法曹を招いた講演会等の実施、(2)学生が身近なロー

ルモデルやメンターを得ることを⽬的とした、⾝近な⼥性法曹との交流会の実施、(3)⼥性の学⽣に対する具体的な学

修⽀援等の実施、の３つの柱を中⼼に活動を実施していく。未だ必ずしも社会における⼥性法曹の数が⼗分ではない

現状に鑑み、法務研究科から付加価値を有する⼥性法曹の輩出を積極的に促進するための次の 5 つの総合的な取

組を⾏っていく。①⼥性が法曹になることの魅⼒ややりがいを⼥⼦中⾼⽣、学部⽣に伝え、より多くの⼥性に法曹を志し

てもらうための説明会やシンポジウムの開催、②他の法科⼤学院や⽇本弁護⼠連合会、⼥性法律家協会等、関連

機関と協働し、⼥性法曹を輩出することの意義を広く社会に広めるネットワーク活動、③学生に付加価値を有した法曹

としてのビジョンを持たせることを⽬的とした講演会等の実施、④学⽣が⾝近なロールモデルを得ることを⽬的とした交流

会の実施、⑤在学中の出産育児を経る者を含めた⼥性の学⽣に対するきめ細かい具体的な学修⽀援等の実施。

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

１．2018 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

１．大学入学共通テストの導入に向けた検討状況

１）大学入試センター試験利⽤⼊試（センター＋⼀般⽅式）、⼀般⼊試（ドイツ語・フランス語・中国語・韓国語選

択）、新思考入試の３つの⼊試制度でセンター試験を共通テストに置き換える形での利⽤を検討している。

２．英語外部試験導入に向けた検討状況

１）2017年度より導⼊した⼀般⼊試（英語４技能テスト利⽤型）は、志願者数が右肩上がりで推移している。

２）一般入試に代わる入試の検討状況

現在の⼀般⼊試の枠組みの変更は予定しておらず、これまで同様、国語、英語、世界史、⽇本史について独⾃に問

題を作成し、実施することを検討している。

３．入試広報の展開状況

１）対面

オープンキャンパス、模擬講義・学部説明、進学相談会、大学院説明会（全学・文研独自）等を実施し、受験生に

直接学術院の最新情報を伝えるとともに、受験⽣側のニーズをヒアリングし、⼊試制度設計等の参考情報とした。

特に、オープンキャンパスについては、2年前まで早稲⽥キャンパスで実施していたが、⾼校⽣のオープンキャンパス参加の

⽬的上位に「実際のキャンパスや施設を⾒ること」があがっていることもあり、2017年度から⼾⼭キャンパスで実施してい

る。本年度は学部説明会を録画のみとすることで来場者の集中を防ぎ、多彩な模擬講義の実施による企画の充実と

来場者の満⾜度向上につなげた。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

１．教員採用に関する取り組み

１）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）

２）コロンビア大学教授 2名を訪問教授として継続嘱任

３）UCLA上級准教授 1名を JA による任期付准教授として嘱任

４）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

５）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

６）世界的に著名な作家1名を訪問教員嘱任

７）本学術院教員 1名を、教育・研究の連携のため UCLA に派遣

８）⼈事要望の可否判断の際に、⽂学学術院全体で⼥性教員の⽐率を 3 割とすることを考慮

９）作家・ジャーナリストなどの特殊なケースを除いては、公募を中心に教員採用をすすめてきた。

２．学部・大学院のカリキュラム改革

１）大学院文学研究科「国際日本学コース」(Global-J)博士後期課程の開設（9月）

２）文学部中東・イスラーム研究コースの進級者受入開始
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３）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）

４）2021年度からの学部語学改⾰に向けた英語オンデマンド授業開発準備

５）2020年度からの初年次教育の改⾰に向けた検討

４．クォーター制の取り組み

１）学術院としてのクォーター制運用ルールを定め、⽂化構想学部多元⽂化論系の英語学位プログラム(JCulP)と中

国語中国文学コースが全面的にクォーター制を導入している。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

１．研究推進・支援体制

１）総合人文科学研究センター（以下「人文研」）の⼀研究部⾨（以下「研究部⾨」）である「⾓⽥柳作記念国

際⽇本学研究所（以下「⾓⽥研」）」および同部⾨を⺟胎として展開する SGU「国際日本学拠点」の双方で、学

術院としての活動との有機的な連携を確保しつつ推進・展開している。（SGU拠点の詳細は「国際関連参照）

２）「柳井正イニシアティブ・グローバル・ヒューマニティーズ・プロジェクト」を⽶国 UCLA と共同で推進し、特に米国―日

本間での研究者交流・学⽣交流、そして⽇本⽂化理解についての橋渡しのための諸施策を実施した。

２．科研費獲得の促進

１）合計 採択者３２名となり、昨年度⽐で１０名の増加となった。

２）科研費獲得の促進策として、『日本学術振興会特別研究員（DC）』 応募チャレンジセミナーを新たに開催

した。（4月 11日）

３．研究関連シンポジウム、フォーラム等の開催

１）人文研を通じた研究部門活動の支援

・研究部門主催・共催の研究会・シンポジウムの開催増 （主催16件、共催 38件、後援 2件）

・SGU「国際日本学」拠点と連携したシンポジウム等の開催（「国際関連」参照）

２）「⼈⽂研年次フォーラム」の開催（12 月 8・9 日）

３）「東アジア人文学フォーラム」（12 月、中国南開大学）での研究成果発表および共同研究の推進

４）SGU国際日本学拠点は既存の分野に加えて「英文学」「歴史」「演劇」「メディア」の４分野を付加し、各々の

拡大分野のリーダーを決め、多方面での展開を開始した。

４．研究領域を越えた研究連携の促進

１）新任教員による研究内容自己紹介を中心に、ランチセミナーを開催した。（5月 9日、7月 25 日）

２）データ科学総合研究教育センターの協⼒・⽀援による、データを活⽤した⽂理融合による研究の促進

３）⼈⽂学の領域を越えたプロジェクト研究の推進

５．研究成果（英文）発信の取り組み

１）「Waseda RILAS JOURNAL」の発⾏（掲載論⽂の１割が英⽂）

２）英語論⽂執筆の推進 英語論⽂執筆セミナーを新たに開催した。（12 月）
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６．若⼿研究者の⽀援

１）若⼿研究者には⼈⽂研の助教、助⼿として、また研究部⾨の招聘研究員として、当該組織における研究活動へ

の参画を促した。

２）⼈⽂研において「助教・助⼿研究⽀援制度」を推進した。

３）若⼿研究者が企画する研究会等の開催

４）人文研サイト内に「キャリア初期研究者支援」サイトを設置した。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

１．学⽣交流

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

２）Waseda-UCLA リサーチ・フェローシップ・プログラムによる大学院生の受入

３）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

４）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

５）「⼤学院⽣短期派遣助成制度」を活⽤した派遣 11 件（11月時点まで）

６）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

７）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導⼊

2．研究関連国際イベントの開催

１）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

２）中東・イスラーム研究に関する国際会議を開催

3．国際共同研究

１）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

２）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

4．連携の模索

１) バーミンガム大学と連携した学術活動を実施

２) スタンフォード大学との連携強化に向けて協議を継続

３) 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

４）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

5．研究関連国際イベントの開催

１）本学にて坪内逍遥大賞受賞者である柴田元幸名誉教授（東京大学）と JA 教員マイケル・エメリック准教授

（UCLA）による対談「日本文学としての翻訳文学」を主催（7月）

２）本学にてクリスティーナ・イ准教授(University of British Columbia）による講演会“COLONIZING

LANGUAGE-Cultural Production and Language Politics in Modern Japan and Korea”を主催（7月）

３）本学にてアーロン・ジェロー教授（Yale University）、岩本憲児名誉教授（本学）、マーク・ノーネス教授
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(University of Michigan)登壇による国際シンポジウム「⽇本戦前映画論-映画理論を再発⾒する」を主催（7

月）

４）本学にて二日間にわたる朝河貫一没後 70 年シンポジウム「朝河貫⼀とイェール－⼈⽂学の形成とその遺産」を

共催(7月)

５）本学にて訪問教員の多和⽥葉⼦⽒による国際ワークショップを開催（7 月）

６）早稲田大学演劇映像学会第38回大会第二部のシンポジウムにてJA教員の嶋崎聡子准教授（USC）による

講演「アメリカにおける日本演劇-研究と上演の現在」が実施（7月）

７）本学にて、訪問教員のハルオ・シラネ教授（コロンビア大学）による講演会ならびにオープンクラスルーム

“Participatory Culture and Creative Remix: From Traditional Japanese Performance Arts to

Contemporary Manga”「参加型文化」と日本 -伝統芸能から現代マンガまで－を主催（8月）

８）本学にて、トーマス・ガウバッツ助教 (Northwestern University)による講演会“The Phantasmal

Sophisticate: Mediation And Distinction In 18th -Century Edo” 「幻想としての通－洒落本に⾒えるメディ

アと身分」を主催（9月）

９）本学にて、上原⿇有⼦教授（京都⼤学）による講演会「創造する翻訳－近代⽇本哲学の成⻑をたどって」の

開催協⼒（9 月）

10) 坪内逍遥大賞受賞者であるアーサー・ビナード氏による講演会「知らなかった、ぼくらの日本語－アメリカ生まれの

詩⼈がこれからの列島の⾔葉を語る」を主催（10 月）

11) UCLA にて、Yanai Initiative との共催にて“2 Days of Noh”として、竹本幹夫教授（本学文学学術院）によ

る講演会、能面師によるワークショップ、英語能公演を含むイベントを開催（10月）

12) 本学にて、ジェイ・ルービン名誉教授（ハーバード大学）と翻訳家である柴田元幸名誉教授（東京大学）との

対談イベント“Putting Together a New Anthology: Book Launch Event for the Penguin Book of

Japanese Short Stories 〜Penguin Book of Japanese Short Stories”を主催（10月）

13) 本学にて、訪問教員の多和⽥葉⼦⽒とジャズピアニスト⾼瀬アキ⽒によるパフォーマンス＆ワークショップ 2018 を

共催（11月）

14) 本学にて、早稲田大学におけるバーミンガム大学デーの一環として日・英国際シンポジウム「現代のシェイクスピアの

翻案と上演をめぐって（Adapting Shakespeare for the Stage Today）」を共催（11月）

15) 本学にて、ティファニー・スターン教授（バーミンガム大学）による講演会“Tragedy and Performance in the

Time of Shakespeare”を共催（11月）

16) 本学にて、訪問教員であるディヴィッド・ルーリー准教授（コロンビア大学）をコメンテーターとする国際シンポジウム

「古代史料に⾒る歴史と⽂学」を主催（1 月）

17) 本学にて、「フランク・ホーレー研究の基盤と展望 －遺品資料活⽤の未来像－」を主催（1 月）

18) UCLA にて、Yanai Initiative との共催にて“The Art of the Benshi”が開催（3月）

19) UCLA にて、UCLA－早稲田 国際シンポジウム“The Women in the Story: Female Protagonists in

Japanese Narratives” 「物語の中の⼥性－－⽇本のナラティブにおける⼥性主⼈公とは」が開催（3 月）

6．国際共同研究の成果

１）2018年3⽉に実施した「不可能への挑戦 形のないアートを保存する －博物館におけるパフォーミングアーツとメ

ディアアーツのアーカイブと展示を巡って－」について報告書を公開した。（3月）
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２．2019 年度計画

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

１．入試広報の展開状況

１）前年度に続き、３つの媒体（対⾯、紙、ＷＥＢ）の連携を意識した広報を展開していく。

特に、学部パンフレットについては「ワセ⽂」をキーワードとして、⽂化構想学部と⽂学部、また学びの場となる⼾⼭キャン

パスを受験生に強く印象づけるべく、コンテンツ、デザインともに新しい試みを展開する予定である。

また、オープンキャンパスについても⼾⼭キャンパスでの実施３年⽬となり、運営の安定とともに課題も明確になってきてい

ることから、よりブラッシュアップした内容での実施を予定している。

２．その他

１）2021年度からの⼤学⼊試センター試験利⽤⼊試（センターのみ⽅式）および帰国生入試の廃止を決定済で

あり、それに伴う定員の⾒直し等を検討する予定。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

１．教員採用に関する取り組み

１）コロンビア大学教授 2名を訪問教授として継続嘱任

２）UCLA教授 1名を JA による教授（任期付）として嘱任

３）UCLA准教授 1名を JA による准教授（任期付）とする協定の締結を交渉

４）コロンビア大学准教授 1名を JA による任期付准教授として嘱任

５）世界的に著名な作家 1名を訪問教員嘱任予定

６）⼈事要望の可否判断の際に、⽂学学術院全体で⼥性教員の⽐率を 3 割とすることを考慮

２．学部・大学院のカリキュラム改革

１）大学院文学研究科「国際日本学コース」（Global-Ｊ）修士課程開設準備

２）2021年度からの学部語学改⾰に向けた英語オンデマンド授業開発

３）⽂化構想学部・⽂学部副専攻に関わる証明書の発⾏開始

４）2020年度からの初年次教育の改⾰検討

５）2021年度からの学部語学改⾰に向けた英語オンデマンド授業開発

３．持ちコマ数削減に向けた取り組み

１）専任教員の持ちコマ数削減に向け、2020年度から、学科⽬配当アンケートに先⽴って、講義科⽬の隔年開講

等の可能性を専任教員に検討・導入してもらう予定

２）いくつかの講義科⽬を隔年開講にできれば、持ちコマ数の削減とともに、教室配当にも余裕が⽣じるものと思われ

る。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

注）SGU「国際⽇本学拠点」、「柳井正イニシアティブ・グローバル・ヒューマニティーズ・プロジェクト」での活動についての

記述は主に「国際分野」に記すこととする。

P23



6

１．研究推進・支援体制

１）国際交流の多⾓化

・従来培われてきた米国の諸機関との強固な連携に加えて、東アジアやヨーロッパなどの諸地域との関係を一層強化す

ることで、交流の多⾓化を図ろうとするものである。

・人文研に「拡大するムスリム社会との共生 ： 歴史的背景とグローバル化」研究部門が加わり、活動を展開すること

で、多角化を推進する。

２）国際配信の強化

・「５．研究成果（英文）発信の取り組み」参照。

２．科研費獲得の促進

１）若⼿研究者を対象とした『⽇本学術振興会特別研究員（DC）』 応募チャレンジセミナーを引き続き実施する。

２）本学術院以外の主催による科研費獲得セミナーの情報共有を強化する

３．研究関連シンポジウム、フォーラム等の開催

１）研究部門主催・共催の研究会・シンポジウムを開催する。

２）⼈⽂研年次フォーラムを開催する。（12 月・予定）

３）東アジア人文学フォーラム（10月、漢陽大学校・予定）での研究成果発表および共同研究の推進

４）その他、国際シンポジウム・ワークショップなどを積極的に実施する。

４．研究領域を越えた研究連携の促進

１）新任教員による研究内容自己紹介を中心としてランチセミナーの開催を継続する。

２）データ科学総合研究教育センターの協⼒・⽀援による、データを活⽤した⽂理融合による研究の促進

３）⼈⽂学の領域を乗り越えたプロジェクト研究の推進

４）⼈⽂研の部⾨の構成研究所員を中⼼としたオムニバス授業（⼈⽂研総合講座）開講の可能性を模索する。

５．研究成果（英文）発信の取り組み

１）2018 年度、新規に実施した英語論文執筆セミナーを引き続き実施する。

２）国際シンポジウムなどの研究成果を英語論⽂化し、「Waseda RILAS JOURNAL」に掲載することで、同誌上に

おける英語論⽂数の増加をめざす。

６．若⼿研究者の⽀援

１）若⼿研究者の⼈⽂研の助教、助⼿、研究部⾨の招聘研究員などへの受け⼊れを継続する。

２）⼈⽂研における「助教・助⼿研究⽀援制度」を継続して推進する。

３）キャリア初期研究者支援サイトの充実

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

１．学⽣交流

１）⽇本語要件を課さない交換留学⽣受け⼊れ開始

２）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
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３）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

４）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

５）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

６）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受入

７）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

２．研究関連国際イベントの開催

１）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

３．国際共同研究

１）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

４．連携の模索

１）バーミンガム大学と連携した学術活動を実施

２）スタンフォード大学との連携強化に向けて協議を継続

３）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

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

１．2018 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

① 大学入学共通テストの導入に向けた検討状況

2019 年度⼊試から指定校推薦⼊学試験を導⼊し、実施した。実施にあたっては、「思考⼒・判断⼒」、「主体性・

多様性・協働性」、「知識・技能」の学⼒の三要素の総合的判断ができるよう制度設計を⾏った。

② 英語外部試験導入に向けた検討状況

一般入試を除いた主な入試では、出願に際し、英語外部試験において一定のスコアを取得していることを条件として

実施した。

③ 一般入試に代わる入試の検討状況

指定校推薦入学試験、帰国生・外国生入学試験、および学士入学試験を実施し、2020年度以降の⼊試に向

けて、具体的な議論を⾏った。

④ 入試広報の展開状況

オープンキャンパスでは、学部紹介に加え、すべての学科・専攻・専修が模擬授業を⾏い、理学科では研究室公開と

実習体験を実施した。また、各附属・系属高における模擬授業の実施に加え、各種の高大接続事業等を活用し、高

等学校の⽣徒を受け⼊れて模擬授業や演習・実習等を⾏った。

学部案内等の各種の冊子作成と配布や学部ホームページ上での情報提供に加え、大学体験WEB サイト上で学

部案内や各学科・専攻・専修の案内動画を更新・公開した。

⑤ その他

学⼒の三要素に照らし、本学部で求める⼈材の姿を明確化し、各⼊学試験において確認する要素について明⽰す

るようアドミッション・ポリシーを改定した。

指定校推薦入学試験では、多様な価値観を持つ学生を選抜することに成功した。さらに、一部の学科においては、

入学前課題等を課すことで、円滑な⾼⼤接続を⽬指した。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

① 学科・専修の再編および副専攻制度（総合科学プログラム）の導入

学部教育課程改⾰の⼀貫として、従来の社会科学専修を公共市⺠学専修へと改組し、カリキュラムを⼀新した。こ

れは高等学校教育課程における必修科目「公共」の新設に対応して多くの優秀な教員を養成することを目指すと同時

に，グローバル化する世界で期待される市⺠的素養の育成という課題に、より積極的に取り組む姿勢を⽰すものであ

る。さらに教育学部全体で副専攻制度（総合科学プログラム）を導⼊し、⼈⽂社会科学と⾃然科学の枠を越えて学

習を進めるプログラムと、英語以外の外国語の学習を重点的に進めるプログラムの設置を決定した。
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② 教職大学院における取り組み

2017年度に再出発し、完成年度を迎えた教育学研究科⾼度教職実践専攻（以下、「教職⼤学院」）において

は、特にカリキュラムの重要な柱である「学校における実習」について、学校臨床実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲそれぞれの目的や系統

性を⼀層明確にし、連携協⼒校の協⼒を得て指導に⽣かしてきた。

また、「主体的・対話的で深い学び」を実践できる専⾨職を養成するために、より実践的な⼒量形成を意図したカリキ

ュラムや授業構成、指導⽅法を編成・実施するとともに、教育評価の在り⽅について学ぶ機会を提供し、次年度のカリ

キュラム編成に反映させた。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

① 教育総合研究所における事業推進

 研究支援事業

教育・総合科学学術院以外の教員を含め合計 14部会が採択され、そのうち半数が日本以外の国の言語や文

化、歴史等をテーマにした研究部会であった。また、成果発表として、2019年１⽉に各部会の公開研究発表会を開

催し、いくつかの部会においては、研究所紀要『早稲⽥教育評論』 33（1）にて論⽂または報告が掲載された。

 企画事業

研究所主催の講演会では海外の講演者も招聘し、⽇本を含めた各国のケースを報告・議論する場が設けられた。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

① 国際交流事業の展開

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。

また、2018年度秋に学術院で開催した４⼤学交流事業実施の際は、初めてイリノイ⼤学（⽶国）からの派遣教

員を受け入れた。

留学促進のための環境整備の⼀環としては、帰国した学⽣がすみやかに卒業に向けた履修計画をたてられるよう、外

国⼤学で取得した単位の認定を迅速化する制度改正を⾏った。また、教員による海外への学⽣引率を継続的に⾏っ

ている。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

○教職支援センターにおける事業推進

教員養成組織としての教職支援センターは、教職課程カリキュラム運営、地区稲門教育会との連携、教員養成

および現職教員へのサポートを推進することを目的として、以下の事業を実施した。

① 教育学部および大学院教育学研究科に設置される教職課程科目の調整

教育学部に配置された教職課程の科目の調整をおこなうとともに、教育学部新入生向けに 2018年 3月29日
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に教職課程説明会を開催した。

② 教職課程認定申請および教職課程変更申請

教職課程の認定を受けるために認定（変更）申請を⾏い認定された。

また、昨年度申請した再課程認定に関する指摘事項（学則に定められた入学者定員区分ごとの教職課程認定

申請）について対応（学則変更）した。

③ 教育実習・介護等体験等の企画および運営

2018 年 2月 2日に教育実習ガイダンス（参加者数約 600 人）を開催した。

2018 年 4月 4日に介護等体験ガイダンス（参加者数約500人）を開催した。

④ 教育インターンシップ・教育ボランティア等の企画および運営

教育インターンシップ先と箇所間協定を締結した。

⑤ 教員就職指導室の運営および教員志望者への就職支援

教員就職指導室を運営し、3,954 名の相談を受けた。

教員志望者への就職支援として、指導会を５回開催した。

⑥ 教員免許更新講習の企画および運営

教員免許更新講習を 5日間開催し、延べ 1,338 名の参加があった。

⑦ 稲門教育会事務局運営および地区稲門教育会の活動支援

稲門教育会事務局を運営し、2018 年 5 月 23 日に総会（参加者約 70 人）を開催するとともに、地区稲門

教育会（22地区）の活動を、講師派遣等により支援した。

○教育総合クリニック関連事業

「教育総合クリニック（以下クリニック）」は、教育・総合科学学術院内の教育臨床機関として、児童⽣徒や保護者、

さらには学校教員に対し、教育に関わる相談や教育・研修プログラムを実施しており、2018年度は⼤きく２つが実施さ

れた。

①2017年９⽉に施⾏された「公認⼼理師」の国家資格取得に伴い、関連するカリキュラムを教育学部、教育学研究

科で導⼊し、その実習機能をクリニックの臨床機能に組み⼊れた。これまで主に陪席のみだった教育機能を実習と指

導の範囲まで広げ、活動場所も移転し拡張されることから、教育機能と臨床機能を強化するための環境が整備され

た。

②クリニックの相談料およびプログラム参加費の有料化を⾏った。相談員や講師謝礼のための雇⽤財源を確保し、今後

のプログラムの充実につなげることが目的である。
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２．2019 年度計画

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

① 大学入学共通テストの導入に向けた検討状況

指定校推薦⼊学試験により⼊学した学⽣の学修状況等の確認を⾏い、より充実した⼊試制度となるよう検討を⾏

う。

また、本学部の特⾊である、多様な科⽬を利⽤した⼀般⼊試の、より効果的な運⽤法を検討し、多様な価値観を

もつ学生の獲得を目指す。

② 英語外部試験導入に向けた検討状況

現状の英語外部試験の利⽤状況を検討し、より効果的な運⽤を⽬指す。

③ 一般入試に代わる入試の検討状況

指定校推薦入学試験、帰国生・外国生入学試験、および学士入学試験の実施内容を検討し、具体的な実施準

備をすすめる。

④ 入試広報の展開状況

オープンキャンパスにおける学部紹介に加え、模擬授業をすべての学科・専攻・専修において⾏い、研究室公開と実

習体験等も積極的に実施する。各附属・系属高における模擬授業の実施に加え、各種の高大接続事業等を活用し

て、高等学校の生徒を対象とした模擬授業や演習・実習等を実施する。

教員養成に加え、⽂理融合型・専門探求型の総合科学プログラムの紹介などを通じて、深い専門性・先端性をもっ

た総合科学の研究・教育を実施する本学部の特徴を積極的に広報する。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

① 副専攻制度（総合科学プログラム）の展開

多様な学科専修で構成されている教育学部のリソースを⽣かすべく２０１８年度に導⼊が決定された副専攻制度

（総合科学プログラム）の実際の運⽤を開始することで、領域横断的に思考し、多様な⽅法で世界の諸問題にアプロ

ーチできる人間を育てるという学術院のビジョンの実現を図る。

また、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 教職大学院における取り組み

教職大学院においては、教育研究評価委員会を発展的に改組し、新たに設置した教育課程連携協議会で、従来

以上に他大学、他地域の教育関係者による外部評価を充実させ、教職大学院における教育活動の改善に生かして

いく。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

① 教育総合研究所における事業展開
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研究支援事業では、自箇所、他箇所の教員からの公募研究を広く受け入れ、一般研究に加え、重点や企画研究

も取り入れながら、様々な教育課題に取り組む研究部会を採択し、支援していく。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

① 国際交流事業の展開

学術院内の国際交流委員会を中⼼とした、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た学術交流事業を⼀層推進

すると共に、海外他大学との提携の検討をさらに進める。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

○教職支援センターにおける事業展開

教員養成組織としての教職支援センターは、教職課程カリキュラム運営、地区稲門教育会との連携、教員養成お

よび現職教員へのサポートを推進することを目的として、以下の事業を実施する。

① 教育学部および大学院教育学研究科に設置される教職課程科目の調整

② 教職課程認定申請および教職課程変更申請

③ 教育実習・介護等体験等の企画および運営

④ 教育インターンシップ・教育ボランティア等の企画および運営

⑤ 教員就職指導室の運営および教員志望者への就職支援

⑥ 教員免許更新講習の企画および運営

⑦ 稲門教育会事務局運営および地区稲門教育会の活動支援

○教育総合クリニックでの取り組み

学校教員からのニーズが高まっていることを踏まえ、学校教員を対象とした研修プログラムの充実を検討する。このこと

により、自らが学び学校現場で活かせる仕組みを構築することを目指す。

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

１．2018 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

商学部

１．一般入試改革

入試検討WG において、英語外部検定試験を利⽤する⼊試⽅法や選択科⽬のうち数学と地歴・公⺠の定員を分

ける等の検討を⾏った。その結果、2021年度⼊試から従来の一般入試を改革し、「英語 4技能テスト利⽤型」、「数

学型」、「地歴・公⺠型」を新設することを決定した。

商学研究科

１．商学部出身者の進学促進

商学部と合同で⾏っている「学部・修士 5年⼀貫修了制度」について、学部と連携して広報を⾏った結果、2018 年

9月、2019年 4月をあわせて全体の約 1割にあたる 7名が入学することとなった。また、Ⅲ期入試より商学部卒業者

を対象とした特別推薦入試を開始し、本⼊試に特化した広告出稿、パンフレットの作成など、⼊試の周知に注⼒した。

２．質の高い入学者の確保

2018年度中に実施した修⼠課程⼀般⼊試では、722 名の出願に対して合格率は約 9％となり、より質の高い入

学者を確保した。

３．国内外におけるリクルーティング活動

⼤学院合同⼊試説明会に加えて、研究科独⾃の説明会を年9回開催した。また、7⽉に北陸⼤学、12月に韓国

の大学 4校で説明会を⾏い、全体で約200名が参加した。

４．学生の多様性確保

修士課程においては、約 78％が中国からの留学⽣であることから、学⽣の多様性を確保するため、韓国の⼤学での

説明会を⾏った。また、博⼠後期課程において、2019年度実施⼊試から「JICA 「SDGs グローバルリーダーコース」」

の研修員を受け入れることを決定した。

会計研究科

１．アクチュアリー専⾨コースに係る⼊試制度の新設

2019 年度より新設するアクチュアリー専門コースを対象として、一般入試、学内推薦入試、企業等派遣入試、社会

人経験を重視した入試、飛び級入試の制度を設け、学⽣募集を⾏った。また、学内推薦の出願要件では、理数系学

部に所属する学部生が出願しやすいよう配慮し、最終的に 10名が⼊学⼿続を⾏った。

２．既存入試の機会拡大・要件緩和の検討

学内推薦における必要GPAの引き下げを検討し、2020年度⼊試から実施することとした。また、学内推薦・企業等

派遣・社会人経験入試の対象として、アクチュアリー専門コースを加え、会計専門コース・アクチュアリー専門コースともに

飛び級入試を新しく導入した。

３．学生リクルート体制の強化

大学院合同説明会に加えて、研究科独⾃の説明会を年 9 回開催し、うち 5回はアクチュアリー専門コースの説明会

も同時開催した。説明会では模擬授業や修了⽣による講演、個別相談も⾏い、研究科の魅⼒を効果的に伝えた。ま

た、日本アクチュアリー会によるアクチュアリー資格既取得者向けのセミナーを学内で複数回開催し、業界内でのアクチュ

アリー専門コースの周知・広報に努めた。
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４．公式 Facebook による修了⽣・受験⽣への情報発信の強化

授業紹介、入試説明会、セミナー、イベントについて Facebook で随時発信し、リアルタイムかつ研究科を身近に感じ

てもらう情報の発信に心掛けた。また、Facebook を利⽤したリターゲティング広告を実施し、研究科への関心を高める

努⼒を⾏った。

経営管理研究科

１．入試制度の適切な運営、検証

経営管理研究科（WBS）の⼊試制度を適切に運営した。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った。

２．積極的な広報活動の展開

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た。

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した。

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のため、GMAC メンバー校への加盟を目指している。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

商学部

1．新カリキュラムの継続的な検証と問題点の検討

専⾨教育科⽬のうち、選択必修科⽬における卒業必要単位数の⾒直しについて、カリキュラム委員会を中⼼に検討

を進めた。また、国際的な視点を持ち世界を舞台に活躍する「学識ある実業家」を養成することを⽬的とした新トラック

の開設に向け、カリキュラム委員会を中心に検討を進めるとともに、学部運営委員会、カリキュラム委員会の懇談等にお

いて、広く意⾒を聴取した。

2．基本方針に則った専任教員人事の推進

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、2018年度は8名（8名中3名は日本国籍以外

の教員、8名中2名は⼥性）の専任教員が着任し、2019 年度は計3名（2019年 4月着任、3名中 1名は日

本国籍以外の教員）の専任教員の採用を決定した。また、2019年度の教員採⽤より、テニュアトラック制を導⼊する

ことを決定し、審査基準等の詳細を策定した。

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）」の推進

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）」において、2018年度よ

り起業家養成を目的とした 3科目を開講し、延べ 191 名が受講した。

４．全学副専攻の設置準備

全学副専攻の 2019 年度設置に向けて、商学学術院内で検討し、商学部、会計研究科共同で学術的副専攻

「会計学」を設置することを決定し、履修要件の策定、科⽬配当を⾏った。
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商学研究科

１．カリキュラムの充実と常勤教員の採用

カリキュラムを安定的に運用するため、研究基礎科目群の必修科目「統計基礎」を担当する常勤教員の採用を決定

した。また、カリキュラム充実のため、外国語による専⾨科⽬の増設を⾏った。なお、今後も引き続き、商学部と連携して

外国語による専門科目を増設する予定である。

会計研究科

１．カリキュラム改革

(1)クォーター科目の拡大、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

クォーター科⽬数および⽐率は、2017 年度 25科目/134 科目（18.7%）、2018 年度 46 科目/146 科目

（31.5%）、2019 年度 52 科目/144 科目（36.1%）と順次拡大している。また、統計・アクチュアリー系統科目

について、2017 年度 7科目、2018 年度 20科目、2019 年度 25科目と順次増強し、体系化を進めた。

(2)科目数の増加抑制

アクチュアリー専門コース新設に伴う科目設置およびクォーター科目化の推進に伴い、2017 年度 134 科目から

2018 年度 146 科目に増加したが、コース新設に伴うカリキュラム充実と科目数増加抑制を同時に実現するため、他

箇所設置科目の合併科目化を推進（2017 年 8科目、2018 年 7科目、2019 年 11科目）している。

また、2019 年度以降は、「履修登録者が 2名以下の科⽬は原則として不開講とするとともに、不開講となった科⽬

については翌年度の開講を⾒直す」という授業不開講ルールを策定し、運⽤を開始する予定である。

(3)提携講座の拡充

監査法人や IT・コンサルティング企業等による提携講座を開設しており、2017 年度 11 科目（1,200 万円）、

2018 年度 10科目（1,200 万円）、2019 年度 11科目（1,700 万円）と順次拡充している。

２．教育の質の改善

(1)教育内容・方法等の改善、授業参観の拡充

第 4次将来戦略委員会において、カリキュラムの点検・⾒直しを⾏い、運営委員会の議を経て 2019年度から「ワー

クショップ科⽬の選択必修化」、「授業不開講のルール化」、「簿記に関する授業外の講座推奨」、「学部先取科⽬の

拡⼤」について実⾏することとした。

また、春学期14科目（非常勤講師担当科目：14）、秋学期14科目（2018年度新規嘱任の専任教員担当

科目：2、非常勤講師担当科目：12）について、専任教員による授業参観を実施した。

経営管理研究科

１．カリキュラムの適切な運営

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した。

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

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った。

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

図った。
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（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

商学部

1．研究⼒の⾼い教員の招聘

ジョイントアポイントメント制度により、研究⼒の⾼い教員を海外から招聘することを決定し、2018 年度は 1名を招聘

した。

＜2018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 教授）

2．訪問教員等の活⽤による、学術交流の活性化

2018年度は、訪問教員制度により、海外から3名の教員を招聘した。また、2019年度にも同制度にて海外から2

名の教員を招聘することを決定した。

＜2018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）

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

※フー ピンピン氏、マフムード イシュターク氏は 2019年度も招聘予定。

商学研究科

１．訪問教員等の活⽤による、学術交流の活性化

2018年度は、外国等の⼤学等を本属とする顕著な研究業績を持つ 2 名の教員を訪問教員として委任し、学術交

流の活性化を図るとともに、主に博⼠後期課程の学⽣に対する論⽂指導を実施し、研究⼒の強化に努めた。

また、2019 年度も引き続き 2名の教員を招聘することを決定した。

＜2018年度 海外から招聘した訪問教員＞

ギャート ケネス氏 （サンノゼ州⽴⼤学 教授）

メホロトラ ヴィカス氏（アルバータ大学 教授）

※ギャート ケネス氏、メホロトラ ヴィカス氏とも 2019 年度も招聘予定。

産業経営研究所

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

2017 年度研究業績について、業績評価制度を実施し、2018年度に研究費傾斜配分を⾏った。研究所管理委

員会および各研究分科会からは、この業績評価制度について好意的な反響を受けており、2018 年度業績についても

同様に業績評価による研究費傾斜配分を継続することとなった。

また、同時期に導入した産研アワードにおいては、海外トップジャーナルへの掲載があった 6 名に対して表彰を⾏った。

２．公開講座、受託研修による教育活動の推進

予定していた2件に加え、追加で1件を受託し、計3件の受託研修を実施した。また、2019年度実施予定の受託

研修として、新規 3件の受託を決定し、すでに予定していたものと合わせて 5件（うち 2件は海外協定校、1件は海

外企業からの受託）の実施を予定している。

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・フォーラムは、海外学会との共催により、専門性が高く国際色の強い内容で実施し、約70名が活発

に意⾒交換を⾏った。

産研フォーラムは、社会的関心の高い「水道法改正」にフォーカスした内容で実施し、約 250 名の参加があった。
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また、2017 年度にインキュベーション推進室から事業を引き継いだビジネスプランコンテストについて、今年度は初めて

産研単独での運営・開催を⾏った。例年の倍近い約 120 件の応募があり、最終候補 8件から最優秀賞を決定した。

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、7件の研究プロジェクトを実施した。

２．受託研究・共同研究

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)、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)、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)、The Volkswagen Foundation からの助成⾦で開始した共同研究「Quantitative Easing and Financial

(In)stability」(提携担当者:宇野淳教授)を継続して⾏った。

また、株式会社ベイカレント・コンサルティングとの受託研究「異業種M&A のガバナンス研究」(研究代表者:山田英

夫教授)を新規に⾏った。

３．講演会の実施、研究成果の刊⾏

5 月 7⽇〜11 日に第 9回 CEO ラウンドテーブル（早稲田会議）、5月 9⽇に記念講演会を実施し、野口悠紀

雄 特別講義シリーズを毎月開催した。また、海外著名大学の教授等を招聘しWBS グローバルインサイトと称したシン

ポジウムを 4回開催した。早稲田国際経営研究（紀要）第50号を発⾏し、ワーキングペーパーを 3本公表した。

＜WBS グローバルインサイトで招聘した海外大学の教授等＞

・Julian Franks ロンドンビジネススクール 教授

・Ishtiaq Pahsa Mahmood シンガポール国⽴⼤学ビジネススクール 准教授

・W Chan Kim INSEAD 教授

・Steven K. Vogel カリフォルニア大学バークレー校 教授

４．ノンディグリー・プログラム

2018 年度は以下の 38 プログラムを実施し、受講者数は約 4,000 名に達した。

(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) 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) MBA エッセンシャルズ 管理職者向け総合コース

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 7 コース）

G) MBA エッセンシャルズ プロフェッショナル

H) MBA エッセンシャルズ 「文系」でもすぐわかる！最新「ビジネス×テクノロジー」キーワード解説講座
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I) ファンドマネジメント講座

J) インベストメント・バンキング講座

K) 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＞

A) ⻑江商学院 EMBA Japan Module

B) NUS EMBA Japan Module

C) 北京⼤学 EMBA Japan Module

D) ESSEC EMBA Japan Module

(2)カスタマイズドプログラム

企業研修（18社）

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

商学部

1．箇所間協定校の拡充

ハンケン経済大学（フィンランド）と新規に箇所間協定を締結した。さらに、⻄安交通⼤学管理学院（中国）、マニ

トバ大学アスパースクールオブビジネス（カナダ）の 2校と新規箇所間協定および台湾国⽴政治⼤学（台湾）との新

規箇所間ダブルディグリープログラム協定の締結に向けて最終調整を⾏っている。そのほか、2018年度より檀国⼤学校

商経学部（韓国）での短期語学留学プログラムへの派遣を開始し、選考に合格した 9名の学生が参加した。

2．海外での学習経験をカリキュラムに組み込む取組み

中国の社会と⽂化の実情に触れ、異⽂化ビジネスに必要な⾔語能⼒を養うことを⽬的とし、現地⼤学と交流し、実

践的な中国語学習を⾏うとともに、上海稲⾨会の協⼒を得て、現地⽇系企業を訪問・調査し、中国におけるビジネス

の実際を理解させる科⽬『中国語ビジネス研修（2単位科目）』を 2019年度夏季集中科⽬として設置することを決

定した。

３．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 27科目を相互開放科目として継続的に設置した。

商学研究科

⻄安交通⼤学管理学院（中国）との新規箇所間協定締結に向けて、最終調整中である。また、2017 年度は出

願がなかった箇所間協定プログラムについて、計７名の志願者があり、7 名の派遣が決定した。

QTEM（Quantitative Techniques for Economics and Management）Masters Network については、

特に商学部⽣への説明会等での周知活動を強化し、制度の浸透と内部進学者の確保に努めた。

経営管理研究科

１．国際認証の受審対応

欧州系国際認証 EQUIS に対して、2018年 8月に最終の自己評価書を提出、10月 23日から 25日にかけて、

本審査査察団を受け入れた。査察団からは概ね好評価を受け、2019 年 3月に⾏われた認証団体 Committee

Meeting にて、3年間認証の取得が決定した。

米国系国際認証AACSBによる本審査査察団受入が2019年11月11日から 13日に決定した。今後は、7月

10日までにSelf-Assessment Report(自己評価書）を作成、提出するとともに、そこに記載した計画に従った改善
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結果について、本審査にて査察を受ける。

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、新たに国⽴台湾⼤学管理学院と箇所間協定を締結するなど

戦略的に新規協定校を開拓した。

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。

＜2018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）

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）

※小田部正明氏、山脇秀樹氏、メツラー ジョン氏は 2019 年度も招聘予定。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

会計研究科

１．キャリア支援の充実・連携強化

(1)公認会計士試験をはじめとした各種試験支援

当研究科では公認会計⼠論⽂式最終合格を⽬指す学生が多く、エクステンションセンター、公認会計士資格試験

予備校と提携し、学内において直前答案練習講座を実施した。なお、公認会計士試験については試験前の期間を特

別授業期間とし、事前に届を提出すれば⽋席扱いとはしないという制度を設けている。

(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

公認会計⼠論⽂式試験最終合格者による合格体験記や一般事業会社へ会計専門職として内定した学生による

講演などキャリア⽀援を⾏うとともに、公認会計⼠制度説明会を開催し、公認会計⼠による制度説明と合格者による

体験談、研究科紹介を⾏った。

また、公認会計士業界から⽇本公認会計⼠協会会⻑を、アクチュアリー分野から明治安田生命保険相互会社社

⻑を招いて対談講演会を開催し、学生、志望学部生等に対してキャリアの意識づけを⾏なった。

(3)英語関連資格の取得支援、スチューデント・ジョブの活用

エクステンションセンターと提携し、キャリア支援講座の一つとして TOEIC 受験のための講座を当研究科学生が受講で

きるようにしている。また、答練講座 TA、入試説明会個別相談員、一般入試口述試験誘導員を当研究科学生が担

当した。

経営管理研究科

１．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した。

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した。

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った。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した。

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

P39



8

応募可能な国内案件を獲得し、学⽣に情報提供を⾏った。

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

ぐ場を提供した。

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した。

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

える機会を提供した。

さらに、2018年度重点領域研究として採択された「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）について、重点領域研究機構の下に設置されたプロジェクト研究所「イノベーション研究

所Waseda Innovation Laboratory（WIN-Lab）」を中⼼として活動を⾏った。

2018 年度は、4 つのプロジェクトを⽴ち上げ、多数の商学学術院教員が参加し、学外雑誌等への論⽂発表や海外

を中心とした学会発表、研究会、セミナー、シンポジウム、ワークショップ等の開催など、活発な研究活動を⾏った。
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２．2019 年度計画

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

商学部

2021年度⼊試から実施する一般入試改革のうち、「英語4技能型」、「数学型」、「地歴・公⺠型」における配点等

について継続して検討する。

商学研究科

１．学内進学者確保

基礎学⼒のある商学部出⾝者の進学を促進すべく、引き続き学部と連携して「学部・修士 5年⼀貫修了制度」と特

別推薦入試の周知を進める。

２．受験生の出身国多様化

特に修士課程における出願者の出身国の多様化に努める。博士後期課程においては、JICA SDGsグローバルリーダ

ーコースによるマッチングを開始する。

会計研究科

１．⼊試制度改⾰

(1)既存入試の機会拡大・要件緩和の検討

2020年度⼊試において、本学学部生の入学促進のため、学内 AO入試形態を新設し、学内推薦出願資格では

GPA基準を緩和するなど、さらなる機会拡⼤を⾏う。

アクチュアリー専門コース入試向けに、米国・英国アクチュアリー資格科目合格者が出願ができるよう、出願資格事前

確認において配慮する。

(2)学生リクルート体制の強化

研究科独⾃の説明会を前年と同程度開催するとともに、関⻄学院⼤学と合同で⾏っていた説明会を取りやめ、アクチ

ュアリー専門コースの説明会を増やすことで、研究科の魅⼒を伝える機会を増やす。

経営管理研究科

１．入試制度の適切な運営、検証

⼊試制度を適切に運営するとともに、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。

２．積極的な広報活動の展開

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。また、海外の留学⽣向けWBS広報動画を作成、発信することで、更

なる志願者の獲得を目指す。

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

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

商学部

１．新トラックの設置検討

２．新カリキュラムの継続的な検証と問題点の検討

３．基本方針に則った専任教員人事の推進

４．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

商学研究科

１．カリキュラムの充実

カリキュラム充実に向けた、外国語による専⾨科⽬の増設を⾏う。

会計研究科

１．カリキュラム改革

以下の取組を予定（一部はすでに実施）している。

①2019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

②提携講座の拡充

③ワークショップ科目の選択必修化

④授業の不開講ルールの運⽤・実施

⑤学部先取り科目および対象となる学部の拡大

経営管理研究科

１．カリキュラムの適切な運営

①既存プログラムの構成を⾒直すワーキング・グループを⽴ち上げ、検討を進める。

②ABEST21 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。

③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。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

商学部

1．研究⼒の高い教員の招聘

2．訪問教員等の活⽤による、学術交流の活性化

商学研究科

１．訪問教員等の活⽤による、学術交流の活性化

外国等の大学等を本属とする顕著な研究業績を持つ教員を訪問教員として委任し、学術交流の活性化を図る。
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産業経営研究所

１．研究分科会、受託研究による研究活動の推進と研究成果の発表

2018年度より導⼊した研究業績評価制度をブラッシュアップし、研究成果発表に対する意識醸成を図ることで、研

究推進をさらに加速させていく。（特に海外トップジャーナルなどへの）研究成果の発表・発信の機会を増やすことで、

受託研究などの外部資⾦獲得につなげていく。

２．受託研修による教育活動の推進

2019 年度に実施が決定している 5件の受託研修を成功させ、次年度以降の継続実施へとつなげていく。

海外協定校からの受託研修においては、商学部・商研との学⽣交流活性化を⽬的として積極的な受⼊を⾏う。

一般企業等からの受託研修においては、研修目的などから、産研での受託が適しているかを⾒極め、ある程度の収

益が⾒込める場合に受⼊を⾏う。

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

各種イベントの実施回数および聴講者数において、2018年度以上の実績を⽬指す。

産研フォーラムにおいては、2017 年度に初めて新潟県にて開催した地方開催について計画する。

ビジネスプランコンテストでは、2018 年度に引き続き、ビジネス・ファイナンス研究センターとも協⼒し、内容をブラッシュ

アップして実施する。

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

2019 年度は 4件の研究部会と 4件の研究交流事業、7件の研究プロジェクトを実施する。

２．受託研究・共同研究

2019 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)

③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)

④The 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10回ＣＥＯラウンドテーブル（早稲田会議）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。

④早稲田国際経営研究（紀要）第51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

2019 年度も 2018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。

2018 年度実施した 38 プログラムの他に、2019 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

が、2019 年 5月 1⽇より更に 1 名の研究員を嘱任し、2 名の研究員を中心に、新たな大学の強みとなる社会人教

育をさらに強化すべく、以下の活動を重点的に⾏う。

①ビジネス環境の変化に対応したグローバルな企業幹部研修の発展

②グローバル展開企業の経営トップ層等の育成のための教育プログラムの発展
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③海外大学との連携による企業研修の維持・発展

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

商学部

1．箇所間協定校の拡充

2．海外での学習経験をカリキュラムに組み込む取組み

「中国語ビジネス研修（2単位科目）」を 2019 年 9月上旬の 10⽇間、中国上海において⾏う予定である。さら

に、中国語に加えて他言語における同様の科目の設置を検討する。

３．他学部と連携した相互開放科目の継続と強化

商学研究科

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。

また、引き続き、コーポレートパートナーの獲得のための取組みを⾏う。

経営管理研究科

１．国際認証の受審対応

欧州系国際認証 EQUIS について、認証団体からの指摘事項に応じた改善策を⽰すと共に、年次の進捗報告書を

提出する。また、次回査察団受入に向けた準備を開始する。

米国系国際認証 AACSB本審査査察団受入に向けて、7 月 10 日までに Self-Assessment Report(自己評

価書）を作成、提出するとともに、本審査（11月 10 日から 13⽇）に向けた準備を⾏う。

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。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

会計研究科

１．キャリア支援の充実・連携強化

例年同様、エクステンションセンターと公認会計⼠資格試験予備校とで提携し、学内教室を使⽤して直前答案練習

講座を実施する。

新たに商学部の簿記講座と提携し、入試成績から簿記知識等が不⾜気味と思われる学生に対し、受講を奨励す

る。

公認会計士試験受験に対応して特別授業期間を設定しているのと同様に、日本アクチュアリー会のアクチュアリー資

格試験に対しても特別授業期間を設定し、資格試験受験により授業が欠席扱いとならないよう配慮する。

経営管理研究科

１．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）

入学時の CMC オリエンに加えて、就職活動に役⽴つリーダーシップセミナーやキャリア探究ワークショップを開催し、⽇
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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。

カウンセリング希望受付システムの導⼊により、⽀援が必要な学⽣に対し、タイムリーにカウンセリングを⾏う。

キャリア支援情報ニューズレター（weekly）を活⽤し、引き続き迅速な情報提供と応募に向けた⽀援を⾏う。

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。

昨年度の実績をもとに、CMC にてビジネスで必要な⽇本語表現や語彙を引き続き習得し、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。

さらに、2018 年度重点領域研究として採択された「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）について、重点領域研究機構の下に設置されたプロジェクト研究所「イノベーション研

究所Waseda Innovation Laboratory（WIN-Lab）」を中⼼として、最⻑ 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

１．2018 年度報告
◆理⼯学術院全体

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

①【学部】2020年度および 2020年度以降を⾒据えた⼊試改革

 大学入学共通テスト

理⼯の教育・研究の基礎となる理数系の学⼒について、独⾃の出題・採点により測定する意義は⼤

きく、現状では、そのことが理系志願者獲得の妨げにはなっていないと考えており、⼀般⼊試では

2020年度改⾰においては導⼊しないと決定した。

 英語外部検定試験

以外者入試では積極的に活用しているが、一般入試においては受験生の利便性や判定における公平性の観点

から、2020年度改⾰での導⼊は⾒合わせた。将来の活⽤について引き続き検討する。

 主体性の評価：全学的運用に沿い、一般入試の出願時に主体性に関する経験を記入させる方式を導入する。

 一般入試における解答と出題意図の公表

公表することを決定（学内では理⼯のほかに政治経済学部、スポーツ科学部のみが 2019年度⼊試での公表を

決定）し、2019 年 2⽉の合格発表前に理⼯学術院ウェブサイト上で公開した。

 ⽂科省の⼤学⼊学者選抜改⾰推進委託事業（理数系）の⼀環として、北九州地域の⾼校と連携して

数学コンテストを活⽤したＡＯ⼊試について調査・検討を⾏った。

②新思考入試の実施状況

基幹理⼯学部において、北九州地域連携型推薦⼊試※（指定校推薦制度）を実施している。2018 年は第一期

生として 9名の入学者があった。2019年度⼊試では 7 名が合格している。

※本入試で入学した学生は、学部 4年次から北九州キャンパスで卒業論⽂研究を⾏い、⼤学院に進学することとなる。

③【学部】英語学位プログラム

2018 年度から、これまでの英語学位プログラムを刷新し、既存の 9⽉⼊学（留学⽣対象）に加え、4 月

⼊学（国内の教育課程修了者対象）を設置。第⼀期⽣として 2018 年 4月に 14 人、9 月に 75人が入学し

た。2019 年 4月入学に向けては「指定校推薦入試」「英語学位プログラム特別入試」「附属・系属校推薦

入試」を実施し、15人の合格者があった。

④【学部】附属・系属校との連携強化

6 月に附属・系属校の在学生対象の説明会を実施し、全 18学科の教員が学科説明を実施。生徒と保護者

計約900名が参加した。また、7 月には高等学院でも説明会を実施し、生徒と保護者計70名が参加した。

なお、理⼯の学部・学科選びにおけるミスマッチをなくすには、学⽣の⽣の声を伝えることが効果的であると考え、6 月の

説明会では学部生3名、7月の説明会では学⽣院⽣（修⼠⼆年）1 名が自らの学生生活や研究について語り、好

評を得た。

⑤入試広報の展開状況

 400 校を超える指定校等からアンケートで希望を募り、模擬講義を実施している。2018 年度は 49校で実施し

た。

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

実施に合わせて在学生（当該高校ＯＢ・ＯＧ）10名を派遣し、学⽣⽣活や研究紹介を⾏った。

 8 月 4、5⽇に、⻄早稲⽥キャンパスおよび先端⽣命医科学センター（TWIns）にて、理⼯学術院オープンキャ

ンパスを開催した。全 18学科が会場を設けて研究教育に関する展⽰や企画を⾏ったほか、学部・学科説明会、

模擬講義（2日間でのべ 40 講義）、各種ツアー、実験体験コーナーなど、さまざまなイベントを実施。2日間で

⻄早稲⽥キャンパスでは 12,048 名、TWIns では 1,326 名の来場者を集めた。

P47



2

 理⼯ 3 学部・研究科の現役学生であるツアーガイドを育成（英語によるツアーにも対応）し、ゲストに対して施設

や教育プログラム、キャンパスライフを紹介する「⻄早稲⽥キャンパスツアー」を実施した。2018 年度の実施実績

は、高校等の団体を対象としたツアー53回、一般を対象とした定期ツアー11 回の計 64 回（うち英語ツアー10

回）。約 1,800 人が参加した。その他、オープンキャンパスや各種説明会などにおいてもキャンパスツアーを実施し

た。

⑥大学院入試

2018年度（2018年9月・2019年4月入学）入試の出願者数、合格者数、入学予定者数（2019年3月5

日現在）は以下の通りであった。英語プログラムAO入試の出願者数については、2017年度の134名から 2018年

度は227名となり、約70%増加した。基幹理⼯学研究科が2019年4⽉に（新）材料科学専攻を新設するため、

該当専攻の入試を別途で実施した。

・修士課程：出願者数 1,777 名、合格者数 1,487 名、入学予定者数1,342 名

・博士後期課程：出願者数 160 名、合格者数 153名、入学予定者数149 名

・一貫制博士課程：出願者数 7名、合格者数 5名、入学予定者数 4名

・非学位課程：出願者数 100名、合格者数 86名、入学予定者数 77名

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

①教育改革

 「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

⇒2018年 6月、11⽉に「三つのポリシー委員会」を開催し、理⼯ 3 学部に関する３つのポリシー（カリキュラム

マップを含む）の⾒直し・改訂について付議・承認を⾏った。

 材料科学専攻の新設

⇒2019年 4⽉開始に向け、⽂科省への届出対応、カリキュラム整備等の各種準備を⾏った。

 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

⇒理⼯学術院内の会議体により継続して審議している。

 電⼒・エネルギー系卓越⼤学院の設置に向けた準備

⇒2019年 6月に申請書を提出。同 10 月に採択が確定した後「PEP（パワー・エネルギー・プロフェッショナル育

成プログラム）卓越⼤学院プログラム運営委員会」を⽴ち上げ教育課程の運営・整備を進めている。

⇒2019年 4月時点での在籍学生数は以下のとおり

一期生：46名（本学16名、連携12大学30名）、二期生：20名（本学6名、連携12大学14名）

 SGU とWaseda Ocean 計画 (大学教育の国際化)

⇒3拠点（数物系科学、ICT・ロボット、ナノ・エネルギー材料）においてそれぞれ、海外機関と連携をしながら教

育・研究を進めている。

 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

⇒科目数の削減については、2017年度より「科⽬数削減検討WG」を開始し、合計4回のWG を⾏った。ま

ずは学部設置科⽬を対象とし、各分野・学科から「削減⽬標」を提出いただき、全体調整を⾏った上で、

2018〜2022年度（5か年）の⽬標値を決定した（全体で 10％の削減、2018.6.14 学部運営委員

会で決定）。

⇒少人数授業、対面型授業については、既に実施されている科目の状況を確認しながら、継続した検討課題

とする予定。

 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年 4月より開始している。運営上生じた課題を確認しつつ、必要な改善事項については随時対応を

⾏う予定。

 大学院の科目数削減に向けた検討の開始

⇒前述の「科目数削減検討WG」の中で、各専攻においてすでに一部検討が始まっているが、3研究科全体とし

ての検討は今後継続して⾏っていく予定。

 東京農工大学との連携強化
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⇒連携強化について、継続して検討を⾏っている。

 寄附講座の設置・運営による外部資⾦の獲得

⇒2019年度に向けて、新たに 2件（株式会社Gunosy、明豊ファシリティワークス株式会社）の寄附講座

を設置した。これらも含め、2019 年度は 13件の寄附講座等を運営している。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

①SGU7拠点等との連携状況

理⼯学術院内には以下の 3 つの拠点が設置されている。

・ナノ・エネルギー拠点（拠点リーダー：本間敬之教授）

・ICT・ロボット工学拠点（拠点リーダー：菅野重樹教授）

・数物系科学拠点（拠点リーダー：柴⽥良弘教授）

各拠点から毎年度、事業報告書を提出し、担当副総⻑出席の「SGU拡⼤実⾏会議」において、拠点リーダー⾃らが

活動成果のプレゼンを⾏い、「SGU実⾏会議」での審議を経て、活動評価を受けている。「SGU実⾏会議」からの

Waseda Vision 150核⼼戦略に基づく評価コメントを受け、それに従い、改善を進め、国際展開を推進している。

加えて、本学の中⻑期計画「Waseda Vision 150」と⽂部科学省の卓越⼤学院プログラム事業の基本理念が、「⼤

学院改革の加速化」「未来社会で求められる⾼度博⼠⼈材の育成」「教育システム改⾰の継承と発展」等の観点から

一致していることから、「パワー・エネルギー・プロフェッショナル育成プログラム」を「Waseda Vision 150」の「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）」および「核⼼戦略７（独創的研究の推進と国際発信⼒の

強化）」を推進する中核事業と位置づけ、申請を⾏い、私⽴⼤学では唯⼀の採択プログラムとなった。

②教員の研究時間確保に向けた学術院としての取り組み状況

優秀な⼥性教員を採⽤するための促進策とし、理⼯学術院⼥性教員キャリア⽀援事業を検討、実施。

本⽀援により研究環境の整備や研究時間を確保し、研究⼒向上や研究成果発信、外部資⾦獲得等に繋

げる。

対象：2016年４⽉ 1 日から 2021 年 4月 1⽇までに着任した理⼯学術院を主本属とする教員基礎数枠内

⼥性教員、⽀援内容

実験系上限 200 万円、非実験系上限 100 万円、(1 名につき 1 回の支援）（2018年度 3名）

③研究成果発信（主に海外向け）の取り組み

研究業績のプロファイリングに関する効果的な可視化ソフトである「Pure」の学外公開を積極的に推進。

研究論⽂または国際学会等において新規に発表する研究成果に関し、通常のプレスリリースに加え、オ

ンライン国際情報配信サービス「EurekAlert!」の利⽤を推進。（2018 年度 3名）

④附置研究所との連携状況

独創的研究の推進と国際発信⼒の強化と新たな教育・研究分野への挑戦

 理⼯学術院総合研究所

⇒重点研究領域における研究の推進（1年⽬）

7 つの重点領域研究所に対するスタートアップ⽀援を実施した。また、7 つの研究所の産学連携推進を支援する

目的とした早稲田地球再生塾（WERS）を⽴ち上げ、開設記念シンポジウム及び 3 回の勉強会を開催するとと

もに、各研究所が企画・⽴案したコロキウムにWERS も共催として加わり、広報活動の⽀援を⾏った。その他、以

下の活動を⾏った。

・本活動状況を学外の学会専門誌（バイオインダストリー協会機関誌 B&I: (2018) Vol.76

(No.4),334-337）に寄稿し、東京大学をはじめとして学協会などと連携を構築した。

・今後の研究開発方針の基軸となる Society 5.0+という新たな考え方を提案し、バイオインダストリー協会主催

の講演会の企画を担当し、学会誌への寄稿（生物工学会誌:(2018) Vol.96 (No.12), 720-721）や巻頭

言（日本化学会の機関誌：化学と工業 2019年 2月号）への依頼執筆などを通して広報活動を展開した。

・本学の「H30年度オープン・イノベーション機構の整備事業」への採択を契機に設置された OI 研究機構の本学

主催イベント「早稲田オープン・イノベーション・フォーラム 2019_WOI’19」（ベルサール汐留：2019.3.5）の企
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画に参画し、約 50件の展⽰参加に協⼒した。

・今回初めてとなる年次事業報告書及び年次事業計画書の評価を⾏った。評価にあたっては、理⼯総研プログラ

ムマネージャー2名及び担当職員管理職が各研究所の代表者に対してヒアリングを⾏い、実態を踏まえた適切な

支援を 7 つの重点領域研究所に対して⾏った。

55 号館 S棟から新 120号館への転出ニーズ把握のためのアンケート調査を 2回に亘り実施するとともに、関係

者向けの説明会を研究推進部・キャンパス企画部と合同で実施した。その後、転出希望のPJ研究代表者に対し

ては詳細な条件設定を再確認の上、具体的な転出計画について承諾を得ながら新120号館における研究室配

置計画に着手した。

 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

 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。

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

拠点形成事業費補助⾦の交付内定（3 年間）

2018 年度公募による共同研究 13件 延べ人数 43名（海外との共同研究：8件を含む）

2018年度公募による共同利⽤ 12 件 延べ人数 103 名

 拠点体制の強化のため、流動研究員（研究拠点教員）を公募。2019年度に 5名増員を予定。

⇒11月 13 日(火)国際会議場井深記念ホールにて「材研創⽴ 80 周年記念式典・記念講演会」を開催。

（出席者数：331名）

 研究者コミュニティに対して、共同利⽤・共同研究拠点の開始を伝えると共に、今後の拠点活動に関する情

報発信を⾏うとともに、ポスターセッションにより研究所の最新の研究活動を発信。

⇒研究成果の発信（ホームページのリニューアル）

 テキスト中心の情報伝達から、写真や動画、ピクトグラム等、ビジュアルを多用した構成に一新。スマートフォン

ユーザーへの対応、また観る側の画面サイズに最適化される、レスポンシブルなWeb デザインとする。また、研

究員紹介に研究者データベース「Pure」を活用。

⑤外部研究資⾦への応募促進

 ⽂部科学省科学研究費応募の促進

⇒応募件数 微減 421件（2018 年度）→ 411件（2019 年度）

採択件数 増加 106 件（2018 年度）→ 112件（2019 年度）

 公的研究資⾦

受⼊件数は増加傾向にあり、更なる受⼊の拡⼤を⽬指し、2019 年度以降の申請支援体制を決定した。

⇒受入件数 増加 166件（2017 年度）→185件（2018 年度）

 ⺠間研究資⾦

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

⇒受入件数 増加 351件（2017 年度）→389件（2018 年度）

 産学連携の推進連携活動協定に基づく研究助成の充実・促進

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

①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 (*)

⇒カリキュラムを整備し、2018 年 4月より開始している。

(*) Waseda Vision 150 教育システム計画調書にて記述した事項に対応
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（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

①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

 新材料系専攻のための研究整備

→63号館の関連スペースの改修

 理⼯キャンパスアメニティ向上

 ⻄早稲⽥キャンパス⼊構⾨、建物のカードリーダ IC 化対応工事。

→正⾨、⻄⾨、地下鉄⾨、65 号館の IC対応化

 理⼯情報インフラ整備

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

→PC ルーム系のサーバ更新

→⻄早稲⽥キャンパスサイネージシステムの更新
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◆基幹理⼯学部・研究科

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

① 入試実績

定員充⾜率厳密化の段階に⼊り、2019 年度 4⽉⼊試はまだ結果が出ていないが、⽬標を達成できる⾒込みであ

る。一般入試においては、安定して高い合格最低点を維持している。

② 推薦⽐率の改善

2018年度の⽬標であった⼀般⼊試および推薦⼊試の⼊学者数⽐率の改善は、急な変化を避け計画的に進めること

にし、2019年度⼊試では推薦⽐率を減少させることに成功した。

③ 地域連携入試

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

地域連携入試がある。これについて指定校推薦により 2 回目の 4⽉⼊学⽣を迎えた。前年度から 2 名減って 7 名の

入学者となる予定である。

④ 英語学位プログラム入試

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

試・附属系属校推薦の３つの入り口より 2回目の 4月入学生を迎える予定である。

⑤ 材料科学専攻の⼊試

2019 年度から新設される材料科学専攻の 1回⽬の⼊試を⾏った。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

① 卒業単位の⾒直し

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

属全学科共同でカリキュラム改⾰を⾏う。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。

② 各コースの充実

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

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

ル事業に参画し、１、２年⽣向けのインターンシップを⾏った。

③ 進級振り分け制度

基幹独⾃の制度として学系⼊試に基づく学科進級振り分け（進振り）制度がある。今年度は学系定員の⾒直しを⾏

い、学⽣の希望学科のマッチング精度を⾼めることが出来た。

④ 副専攻制度

材料科学副専攻を新設した。全体としては安定的な運⽤が続いている。修了者も順調である。

⑤ 材料科学専攻の発⾜

材料科学専攻の準備を整え、⼊試広報活動なども⾏った。
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（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

① 重点研究領域

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

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

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

② 学術提携・箇所間協定

2018 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

③ 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)の活動が押し進められた。

④ 卓越大学院プログラムへの参加

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

り、カリキュラム・社会⼈⼊試等の内容の検討を進め、開設準備を⾏う。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

① 英語学位プログラム

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

も本格化している。基幹理⼯学部に属する 2 Major および 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、表現⼯学専攻がスタートした。 2019年より電⼦

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、その準備作業が最終段階を迎えている。

② 留学の促進

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

台湾大学電機資訊学院とのダブルディグリー・プログラムも、随時微調整を⾏っている。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

① 2019年度より開設された材料科学副専攻に助教を 1人配置した。
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◆創造理⼯学部・研究科

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

① 指定校推薦⼊試における対象⾼校数の⾒直しと優遇校の拡充

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った。特

に、⾼⼤連携を意識し、創造理⼯へ優秀な学⽣を⻑年にわたって推薦している⾼校と個別に⾯談し、その連携の強化

を図った。

② 高大連携の充実

2020 年に予定される⼊試改⾰を⾒据えながら、附属系属校や創造理⼯独⾃に選出した優遇校との連携の在り⽅に

ついて、密に議論した。

③ 学部英語学位プログラムの充実

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

Engineering）の魅⼒を伝えるWeb 広報ページを充実させ、より優秀な学生の安定した確保に努めた。

④ 入試広報の充実

創造理⼯の独⾃共通科⽬である創造理⼯リテラシーや共創ワークショップ演習の魅⼒を伝える Web 広報ページを充

実させ、高校生にアピールした。また、創造理⼯の概要を明記したクリアファイルなど広報⽤オリジナルグッズを充実させ、

高校生や保護者に頒布し、創造理⼯学部の魅⼒の広範囲な周知に努めた。

⑤ その他

⼊試制度改⾰その他については、理⼯学術院全体の報告に準ずる。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

① カリキュラムの体系化に向けた改革

 創造理⼯独⾃の特徴ある共通科⽬である共創ワークショップ演習の実施要領を詳細に検討し、学科別人数バラ

ンスを図り、協⼒企業との連携も強化した。

 2017 年秋学期ならびに 2018 年度春学期の科⽬を対象にティーチング・アワード候補者を選考し、推薦を⾏っ

た。

 創造理⼯学研究科内に「⾔語学専攻」を設置することを主任会、研究科運営委員会、理⼯学術院教授会で

決定し、⽂部科学省に設置申請をするべく、その準備を進めてきた。この専攻は当研究科に閉じるものではなく、

他学術院執⾏部の協⼒を得て、他学術院本属の教員にも大学院担当として加わっていただき、全学的に展開さ

れる枠組みとした。

 多種多様な企業、国⽴研究機関、地方自治体との学生インターンシップ協定を締結し、その拡充に努めた。

② グローバルリーダー育成のための教育改革

 ベニス国際大学等のサマーコースでの講義に教員を派遣するなど、教員の国際的な交流に努めた。

 中国湖南大学、雲南大学、 国⽴中興⼤学等との覚書を締結し、箇所間協定校を拡充した。

 JST さくらサイエンスプラン等、海外大学からの短期滞在生を積極的に受け入れ、教員ならびに学生の国際的な

交流促進に努めた。

 多数のリサーチフェローおよびリサーチインターンの受け⼊れを⾏った。

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

的に受け入れる体制を構築した。

 2019 年度に多数の企業および他学術院と協働し、新産業創出および⽂理融合を含めた新規の⽂部科学省

「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べく、体制やカリキュラム内容の検討

を始めた。

③ 持ちコマ数削減に向けた取り組み

 カリキュラムの体系化と専任教員の持ちコマ数削減を目指して、理⼯学術院全体での議論を踏まえて、学科毎に

具体的な検討を⾏った。この際、科⽬の新設ならびに統廃合についても⾒直し、結果として専任教員の持ちコマ数
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を削減するための数値目標と実施計画をまとめ上げた。

④ 教員採用に関する取り組み

 新任教員採用に当たっては、公募制・テニュアトラック制の導入が検討され、具体的な人事が進められた。この際、

教員全体に占める⼥性教員の⽐率にも⼗分に留意し、「同等の実績と資質を有する男⼥の候補者がいる場合に

は⼥性を採⽤する」という考え⽅を標準とした。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

① 重点研究領域の開始

 理⼯学術院総合研究所に設置された7重点研究領域（理⼯重点）のうち、創造理⼯学研究科に関わる2研

究所「フロンティア機械工学研究所」、「持続可能未来社会研究所」を 2018 年度に設置し、運営を開始した。

2019 年 2 月に 1年⽬の活動報告ならびに 2年⽬（2019 年度）の計画を審査し、各研究所ともおおむね順

調に運営されていることを確認した。

 60号館1階スペースを重点研究教員居室、英語学位プログラム教員ならびに会議・ゼミ・ラーニングコモンズエリア

とし、地下スペースを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、非常勤職員の配置、スペース

使用・予約を含めた運営方法を検討した。

② 学術提携・箇所間協定

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

を締結し、教員ならびに学⽣の交流強化を図った。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

① 英語学位プログラム

 2018 年度より Mechanical Engineering (ME)メジャーならびに Civil and Environmental Engineering

(CE)メジャーの英語学位プログラムをスタートさせた。この二つのメジャーには、学部内の 5 学科全てが参加してい

る。

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

研究テーマと履修科⽬との関係などを図⽰した「SCE Learning Handbook」を作成し、全学生へ配布した。

 春学期の 4 月から 7 月にかけて 2018 年度新規嘱任のMajor 教員を中心に、3 回のキックオフミーティングを開

催し、教員間の連携をはかると共に、カリキュラムの詳細な検討を⾏った。

 メジャー横断型共通カリキュラムである SHIP プログラムの詳細を検討した。SHIP に設置されている 5 科目は全て

クォーター制とし、1 年⽣向け科⽬である SHIP Collaborative Workshop を秋クォーターに開催した。また、

2019 年度新規開講の 4科目（SHIP research planning and skill A/B、 SHIP field practice A/B）

の内容・シラバスを設計した。特に夏期に集中講義として予定している SHIP field practice A では本庄キャンパ

スで、冬期に集中講義として予定している SHIP field practice B は渋谷スクランブルスクエア拠点で開催を予定

するなど、フィールドワークを重視する創造理⼯学部の特徴を生かした講義設計を心掛けた。さらに、SHIP5 科目

には 2019年度からの⾼度授業 TAの配置申請を⾏い、教育活動の充実を図った。

② 海外での学習経験のカリキュラムへの組み込み

 留学をより⼀層促進するため、交換留学制度の対象である国外⼤学のカリキュラムを精査し、環境資源工学科を

中心に優先枠の拡大を図った。

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

た。
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（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

① 社会貢献活動

オープンキャンパスや高校での模擬講義、学会アウトリーチ活動、ダイバーシティ啓蒙活動など、啓発活動を積極的に⾏

った。

② 修学上の困難を抱える学生への対応

修学上の困難を抱える学生の面談対応について、4月をコンタクト開始時期としていたが、前年度３⽉に繰り上げること

により、該当学⽣の履修登録指導、授業開始前の修学指導につなげた。
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◆先進理⼯学部・研究科

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

➀グローバルリーダー育成のための教育改革 

 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

→研究科として各専攻における研究倫理科⽬を整理し，当該科⽬単位習得を修⼠論⽂審査の要件として整

備した。

→慶應義塾⼤学⼤学院理⼯学研究科との間で連携講座に関する覚書を締結した。

 学部専門教育の国際化

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

→2018年度より，新英語学位プログラムによる学⽣受け⼊れを開始した。

 海外教育機関との箇所間協定の締結

→米Virginia Tech⼤学と先進理⼯学研究科との間でジョイントスーパービジョン（JS）に関わる箇所間協定を

締結した。

→仏 国⽴⾼等鉱業学校アルビカルモーと研究教育，学⽣交換に関する箇所間協定を締結した。

→米 Case Western Reserve⼤学と先進理⼯学研究科との間で JS に関わる箇所間協定について調整中。

→台 国⽴中興⼤学理学院と研究，教育，学⽣交換に関わる箇所間協定の協議に着⼿した。

→台 国⽴台湾⼤学と先進理⼯学研究科との間で JS に関わる箇所間協定の協議に着手した。

 5年⼀貫制博⼠課程専攻による⼀貫制教育の⼀層の充実化

→2014年度に 5年⼀貫博⼠課程である先進理⼯学専攻を開設し，今年度完成年度を迎えた。今後，プロ

グラムの⼀層の充実化・効率化を図るためにキャリキュラムを再編した。

→卓越大学院支援事業により2018年10月にパワー・エネルギー・プロフェッショナル（PEP）プログラムを開始。

全国 12⼤学からの⼤学院⽣受け⼊れ制度を整備した。

 研究スキル等に関する科目設置，ソフトウェア提供

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

演習」を継続して運営。2018年度は，科⽬履修に関わる装置使⽤料の研究科負担をさらに拡⼤した。⾃然

科学系総合ソフトウェア Chem. Office のライセンス料を研究科で負担し学⽣へのソフトウェア提供を開始した。

 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。受講料の一部を研究科で補助した。

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

①入試広報の展開状況

→学部・大学院入試、研究室情報の積極的な公開 (HP、入試説明会)を⾏った。また、英語学位プログラムの

広報強化策について協議を⾏った。

②学部⼊試作業の合理化

→英語学位プログラム（9月入学）のＡＯ入試において、これまで早稲田キャンパス 9号館および 22号館に分

けて実施していた⾯接（遠隔・対⾯）を、⻄早稲⽥キャンパス 51 号館 3階ワンフロアでの実施とし、利便性・安

全性が⾼まった。さらに、同⼊試では海外拠点との遠隔会議システムで⾯接を⾏っており、海外オフィスにスタッフを

派遣しているが、2019 年 1月から、試験的にMajor in Bioscience がウェブ会議システム（海外拠点無しで

⾯接官と受験者ともＰＣのみで実施）を実施。全メジャーでの導⼊につながれば、さらなる利便性向上、経費削

減が期待できる。

③入学後の成績の附属・系属校への着実なフィードバック

→6⽉の附属・系属校向け説明会や、推薦名簿受け取りの機会を利⽤し、各⾼校ごとの成績の平均値をフィード

バックした。

④⼊試制度改革その他については、理⼯学術院全体の報告に準ずる。
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 修士課程での学会発表の奨励

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

②科目数削減に対する取り組み

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

③教員採用に対する取り組み

 JREC―INなどを活⽤した公募や⼥性限定公募を実施

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

①理⼯学術院総合研究所に設置された 7重点研究領域（理⼯重点）のうち、先進理⼯学研究科に関わる 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」

を２０１８年度に設置し、運営を⾏っている。２０１９年２⽉に１年⽬の活動報告ならびに２年⽬（２０１

９年度）の計画を審査し、各研究所とも概ね順調に運営されていることを確認した。

②A A A インデックスを活用した情報の蓄積および Pure の活用によって、論⽂リスト・学会発表の整理と共有を⾏っ

ている。学生による⼊⼒が順調に進⾏しており、データベースとして益々充実している。また Pure システムによる活

動状況の可視化も進⾏中である。

③ラボリーダー制度が定着し、ホームページでの広報も⼀層推進し、先進理⼯学研究科の知名度向上に寄与して

いる。

④教員の研究活動に対する表彰として、早稲田大学リサーチアワード等を受賞した教員を顕彰している。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

①海外教育機関との箇所間協定の進捗状況

→米Virginia Tech⼤学と先進理⼯学研究科との間でジョイントスーパービジョン（JS）に関わる箇所間協定を

締結した。

→仏 国⽴⾼等鉱業学校アルビカルモーと研究，教育，学⽣交換に関わる箇所間協定を締結した。

→米 Case Western Reserve⼤学と先進理⼯学研究科との間で JS に関わる箇所間協定について調整中。

→台 国⽴中興⼤学理学院と研究，教育，学⽣交換に関わる箇所間協定の協議に着⼿した。

→台 国⽴台湾⼤学と先進理⼯学研究科との間で JS に関わる箇所間協定の協議に着手した。

②英語学位プログラムの進捗状況

→2018年度からプログラムを開始するとともに新入生 27名を受け入れた。

③海外教育機関への⼤学院⽣の派遣・留学の推進の進捗状況

→CSST プログラムにより，UCLA（カリフォルニア大学ロサンジェルス校）に約 10週間学生を派遣した。
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（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

①社会貢献改革

 サイエンスの啓発活動

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

②学生支援改革

 大学院生の TA登用、博士課程学生TA制度の推進

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

積極的に活用した。

 博士キャリアセンター、キャリアアドバイザー等の充実により、大学院生 への就職支援を強化

→2015年度から委嘱したキャリアアドバイザーに継続して活動いただき、学生からの個別相談に対応するととも

に、「先進キャリア⽀援講演会」を開催して広く先進理⼯学研究科⼤学院⽣のキャリア⽀援を実施した。2018

年度は 2回の講演会を実施した。今年度は，特に「企業での仕事の内容・特徴」「キャリアパス」「働く喜び」など

について、企業の方々に講演を依頼した。また，学⽣と企業研究者との意⾒交換の機会を設けた。

③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した。

 若⼿任期制教員の増員

→V150 支援策にしたがい 2018 年度に 2名を嘱任した。
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◆環境・エネルギー研究科

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

①広報活動の強化

→学外大学院入学情報サイトも広く活用し、広報活動を展開した。修士課程定員100 名の確保は達成。

②博士後期課程学生の確保

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

①⾼度な⽂理融合に向けたカリキュラムの展開

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

座の新設等によりカリキュラムを展開した。

②社会ニーズに対応した教育プログラムの強化

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

チセンター（後述）との連携による検討を開始した。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

①地域リサーチセンターの設⽴と展開

→環境総合研究センターと福島県広野町における研究活動を活性化させ、補助⾦の獲得ならびに箇所間協定を

締結した。また、千葉県いすみ市において、新たにバイオマス利活⽤関連の等地域展開に関する研究を推進した。

研究の推進とともに、人材育成の拠点として活用していく。

②学問領域統合型の産学官連携プロジェクトの展開

地域リサーチセンターの活動に加え、e-Asia共同研究プログラム（当研究科の教員が主導するプロジェクトが2件進

展中）を核として、学際的なプロジェクトを継続的に展開している。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

→従前より、取り組んでいる「国際環境リーダー育成プログラム」や e-Asia 共同研究プログラムをベースに国際化に向け

た検討を継続的に実施している。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

①高大院連携（本庄キャンパスの活性化）

→⾼等学院旧校舎を研究科とも共同利⽤できるよう⼿続きを進め、実験系科⽬を中⼼とした連携構築に着⼿し

た。

②公開講演会の企画・実施（本庄キャンパスの活性化）
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◆情報生産システム研究科

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

①現在の入試区分は国内出願における修士課程、博士後期課程において、推薦入試、AO入試、一般入試（修士

課程のみ）、社会人入試に区分され、書類選考、面接、筆記試験（一般入試のみ）を実施してきた。また国外

出願においては、推薦入試、AO⼊試、社会⼈⼊試に区分され、書類選考により選考を⾏ってきているが、AO入試

を廃止することとした（2020年⼊学者向け⼊試より実施予定）。

②英語外部試験結果証明書の提出により、一般入試の英語筆記試験を廃止することとした（2020年度⼊学者向

け入試より実施予定）。

③理⼯学術院基幹理⼯学部と連携して 2018年度より実施している新思考⼊試（北九州地域連携型）制度につ

いて、⼊学者の学習状況などをフォローし、⼊試制度、⼊試前の⾼校との情報交換の在り⽅を検討した。

④海外協定校との箇所間協定における推薦⼊試について、既協定締結校、新規締結候補校との意⾒交換を⾏っ

た。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

①カリキュラムの体系化に向けた改革

⼊学後の半年で所定の単位を取得し、研究室に所属するａコースを基本として、コース制の⾒直しや研究室配属

前の必要取得単位数の⾒直しを⾏った。

②クォーター制の導入に向けた取り組み

２０１９年度より、2科⽬について、クォーター制の導⼊を決定した。今後、その実績を踏まえ得失を議論し、他科

目への展開を検討する予定である。

③最新の産業界におけるニーズ、技術動向に関する教育を⾏う視点から、産業界で活躍中の客員教員による講義科

目を 2017年度に引き続き２０１８年度も設置した（４科⽬）。

④新思考⼊試（北九州地域連携型）制度による⼊学者（基幹理⼯学部在籍-ＩＰＳコース）の２年次学科選

択に連動した、教員の専門分野対応付け、カリキュラム（ＩＰＳコース）の検討を開始した。

⑤海外大学との博士課程共同研究指導プログラム（コチュテル）をワルシャワ工科大学と 2017 年度に開始し、継続

実施中。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

①海外共同研究を軸とするグローバルキャンパスの発展

北九州学術推進機構（ＦＡＩＳ）の⽀援により毎年開催してきた、「国際連携ＩＰＳシンポジウム２０１８」を

11⽉に北九州キャンパスで開催し、海外１１⼤学［５か国］を含む、計１１６⼈の参加者を招き、国際研究交

流を実施した。

②情報生産システム研究センター（附置研究所）のもつ研究⼒のアピールおよび社会に向けての発信

国内外⼤学・研究機関との連携の創出のプロジェクト研究の他、産業界と連携した外部資⾦獲得を増加させた。

③産学連携等を通じた研究活性化・多元化

早稲⽥⼤学ＩＰＳ・北九州コンソーシアムの活動を継続して実施する中で、参画企業も増加し、⼤企業の経営トッ

プとの交流も深め、企業ニーズについての⽅向性についての調査研究を実施した。具体的な進展においては、複数の

研究テーマにおいて、産学の共同研究が開始されている。
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（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

①グローバルキャンパス化に向けた環境整備

 在学⽣の学業、⽣活上の相談について、英語、⽇本語での対応が可能なカウンセリング制度を継続実施。

 留学派遣元各⼤学（箇所間協定校先国際部等）との定期的な意⾒交換、⼤学説明会等による留学⽣の意

識、要望を調査した。

②海外大学学生の短期受け入れ

 サマースクール(期間：７月２９日〜８月６日)を北九州キャンパスで実施。海外⼤学との交流活動（JST さく

らサイエンスプラン）として、「A.科学技術体験コース（日本モノづくりＩＣＴ）」（期間：１１月１２日〜１１

月２１日）を実施。「B.共同研究活動コース」（期間：２⽉１３⽇〜２⽉２２⽇）を実施。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

ＩＰＳ研究科、研究センターにそれぞれ設置されている委員会について、上記（１）〜（４）の取り組みの機能強

化を図るため、⽬的的に統廃合を⾏う検討を開始した。
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２．2019 年度計画

◆理⼯学術院全体

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

①【学部】2020年度以降を⾒据えた⼊試改革

英語外部検定試験について：将来の⼀般⼊試での導⼊を⾒据え、これまで積極活⽤してきた以外者⼊試

で蓄積したデータの分析、他学部・他⼤学および⾼校の情報収集を⾏う。

②【学部】新思考入試

北九州地域連携型推薦⼊試（指定校推薦制度）において、

引き続き安定的に入学者を確保する。

③【学部】英語学位プログラム

2018年度から始まった新プログラムであることも踏まえ、在学⽣の成績、在学⽣から本プログラムへの評価を双⽅向か

ら慎重に分析し、質の高い志願者増を目指して入試広報を進める。

④【学部】以外者入試

 ⼊試改⾰とも連動した形で、各種ＡＯ・推薦⼊試制度について、課題の洗い出しをしながら柔軟に将来の継続、

廃⽌、発展を模索する

 とりわけ推薦入試（附属系属、指定校）については、よりダイレクトに高校に働きかけ、こちらか

ら積極的に優秀な学⽣を獲得していくという意識で、模擬講義（＋出⾝校のＯＢ・ＯＧ派遣）等を引き続き推

進する。

⑤入試広報の展開

 在学⽣およびＯＢ・ＯＧの⼒を活⽤した⼊試広報を継続・推進する

 オープンキャンパス：イベント・企画の質を保ちながら、情報提供や各種サービスの強化、運営の円滑化を図る。

 キャンパスツアー：ツアーの質を向上させるために、ツアーガイドの研修教育体制を強化する。

⑥大学院入試

基幹理⼯学研究科が 2019 年 4⽉に材料科学専攻を

新設するにあたり、基幹・創造・先進理⼯学研究科は 23 専攻の体制となる。3研究科、3課程（修士・博士後期・

一貫制博士課程）、23専攻、4 プログラム（日本語・英語×学位・非学位）と多様なニーズに対応できる体制であ

る。安定した運⽤を図るとともに、年々増加傾向にある留学⽣への対応に努める。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

①「３つのポリシー」の⾒直し・改訂の実施

②高大接続の強化に向けた取り組みの実施

 附属校（⾼等学院）向けの取り組みとして、同校が中⼼となって⾏っているSSHの「首都圏オープン生徒研究発

表会」に理⼯学術院の教員が参加し、⽣徒の研究発表に対する講評やアドバイスを⾏う仕組みを構築する。

 加えて、理⼯学術院の教育・研究内容の周知教化のため、これまで選択科⽬で⾏っていた「理⼯学特論」を⾒直

し、⽗⺟も含めた説明会の場で教育・研究内容を紹介する取り組みを試⾏する。

③材料科学専攻の開始

④言語学専攻の設置に向けた準備

⑤電⼒・エネルギー系卓越⼤学院の開始

⑥「実践的スマートメカノシステム（仮称）」卓越大学院プログラムの設置に向けた準備

⑦SGU とWaseda Ocean 計画
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（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

①SGU7拠点等との連携状況

理⼯学術院内には以下の 3 つの拠点が設置されている。

・ナノ・エネルギー拠点（拠点リーダー：本間敬之教授）

・ICT・ロボット工学拠点（拠点リーダー：菅野重樹教授）

・数物系科学拠点（拠点リーダー：柴⽥良弘教授）

これらについては、毎年度、事業計画書を提出し、担当副総⻑出席の「SGU拡⼤実⾏会議」において、拠点リーダー

⾃らが活動計画のプレゼンを⾏い、「SGU実⾏会議」での審議を経て、次年度予算査定を受けている。「SGU実⾏会

議」からのWaseda Vision 150核⼼戦略に基づく評価コメントを受け、それに従い、毎年度改善を進め、国際展開を

推進している。

卓越大学院プログラム「パワー・エネルギー・プロフェッショナル育成プログラム」においては、プログラム実質1年⽬となり、総

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

を全学および全国連携⼤学を通じた学外へ広く波及・展開し、国際研究⼤学に相応しい⼤学院改⾰を戦略的に促

進する。

②教員の研究時間確保に向けた学術院としての取り組み

優秀な⼥性教員を採⽤するための促進策とし、理⼯学術院⼥性教員キャリア⽀援事業を実施。

本⽀援により研究環境の整備や研究時間を確保し、研究⼒向上や研究成果発信、外部資⾦獲得等に繋げる。

本⽀援事業を⼤学全体の⼥性教員キャリア⽀援事業として展開できるよう、本部との調整を図る。

③研究成果発信（主に海外向け）の取り組み

研究業績のプロファイリングに関する効果的な可視化ソフトである「Pure」の学外公開を積極的に推進。

研究論⽂または国際学会等において新規に発表する研究成果に関し、通常のプレスリリースに加え、オンライン国際

情報配信サービスの利⽤を推進。

④附置研究所との連携状況

独創的研究の推進と国際発信⼒の強化と新たな教育・研究分野への挑戦

 理⼯学術院総合研究所

⇒重点研究領域所における研究の推進（2年⽬）

 7 つの重点領域研究所に対するスタートアップ⽀援の実施

 早稲田地球再生塾（WERS）での勉強会やシンポジウムの継続開催

 7 つの重点領域研究所を基盤とした学内外機関との新たな連携強化の推進と研究の先進化に向けた⽀援

 7 つの重点領域研究所を第 2種⾏事開催費補助の対象とすることの検討

⇒55号館 S棟から新 120号館に転出する研究室に対するきめ細かいサポートの実施

 研究推進部及びキャンパス企画部との連携を通じた転出準備支援

 理⼯学術院総合研究所における各種制度の移⾏措置の適⽤に関する⽀援

⇒2021年度研究重点教員（戦略枠）嘱任に向けた検討・準備

⇒次世代研究者育成・支援

 総研募集次席研究員制度やアーリーバード・プログラムによる若⼿研究者の支援強化や研究活性化

⇒研究成果公開

 理⼯系研究の「早稲⽥理⼯ by AERA」の継続発刊と当該ムック本を活用した広報活動の強化

⑧A1，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

⑨大学院の科目数削減に向けた検討の開始

⑩東京農工大学との連携強化

⑪寄附講座の設置・運営による外部資⾦の獲得
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 各務記念材料技術研究所

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

 ⻑寿命化、リサイクル、省エネルギーの 3つの⽅向性の下、環境整合材料の基盤技術確⽴のため、「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」の研究グループに分かれ、共同利⽤・共同研究を推進する。

※⽂部科学省より平成 30年度共同利⽤・共同研究拠点形成事業費補助⾦の交付内定（2/3年間⽬）

2019 年度公募による共同研究 20件 2019年度公募による共同利⽤ 30 件 を目指す。

 拠点体制の強化のため、流動研究員（研究拠点教員）を公募。2019年度 4月に 5名増員を実現。

⇒研究成果の発信（関連研究者コミュニティに対して、共同利⽤・共同研究拠点の開始を伝えると共に、今後の

拠点活動に関する情報発信を⾏う。）

 最近の研究：共同研究の内容と得られた成果について、「最近の研究」としてWEB上で随時公開する。

 ニュースレター：年間 2回(7月､1 月)発⾏。学外との共同研究成果もあらたに掲載する。

 材研報告（和文）：共同研究成果を盛り込む形で大幅に拡充する。

 成果発信の強化：迅速性を確保するため、SNS を活用し最新の研究成果を研究者コミュニティに伝える。

⇒共同利⽤装置の整備

 拠点活動を進めていく上で、多くの共同利⽤が⾒込まれる装置・設備・施設について、その整備を進める。

⇒学術・技術交流（セミナー・講演会・教育講座）

 オープンセミナー：社会貢献の一環として第一線の講師によるセミナーを広く学内外の人を対象に開催。

 教育プログラム：社会⼈の技術者や若⼿研究者、および⼤学院⽣を対象にした教育講座の開催。

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

 国際会議の共催：2020 年度材料分野の国際会議を共催するための基盤作りを⾏う。

⇒若⼿研究者⽀援

 各種制度を通じて若⼿研究者に対し、技術指導・経済⽀援を推進する。

⑤外部研究資⾦への応募促進

公的研究費の支援業務において、専任職員が実施すべき業務を再定義することにより、研究費申請支援など新たな

業務を実施して研究費サポート体制を一層強化する。また、本取組を大学全般に波及させることを念頭に置き、2020

年度以降のキャンパスの違いに依らない統⼀的な外部研究費管理体制の実現を目指す。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

①キャンパス整備

 理⼯重点研究拠点整備

 言語学専攻開設に向けた研究整備

→66号館へ設置予定（工事要望申請検討）

 65 号館有機化学系３研究室の移転・整備

→移転先62号館整備と移転後の部屋の整備（2019年度⼯事要望申請）

 研究⼒強化のための新規嘱任教員⽤研究スペース整備

 →54号館、55号館、61号館、62号館、63 号館の関連スペースの改修工事。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。改修後より新規嘱任教員の利⽤開始（2019年度⼯

事要望申請）理⼯キャンパスアメニティ向上

 51号館⼥⼦トイレ増設⼯事

→理⼯⼥性（学⽣・教員）増による整備（2018 年度から継続）

 北⾨開⾨に向けて整備

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

①学部英語学位プログラムのカリキュラムの整備
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 →利⽤実態調査を実施し、公園事務所と開門に向けて調整防犯カメラの適時設置

→安全なキャンパスに向けて防犯対策の整備

 安全な研究環境への設備改善

 研究室の作業環境改善を目的とした、65 号館有機化学系 3研究室の移転・研究環境整備

 → 移転先62号館整備（2019年度）理⼯情報インフラ整備

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

→オンデマンドプリンタの更新検証

→BYOD(学生個人 PC の授業利⽤)の検証

→各種ホスティングサービスのクラウド化に向けた検証
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◆基幹理⼯学部・研究科

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

① 2018年度に引き続き、⼀般⼊試および推薦⼊試の⼊学者数⽐率の改善を⽬指す。

② 地域連携入試は、より多く安定的に入学者を確保できる体制を作る。

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

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

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

② 副専攻は、選考課程・履修制度について⾒直しなどを引き続き⾏う。履修者数向上と制度の安定運⽤を⽬指す。

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

④ 地域連携入試の学生が 2年⽣となる。4 年次に九州に移るための準備を進める。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

① 重点研究領域の充実

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

共同研究、安定運営のための外部資⾦獲得など、多⽅⾯にわたり充実を図る。

② 材料科学専攻の充実

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

同研究プロジェクト申請などの準備作業を進める。

③ その他研究拠点の支援

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

点課題や enPiT-Pro 等の運営について支援する。卓越大学院プログラム「実践的スマートメカノシステム（仮称）」を

進める。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

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

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

き続き推進する。

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

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

③クォーター制を検討し，留学しやすい環境を作る。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

①会議の効率化を図る。
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◆創造理⼯学部・研究科

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

① 教育改革

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

しを進めるとともに、専任教員の持ちコマ数の削減に努める。

 「英語学位プログラム」の 1年⽬が終了し 2年⽬を迎えることから、点検およびさらなる拡充を検討する。

 クォーター制の導入にあたっての課題を整理した上で、クォーター科目数を増大するための検討を⾏う。

 教員採用については 2018年度に引き続き、男⼥を問わず優れた⼈材を確保できるように努める。

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

進する。

 ⼤学院⽣の学会発表や論⽂発表の奨励方法を検討する。

 創造理⼯学研究科内に設置される「⾔語学専攻」について、⽂部科学省への設置申請および開設に向けた準

備を完了させる。

 創造理⼯独⾃の共通科⽬である共創ワークショップ演習やSHIP科目について、さらなる拡充と内容のアップデート

を検討する。

② 研究改革

 理⼯重点に関わる 2 研究所「フロンティア機械工学研究所」「持続可能未来社会研究所」の運営。60 号館 1

階ならびに地下スペースのさらなる活用と運用方法の検討。

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

③ 社会貢献改革

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

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

① 重点研究領域

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

関わる 2 研究所「フロンティア機械工学研究所」、「持続可能未来社会研究所」の運営を引き続き⾏い、重点研究を

促進させる。

② 新規卓越大学院プログラム

創造理⼯の5専攻が参加予定の2019年度⽂部科学省「卓越⼤学院プログラム」に新規採択されることを⽬指し、そ

の体制とカリキュラムを精査して申請準備を進める。

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

① 入試広報の充実

学部・研究科 Web サイトのさらなる充実をはかり、在籍する学生や教員、卒業生の声を積極的に掲載して多種多様

なロールモデルを提示することによって、⾼校⽣への創造理⼯学部の魅⼒のアピールに引き続き務める。

② 高大連携のさらなる強化

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

定して獲得できる高大連携の在り方、推薦制度と⼊試とのバランスについて、引き続き密に議論する。

③ その他

⼊試制度改⾰その他については、理⼯学術院全体の計画に準ずる。
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（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

① 海外教育機関との箇所間協定の推進

 2018 年度に引き続き、2019年度も海外⼤学との交流を奨励し、さらなる箇所間協定締結につなげる。

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

に活用する。

② 海外留学の促進

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

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

これを導入するための検討を加速させる。

 2018 年度までに引き続き、留学に伴い海外の⼤学で修得した科⽬の単位を認め、修了要件の単位数に組み

込むことを丁寧に検討し、学生がさらに安心して海外での学習を経験できるように取り組む。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

① 英語学位プログラムの本庄での展開

 英語学位プログラムの春学期集中必修科目である SHIP Field Practice A の本庄キャンパスにおける授業展開

として、本庄市役所との地域連携、地元企業との産学連携を展開する。
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◆先進理⼯学部・研究科

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

①学部・研究科ホームページの全⾯改訂（スマートフォン対応含む）を⾏い、⼊試広報活動を強化する。特に英語学

位プログラム、大学院入試、研究室情報をより積極的に公開する。

②学部⼊試作業の合理化と⼊試事故リスクの軽減について引き続き協議を続ける。

③⼊試制度改⾰その他については、理⼯学術院全体の計画に準ずる。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

➀教育改革 

 講義のオンデマンド化推進による効率的な授業実施

 学部専門教育の一層の国際化

 海外教育機関との箇所間協定の推進

→米Case Western Reserve⼤学と先進理⼯学研究科との間でジョイントスーパービジョン（JS）に関わる箇

所間協定締結に向けた取り組みを継続。

→台 国⽴中興⼤学理学院と研究，教育，学⽣交換に関わる箇所間協定締結に向けた取り組みを継続。

→台 国⽴台湾⼤学と先進理⼯学研究科との間で JS に関わる箇所間協定締結に向けた取り組みを継続。

 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

 ⼤学院⽣（修⼠課程）の学会発表，論⽂発表の奨励

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

④学生支援改革

 大学院生への就職支援強化

⑤科目数削減に対する取り組み

 学科ごとのコマ数削減計画を継続

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

①２０１８年度、理⼯学術院総合研究所に設置された 7重点研究領域（理⼯重点）のうち、先進理⼯学研

究科に関わる 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」の運営を引き続き⾏っていくことで、掲げられたテーマに対する研究を重点的に実施していく。

②A A A インデックスを活用した情報の蓄積および Pure の活用によって、論⽂リスト・学会発表の整理と共有を引き

続き⾏っていくことで、データベースを充実させ、活動状況の可視化を薦めていく。

③ラボリーダー制度を継続することで、学生が研究を主体的に⾏っていくという自覚を促していく。また、ホームページで

の広報も⼀層推進し、先進理⼯学研究科の知名度向上に寄与していく。
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④教員の研究活動に対する表彰として、早稲田大学リサーチアワード等を受賞した教員の顕彰を引き続き⾏ってい

く。

⑤平成 30年度⽂部科学省「卓越⼤学院プログラム」に採択された「パワー・エネルギー・プロフェッショナル育成プログ

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

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

①海外教育機関との箇所間協定の推進

→米Case Western Reserve⼤学と先進理⼯学研究科との間でジョイントスーパービジョン（JS）に関わる箇

所間協定締結に向けた取り組みを継続。

→台 国⽴中興⼤学理学院と研究，教育，学⽣交換に関わる箇所間協定締結に向けた取り組みを継続。

→台 国⽴台湾⼤学と先進理⼯学研究科との間で JS に関わる箇所間協定締結に向けた取り組みを継続。

②海外教育機関への⼤学院⽣の派遣・留学の推進

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

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

①社会貢献改革

 サイエンスの啓発活動

②学生支援改革

 ⾼度授業 TA制度を積極的活⽤

 博士キャリアセンター、キャリアアドバイザーによる大学院生の就職支援強化

③その他

 ⽣命医療系研究・教育の充実
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◆環境・エネルギー研究科

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

①広報活動の強化（継続）

→2018年度の成果を踏まえ、学外⼤学院⼊学情報サイトも活⽤した広報活動強化を継続する。

②博士後期課程学生の確保

→アジアおよび国内地域展開の研究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）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

①⾼度な⽂理融合に向けたカリキュラムの展開

→既存プログラムを核としながら、展開する。人事計画や地域リサーチセンターと連動した人材育成プログラムの検討

に着手する。

②卓越大学院プログラムの展開

→パワー・エネルギー・プロフェッショナル育成プログラムに基づく、社会実装を踏まえた環境・エネルギー教育を進める。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

①地域リサーチセンターの等設⽴と展開（④附置研究所との連携状況）

→各地域リサーチセンターでの研究活動を活発化し、それぞれの地域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。

②学問領域統合型の産学官連携プロジェクトの展開（④附置研究所との連携状況）

→e-ASIA共同研究プログラム等を核として、産学官連携を発展させた新たな外部資⾦獲得を⽬指す。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

→従前より、取り組んでいる「国際環境リーダー育成プログラム」や e-Asia 共同研究プログラムをベースに国際化に向け

た検討を継続する。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

①社会ニーズに対応した教育プログラムの強化（教育改革）

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

②本庄キャンパスの活性化

・高大院連携

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

③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。
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◆情報生産システム研究科

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

①海外共同研究を軸とするグローバルキャンパスの発展：

北九州学術推進機構（ＦＡＩＳ）の⽀援により毎年開催してきた、「国際連携ＩＰＳシンポジウム」は、２０１

９年度より、新たな方式で継続することを検討する。

海外連携プロジェクトによる共同研究活動についても、2018 年度の実績を踏まえ展開を図る。

②情報⽣産システム研究センター（附置研究所）のもつ研究⼒のアピールおよび社会に向けての発信：

ＩＰＳ研究センター新委員会の活動を活性化し、外部資⾦獲得拡⼤に向けた具体策を検討する。

③産学連携等を通じた研究活性化・多元化：

早稲⽥⼤学ＩＰＳ・北九州コンソーシアムの活動を継続して実施し、具体的な産学の共同研究の拡⼤を図る。コ

ンソーシアムの地域連携型教育への貢献について議論する。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

①グローバルキャンパス化に向けた環境整備

 留学派遣元として候補となる各⼤学（箇所間協定締結ならびに締結検討校）との定期的な意⾒交換、⼤学

説明会等による留学⽣の意識、要望の継続検討。海外⼤学の留学フェア等の合同説明会への積極的な参加。

② 海外大学学生の短期受け入れ

 サマースクール等の短期教育については、目的を明確化して実施検討する。

 海外⼤学との交流活動については、⽀援制度の活⽤を図り、積極的に実施展開する。

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

①国内出願における修士課程、博士後期課程において AO入試を廃止し、ならびに修士課程一般入試の英語筆記

試験を廃⽌する。変更にともなう影響評価を⾏い、新たな⼊試形態について継続検討する。

②⾼等専⾨学校専攻科⽣に対する⼊試広報の整備、⽇本⼈⼊学者向け補助制度等の説明資料を充実させ、⽇

本人志願者数の増加を図る。

④海外協定校との箇所間協定における推薦⼊試について、既協定締結校との⾒直し継続、新規締結候補校との新

規協定締結を進める。

⑤海外からの志願者数の動向を⾒極め、合格者基準、⼊試時期の合格者配分の適正化の検討を⾏う。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

①カリキュラムの体系化に向けた改革

コース制の運⽤の⾒直しならびに学⽣の配属時期早期化等による変更の影響評価を⾏う。

②クォーター制の導入に向けた取り組み

２０１９年度より、導⼊を開始したクォーター制の得失を議論し、他科⽬への展開を図る。

③産業界で活躍中の客員教員等による講義科⽬について充実を図る。早稲⽥⼤学・北九州コンソーシアム参画企業

への学生のインターンシップ派遣など、地域連携型の教育環境の整備を図る。

④理⼯学術院基幹理⼯学部と連携し、新思考⼊試（北九州地域連携型）制度による⼊学者向けカリキュラム

（ＩＰＳコース）の具体化に着手する。

⑤ワルシャワ工科大学と2017年に開始した海外⼤学との博⼠課程共同研究指導プログラム（コチュテル）について、

海外他大学への展開可能性を検討する。

⑥教員採⽤に向けた評価基準の策定ならびに、⼥性教員採⽤に向けた取り組みの具体策を検討する。
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（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

ＩＰＳ研究科、研究センターにそれぞれ設置されている委員会について、⽬的的に統廃合を⾏い、それぞれの機能強

化を図る。

以上
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Waseda Vision 150 社会科学総合学術院の将来構想の進捗状況報告

１．2018 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

【学部入試】

①英語学位プログラム「TAISI」への進学者・推薦者に対する取り組みについて

附属・系属校から英語学位プログラム「TAISI」を希望する進学者・推薦者に対応するため、2019年度⼊学者よ

り、英語学位プログラムへの進学者・推薦者枠を設定した。

②英語学位プログラム「TAISI」における面接試験に対する取り組みについて

・ウェブ・ツールの活用により、世界中から面接試験を受けることが可能な仕組みを導入し、多様な地域・国からの学生リ

クルートを⾏った。

③入試の広報活動について

・インターネットを活用した広報活動を実施した。

・学部パンフレット、全国自己推薦入試パンフレット等の広報媒体を作成し、高校やイベント来場者に配布した。

・オープンキャンパスでは学部独自企画において以下の来場者数（2日間、述べ人数）を記録した。

学部説明会：3,540 人、模擬講義：1,928 人、在学生特別企画：959 人、個別相談会：866人

・学部教員による模擬講義を全国 12 の高校で実施した。

・英語学位プログラム「TAISI」において、広報の効果を⾼めるためのツールとして、映像資料を製作し活⽤した。

・アメリカ・インドネシア・オーストラリア・タイ・台湾・中国・香港における広報活動を実施した。

【研究科入試】

①研究科入試における筆記試験の廃止

修士課程・博士後期課程の一般入試・社会人特別入試・外国学生入試の筆記試験を廃止し、書類選考ならび

に面接試験で合否を判定する運用を開始した。

②研究科入試における外部試験の活用

研究科⼊試において、外部試験結果を活⽤した外国語⼒の評価を導⼊し、前述書類選考の⼀部に加えた。

③5年間学⼠修⼠⼀貫プログラムの運⽤開始

社会科学部の３年卒業または英語学位プログラムにおいては 3年半卒業の適⽤判定を受けた優秀な学⽣を社会

科学研究科修⼠課程に進学させるための⼊試制度の運⽤を開始した。

④修⼠課程社会科学部⻑推薦⼊試の運⽤開始

社会科学部を優秀な成績で卒業する学⽣を社会科学部⻑の推薦により社会科学研究科修⼠課程に進学させる

ための⼊試制度の運⽤を開始した。

⑤MD一貫教育推薦入試の運用開始

社会科学研究科修⼠課程において修⼠論⽂評価において優秀な成績を修めることが⾒込まれる学⽣を社会科学

研究科博⼠後期課程に進学させるための⼊試制度の運用を開始した。
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（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

①学部における初年次教育の実施準備について

初年次教育の実施を⾒据えて学部内に検討グループ（初年次教育チーム）を前年度から発⾜させ、本年度も引

き続き検討を重ねてきた。

2018年度から選択科⽬として⼀部運⽤を開始していたが、2019年度からは新⼊⽣の必修科⽬（クォーター科

目）として運用する。その開設準備として標準的カリキュラムの検討をおこなった。

②学部におけるアカデミックカテゴリーを中心とした修学の推進について

現在、社会科学部の「アカデミックカテゴリー」は、学問分野について. 学ぶ Academic Approaches と、社会科学

⽅法論を様々な問題から学ぶ Themes & Subjects から構成されている。学部運営小委員会で構成する科目につ

いて精査をおこなった。また現状の課題、将来的なあり方について将来構想委員会において検討をおこなった。

③学部における語学教育の改革について

留学⽣の増加にともなう多⾔語環境における教育の必要性、⼀般プログラムと英語学位プログラムの融合の観点か

ら教養外国語（ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語、イタリア語、朝鮮語から 1言語選択）の将来的なあり方に

ついて将来構想委員会において検討をおこなった。

④ゼミナール教育の⾒直しについて

2019年度よりゼミナールⅠ（２年次）春学期を廃⽌して秋学期から開始する変更にともない、ゼミナールの募集

（時期、方法等）について検討をおこなった。

⑤大学院社会科学研究科における教育カリキュラム（研究分野）の再編について

2017年度までは11の研究分野で構成されていたが、2018年度から 5の研究分野に再編した。これにより研究分

野ごとの連携が強化されると共に、学生指導を集団指導化することで教育効果をより向上させることが期待されている。

⑥「現代日本学」新研究分野の新設

人文科学、社会科学の対話による学際的な「現代⽇本学」研究分野を⼤学院社会科学研究科地球社会論専

攻に新たに加えて設置し、2018 年度より研究指導を開始した。

⑦助⼿、⾼度授業 TA 等による、学部と大学院教育の連携

助手を「学術的文章の作成」指導員へ配置した。また大学院生においても参画を引き続き奨励していく。

⾼度授業 TA として大学院生を実習科目、語学科目等に配置し、学部生を指導する体制を整えた。

学部修士一貫プログラムの検討を継続しておこなった。

⑧JA 共済寄附講座の設置

臨床的学修の視点から寄附講座により３科⽬を設置、農村の実情を実践から理解するカリキュラムを強化した。
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（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

① SGU7 拠点との連携状況

グローバルアジア研究拠点での研究活動への研究および運営での参画、協⼒を⾏った。

② 教員の研究時間確保に向けた学術院としての取り組み状況

大型研究等特別支援プログラム等、学内⽀援策の広報・周知を⾏った。

③ 研究成果発信（主に海外向け）の取り組み

先端社会科学研究所HP上での研究実績の広報、同研究所員の個人 HP Google scholar, Research gate,

Researchmap 等とのリンクづけ。研究所紀要「ソシオサイエンス」、ワーキングペーパーの発刊と HP上での広報。ソシ

オサイエンス投稿規定等の英語化を⾏った。

(１) 先端社会科学研究所の活動

・ プロジェクト研究グループの設置（11 プロジェクト）。特に、全兼任研究所員が参加する「社会科学総合研究プロ

ジェクトグループ」を新設し、全研究員の研究活動をより強⼒に⽀援する仕組みを形成した。

・ シンポジウム、セミナーの開催（年間 30回程度）。特に、教育への還元と学術院内での諸研究の有機的つなが

りの強化を目的としたシンポジウムとして、「中国の大国化とアジア：学際的検討」

（ https://www.waseda.jp/fsss/iass/news/2019/02/09/750/ ）を開催した。

・ 学術協定締結、受託研究受⼊れ（設置以来過去２年間で 13 箇所）

・ 競争的資⾦の獲得（設置以来過去２年間で３倍に増加）

・ 訪問研究者の受け入れ（3名（2018 年度）、6名（2017 年度）、2名（2016 年度））

・ 紀要「ソシオサイエンス」の査読編集システムの整備 COPE ( https://publicationethics.org/ ）に基づく出

版倫理。Open Journal Systems (https://pkp.sfu.ca/ojs/) を利⽤した電⼦システム

(https://www.kiyotoko.jp/index.php/sosio/index ) の採用）

・ 研究所員の研究成果の広報（年２回更新）：構成員の研究成果

(https://www.waseda.jp/fsss/iass/activity/ )

(２) 研究成果の教育への還元

・ プロジェクト研究グループへの大学院生の参加を図った。

・ 教育への還元を主たる目的とし、研究活動、特に本学術院教員の研究活動を紹介するシンポジウムを開催した。

（上記「中国の大国化とアジア：学際的検討」）。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

① 新英語学位プログラム「TAISI:ソーシャルイノベーションプログラム」の開設等について

本学術院では 2011 年より学部・研究科を対象とした英語学位プログラム「現代日本学プログラム(CJSP)」を展開してき

た。2018 年度より、それまでのプログラムを再編し、研究科については、「英語学位プログラム」として別建てするのではなく、日

英併用研究指導の設置により、融合した形式での展開へと切り替えた。学部については、2018 年 9 月には、同プログラムの

後身となる「TAISI:ソーシャルイノベーションプログラム」(1 学年 60 名定員)を⽴ち上げた。TAISI は、国際的な環境におい

て、社会科学諸分野の専⾨知を総合して、困難な状況にある現代社会の中で道を切り開くことできる社会構想⼒を持ったリ

ーダーであるソーシャル・イノベーターの育成を標榜する。新プログラムが完成年度をむかえる時点で英語学位プログラム学生の
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在学生数は 80 名から 240 名へと増加し、本学術院のダイバーシティがさらに深化し、国際色豊かなものとなる。

【学部】 フィールドを重視したカリキュラム開発・Vision150 枠での教員採用について

TAISI のカリキュラムの特色は、(1)学際的、総合的、実践的視野の結合、(2)臨床的学習機会の提供、（3）国際

性の深化の 3 点にある。特に<1>Community and Social Development <2>Peace Building and

International Cooperation <3>Economic and Environmental Sustainability <4>Social

Organizations and Working のプログラムの中核となる 4 つの専⾨領域を基軸に 2018 年度はプログラム開設にむけ

て、カリキュラム開発をおこなった。また、同プログラム展開にあたって、既存の各教員はもちろんのこと、Vision 150 枠にて

2017 年度に 3名、2018 年度にさらに 1 名の任期付教員を採用し、体制強化をはかった。

【学部】 ⼊試制度改革・学生募集について

定員増への対応として、志願者増と優秀な学生の獲得の両⽴を目指し、2018 年度は以下の施策を展開した。

（1）各国の学事暦への対応と出願機会の拡大

・・・入学時期につき、9月入学に加えて、4月入学を新たに導入した。また、出願機会を年2回から4回に拡充し、10

⽉〜4 月まで「いつでも出願」できる方式とした。

（2）受験生の負担軽減と受験機会の拡大

・・・旧プログラムでは、面接を必須としていたが、書類重視に転換した。また、面接を要すると判断した者についても、本学

指定地への渡航を求めず、Web システムにより「どこでも受験」可能とする運用へと改めた。

（3）国内出⾝者への⾨⼾拡⼤

・・・帰国生入試を「グローバル入試」と改め、帰国生に加えて、国内高校出身者にも同プログラムへの⾨⼾を新たに拡

大した。さらに、本学の附属・系属校からの同プログラムへの推薦枠も新たに設定した。

（4）既存リソースを活用した広報展開

・・・全学体制による学生募集活動「Global Recruiting Project」等により、特に台湾・香港・タイ・インドネシア・中

国・アメリカ・オーストラリア等での留学フェアへの出展や現地版SNS を活用しての受験生への直接的な働きかけ、現

地有⼒校への直接訪問や、カウンセラーとの⼈的ネットワークを活かした学生募集活動を重点的におこなった。

※前年⽐約 4 倍となる志願者数の確保、および優秀な学生の獲得へとつながった。

【研究科】 政府機関等との連携強化による学生受入について

2018 年 3⽉の「国連⾼等難⺠弁務官事務所（UNHCR）」からの難⺠受⼊プログラムに続き、7 月には、JICA「ミャ

ンマー連邦共和国 ⾏政能⼒強化」研修員プログラム、11 月には、JICA「アフリカの若者のための産業⼈材育成イニシテ

ィブ（ABE イニシアティブ）プログラム」、2019年 2月には、同じく JICAの「SDGs グローバルリーダーコース」からの研修生

受入を決定した。今後も各国の基盤となる架け橋人材の育成に本学術院としても、貢献していく予定である。

②国際展開・留学プログラム開発の方向性について

「社会科学の学際化・臨床化・国際化」との基本軸は本学術院の理念であり、研究科・学部・英語学位プログラム・一般

プログラムの区分なく貫かれている。特に一般プログラムと英語学位プログラムのシームレス化を図ることにより、日本人学生・外

国人学生が日英言語の授業の中で出会い、多様な考え方がぶつかる中で自己表現し、相互に学び合う環境の醸成を本学

術院は⼤切にしており、留学プログラム開発にあたっても、特定のプログラムの学⽣を対象とするのではなく、多様な学⽣の受け

皿や学習機会となることを意識し開発を進めている。

【研究科】 SGU グローバルアジア研究拠点との連携について

SGU の枠組みにより、2018 年度は Georgetown 大学より 1 名の教員を招聘した。同教員は、本研究科設置の夏

クォーター科目を担当し、同科目は本研究科生のみならず他研究科⽣が履修登録できる環境とすることで還元をはかっ

た。また、2019 年度の展開を視野に、後期は他教員による「論⽂の書き⽅」等のセミナーを開催し、同拠点の活動への協

⼒をおこなった。

【研究科・学部】 Double Degree(DD)等、学位取得をめざすプログラム開発

学部においては、2018年度中に新たに香港中文大学と協議を重ね、DDプログラム開設にむけて、両者間の合意に至

った。具体的な学生の相互派遣を来年度中に開始する予定である。また、日本・ベトナム両政府で進める「日越大学構

想」における学部開設支援に本学術院として協⼒し、同大学からの 3年次編⼊につき、受け⼊れていく⽅針とした。研究
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科については、中国有⼒⼤学との DD プログラム開設にむけて最終段階の調整を進めている。

【研究科・学部】 カリキュラム・科⽬等に紐づくプログラム開発

継続的に学⽣の⻑期相互交流をおこなっている国⽴臺灣⼤学に加えて、中国語圏では、2017 年 5 月に新たに武漢

大学と箇所間協定を締結した。同協定に基づき、2018年春に特に、「中国語学習・中国⽂化交流」に特化したプログラ

ムを開発し、学生の短期派遣を開始した。また、先方の大学より、⻑期の学⽣受⼊を⾏なった。同様に、語学強化を視野

に入れたプログラム開発としては、⽶国中⻄部の有⼒⼤学ともコンタクトを開始した。

中国の華東師範大学とは 2018 年 10⽉に協定を締結し、教員・学⽣の相互の交流を開始する予定である。

インドネシアのパジャジャラン大学とは2018年7月に協定を締結した。通常の同協定に基づく、教員・学⽣の相互交流

に加え、特に本学部設置の夏季集中科目「Child-friendly Cities」に伴う、教員引率によるプログラムを本年度夏より開

始した。本プログラムは本学術院および同大学、Women Empowerment, Child Protection and Family Affairs

(DP3AKB) of West Java Province- Indonesia との協⼒により、同国の都市計画の先進事例を体感できるものとな

っている。同様の「都市計画・公共政策・まちづくり分野」をテーマとしたプログラムについては、台湾の国⽴清華⼤学とも本

年度協議を開始し、2019 年度中にも実現する⾒通しである。その他、⽶国⻄海岸の有⼒⼤学とも同様のプログラム開

発の調整をおこなっている。さらに「平和構築・環境」分野をテーマとしたプログラムについては、タイのナレースワン大学と協議

を開始し、こちらについても、2019 年度からのプログラム開始にむけて準備をすすめている段階にある。その他、欧州の有⼒

⼤学への働きかけも本年度開始し、今後、プログラム化が待たれる。

【研究科・学部】 インターンシップ等を意識したプログラム開発

2018 年 4 月にタイに本拠をおく「Asian Network for Free Elections (ANFREL)」とのインターンシップおよび相互

連携に関する協定を締結した。同団体は、アジア各国との国際協⼒、選挙監視を⾏う団体であり、同団体へ学⽣派遣を

⾏うことで、周辺国の関連機関を含め、選挙監視をおこなう最前線の「現場」に本学術院学生をインターンとして送り、各

国から集まる同年代の若者たちと経験を積ませることが可能となった。上述のテーマをもつ留学プログラムにおいても、国際

機関やNGO等との接点が多様に用意されており、今後もこのような経験を積んだ学生の同分野における人材輩出が期待

される。その他、複数の国連機関との間でのインターンシップ派遣にむけての協議を進めている段階にある。

【研究科・学部】 協定校との持続可能な連携強化について

昨今、箇所間協定の締結先も多岐となっており、経年したプログラムも発⽣してきた。関係の持続性やメンテナンスを意

識することが必要となってきた。相⼿先機関との持続可能性を視野に、協定校ごとにプログラム代表者およびコーディネータ

ーの教員を選出することで、本学術院側のコンタクトを明確とする体制に 2018 年度より切り替えた。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

①アクティブラーニング・ラボの運用開始について

・教員図書室内に設置したアクティブラーニング・ラボの運用を開始した。

②国内インターンシッププログラムの推進について

・東京海上⽇動⽕災保険株式会社「⼈間⼒を鍛える３⽇間」（9/5〜9/7）

・株式会社リンクアンドモチベーション「社会⼈基礎⼒養成講座」（9/10〜9/14）
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２．2019 年度計画

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

【学部入試（一般プログラム）】

①⼊試制度改⾰について

・⼊試改⾰に伴う様々な影響（受験⽣への影響など）を慎重に考慮し、制度改⾰を検討したい。

②大学入学共通テスト・英語外部試験の導入に向けた検討について

・導⼊による様々な影響を考慮に⼊れ、検討を⾏う。

③一般入試に代わる入試の検討について

・現⾏制度を含む様々な⼊試形態の検討を⾏う。

④入試の広報活動について

・模擬講義、高校訪問、インターネットなどを活用した広報活動を継続的に実施する。

・オープンキャンパス（学部独⾃企画を含む）を昨年度に引き続き実施する。

・学部パンフレット等の広報媒体を作成し、高校やイベント来場者等に配布する。

【学部入試（英語学位プログラム）】

①⼊試制度改⾰について

・必要に応じて適宜修正を検討する。

②入試の広報活動について

・2018年度に製作した映像資料を活⽤するなどし、インターネットなどを通じた広報活動を継続的に実施する。

・アメリカ・インドネシア・オーストラリア・タイ・台湾・中国・香港などにおける広報活動を継続的に実施する。

【研究科入試】

・2018年度に⼤きく⾒直しを図った⼊試制度の定着を図る。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み－

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

①海外留学の推奨

初年次教育科⽬（ラーニングコミュニティ）において留学についての説明を標準カリキュラムとして加えた。2019 年度

より全学生におこなう。

２年夏クォーターは海外留学を強く推奨する期間とする。留学に⾏きやすく戻りやすい雰囲気を学部全体、ゼミナー

ル等でつくる。

②海外留学を推奨する国際的カリキュラムの検討

国際的な視野で体系的に学ぶカリキュラムのあり⽅を検討する。①留学（欧⽶およびアジア）、②国際機関等への

インターンシップ、ボランティア、③それらの経験を踏まえた少人数指導（ゼミや実習）、および④教室の講義を体系化

することを検討する。
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③海外語学プログラムの設置

海外の協定校で英語を学ぶプログラムの導⼊、強化を検討する。⼊学前教育、初年次教育、必修英語の再履修、

卒業年次など各レベルで望ましいあり⽅やプログラムの可能性を検討する。

④海外実習科目・国際共同ワークショップの実践

海外実習科目の設置、海外協定校と国際共同ワークショップを実施する。

⑤英語で開講する科目の増加による日本語及び英語学位プログラムの融合

一般プログラムにおいて、英語で開講された科目（英語学位プログラム科目、一般プログラムにおけるグローバルラー

ニング科⽬等）を⼀定単位数以上履修することを必修化することを検討する。学⽣間の交流を促進し交流を図る。

⑥英語学位プログラムに⼊学した留学⽣の⽇本語能⼒の向上

英語学位プログラムに⼊学した留学⽣が在学中に⽇本語能⼒（Ｎ１、Ｎ２レベル）を⼊学前〜低年次に習得す

ることを強く推奨する。２年次から⽇英併⽤科⽬を、３年次から⽇本語科⽬を履修できることをめざす。

⑦他大学との合同セミナー等の開催

他⼤学の専⾨分野、ゼミナール等と協⼒して、合同セミナー、ディスカッション、プレゼンテーション等をカリキュラムへ組み

⼊れることで学習効果を⾼めることが考えられる。開催⽀援（招へい講師、教室利⽤等）のあり⽅を検討する。

⑧オープン科目の全学的な連携と効果的運用

全学の他箇所（グローバルエデュケーションセンター、他学部）でオープン科目が新設された場合に、社会科学部設

置科⽬との重複チェック、卒業算⼊科⽬扱いのチェックをおこなう。その際に、科⽬名称、配当学年、内容、社会科学

部での開講状況（休講・隔年）などを加味して算⼊枠（基盤専⾨または⾃由科⽬）をその都度、判断する⽅式とす

る。それによって全学規模で学⽣の履修条件の改善と安定を図る。

⑨訪問研究員による特別講義

訪問研究員（Visiting Scholar）による講義を、非常勤講師としての集中講義、招へい講師等により可能にする。

⑩学部カリキュラムによる戦略的⼈事

学部、大学院、研究の有機的な連携、さらに全学レベルの効果的な役割分担の観点から、教員人事の募集、採

用を学術院としておこなう。そのための委員会のあり方を検討し、運営してゆく。国際的に活躍する研究者を採用するた

めに、国際公募を積極的に⾏う。

⑪テニュアトラック制の導入

任期付教員で優秀な研究者は、任期の定めのない教員として採用（再公募）する方式を定着させる。

⑫助教、助手の活躍できる環境づくり

助教、助手は、学術院の活動（研究所のサポート活動、学部・⼤学院の⾏事等の関連業務）、教育サポート活動

（指導員等）へ参画しながらアカデミック・スキルを向上させる機会を得る。
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⑬科目の新設・改廃の最適化

新たな教員人事、科目の新設および改廃において、社会科学部のカリキュラム上の位置づけに加えて、全学規模で

重複チェックを⾏い、オープン科⽬の同名または内容の重なる科⽬リストを作成して戦略的に⾏う。

⑭持ちコマ数削減に向けた取り組み

教員の持ちコマ数を週 7 コマ上限とし、それを越える部分については隔年開講や１単位化を検討する。

核⼼戦略３ 教育と学修内容の公開

⑮学習戦略の指導

初年次教育科⽬「ラーニングコミュニティ」の中で学習戦略について説明し、各⾃が作成、発表で学び合い、ピアレビュ

ー、ふりかえりをおこなう。すぐれた取組をしている学生をＴＡとして採用する。

⑯学修ポートフォリオの推奨

My ポートフォリオを初年次教育科⽬「ラーニングコミュニティ」の中で紹介し強く奨励する。

⑰教育内容のコンテンツ化

すぐれた学習戦略を⽴てながら実践している学⽣について、インタビュー動画をスタジオまたは教室⾵景を収録し、コン

テンツ化する。初年次教育のWeb コンテンツ作成として⾏う。翌年度の初年次教育の中で活かすサイクルを確⽴する。

核⼼戦略４ 対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏

⑱ボランティア科目、インターンシップのカリキュラムへの導入

グローバルリーダー育成には、叡智、実⾏⼒、志が重要であり、ボランティア科⽬、インターンシップ、フィールドワークを積

極的に推奨する。実習系のカリキュラムを作成し、理論的アプローチと実践的アプローチを往還しながら体系的かつ経験

的に学ぶことを検討する。

⑲学生の主体的なゼミナールの合同説明会

現在ゼミナールの募集、説明は、各ゼミごとに⼀定期間に⾏っている。ゼミナールが協⼒し、合同説明会を集中的に開

催する機会をもうけることを検討する。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

① SGU7拠点との連携について

引き続き研究活動への研究および運営での参画、協⼒を⾏う。

② 教員の研究時間確保に向けた学術院としての取り組みについて

基礎的情報の収集として、各教員の講義時間、箇所内外委員会委員、学外委員等に関する実態調査と、研究

時間に関する意向調査を⾏う。
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③ 研究成果発信（主に海外向け）の取り組みについて

・ ⼤学院⽣に対する英語論⽂等投稿⽀援策を検討する。

・ 基礎的情報の収集として、各研究分野（所属学会等）、教員にとって海外研究発信の重要性に関する意識

調査を⾏う。

・ 訪問学者の受入と海外研究者との共同研究の推進のための条件を検討整備する。

④ 附置研究所との連携について

・ 先端社会科学研究所主催のセミナー、シンポジウム等の開催のための経済的人的支援を強化する。

・ 英語学位プログラム（TAISI）の４つのコース＊に関連付け、提携校から講演者を招待して国際シンポジウムを

開催する。

・ 研究のアウトレットとして紀要「ソシオサイエンス」の認知、評価を高めるための諸方策を検討する。

・ オープンキャンパス等の機会を利⽤して、来校者に公開されたシンポジウムを⾏う等、認知度を⾼める⽅策を検

討実⾏する。

⑤ 他学会特に早稲田社会科学学会との連携について

・ 共同シンポジウムの開催等を通じ協⼒関係を強化する。特に社会科学部⽣、⼤学院⽣（修⼠課程）が参

加、研究成果の発表、相互に学び合う機会を提供する。

* TAISI の４つのコース

Field 01 : Community & Social Development

Field 02 : Peace Building & International Cooperation

Field 03 : Economic & Environmental Sustainability

Field 04 : Social Organizations & Working

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

①中⻑期の将来構想について

中⻑期を⾒据え、2019 年度は以下の 3 点を中核とした⽅向性に⼀定の結論を導き出し、次の展開の指針としていく⽅

針である。

国際化の方向性 英語学位プログラムおよび一般プログラムの今後を絡めて

本学術院の目指す国際化は多言語教育の可能性を探り、一般（日本語学位）プログラムと英語学位プログラムの融

合をはかっていくことにある。また、一般学生に世界に目を向けさせる教育プログラムの開発と展開に重点的に取り組んでい

く。 国際化に関する施策としては、目下、(1)英語学位プログラムの学⽣の⽇本語能⼒を向上させ、⽇本語の⼀般プログ

ラムと融合させること、(2)留学を推奨とするプログラム、(3)ゼミを含めたクォーター制度の全⾯的導入の3点を中核に、その

是非を含め、可能性を検討している段階にある。

海外機関との関係においては、本学術院は「現代日本学の中心拠点」として機能していくことを標榜しており、今後も

「日本研究」をおこなっている機関と国際的な人的ネットワークを形成し、そのハブとしての役割を果たしていきたいと考えてい

る。具体的には、アメリカ・韓国・スペイン･台湾・中国さらには、インドネシア、カンボジア、シンガポール、タイ、ラオス等の日本

研究を担っている拠点との連携強化が視野に入る。特に本学術院の先端社会科学研究所をキーに研究の国際ネットワー

クを構築し、学会活動を中⼼とした国際交流の定例化、海外の提携⼤学の研究者、院⽣とのワークショップを定期的に企

画･開催することで、学⽣交流へもすそ野を広げていければと考えている。
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②2019年度実施計画について

上述の中⻑期の将来構想も視野にいれつつ、2018年度より調整を⾏なっている以下の案件につき、さらに進めていく。

【学部】英語学位プログラムカリキュラム開発・体制について

2019年度より、英語学位プログラムの1年次の2学期⽬にあたるゼミにて、上級学年での実践の場での素養の活用を

視野に、本学術院の教員らによるディシプリンベースの社会科学の様々なアプローチ手法を紹介する機会を提供する予定

である。これにより多⾓的なものの⾒⽅を修得するとともに、将来的に各個⼈の⽇本語運⽤能⼒が向上した際に、⽇本語

学位プログラムへの接続との意識の広がりにも期待しているものである。また、カリキュラムの充実を担保するため、既存の各

教員による引き続きの支援およびテニュアトラック制度導⼊等についても検討・調整していく予定である。

【研究科】 SGU グローバルアジア研究拠点との連携について

SGUの枠組みにより2019年度は複数の科⽬を本研究科に開講し、他研究科の学生等にも還元していく予定である。

【研究科・学部】留学プログラムの開発について

新規案件としては、研究科における中国有⼒⼤学とのDDプログラム開設にむけての最終調整を進める。また、学部レベ

ルでは、語学強化を視野に⼊れたプログラム開発としては、⽶国中⻄部の有⼒⼤学とのプログラム開発を進める。

「都市計画・公共政策・まちづくり分野」をテーマとしたプログラムについては、台湾の国⽴清華⼤学との実現を目指した

い。その他、⽶国⻄海岸の有⼒⼤学とも同様のプログラム開発を調整する。

「平和構築・環境」分野をテーマとしたプログラムについては、タイのナレースワン大学とのプログラムにつき、2019 年度に

具現化する予定である。

その他、2018年度におこなった欧州の有⼒⼤学への働きかけの成果や、複数の国連機関との間でのインターンシップ派

遣にむけての協議についても、方向性を出していく予定である。

特に 2019 年度の新規開拓としてはイギリス・オーストラリア・スペイン・フランス・ベルギー等の機関との関係強化が⾒込ま

れている。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

①学際知の体系化に受けた改革

学⽣にテーマや学問分野などを体系的に履修し、修了することの必修化を検討する。現在のアカデミックカテゴリーの名

称、構成科目、学習内容を最適化する。

②アクティブラーニングラボを拠点とした臨床的プロジェクト

アクティブラーニングラボは、教員と学生が実践経験と訓練から学ぶプロジェクトベーストラーニング（PBL）の場である。

ラボを拠点に、早稲⽥⼤学社会科学部と協⼒しながら協同探究、政策を実装する臨床の現場、コミュニティ、地域組

織、海外協定校等とを結びプロジェクトを推進する。

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

１．2018 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

① 定員厳格化への対応

推薦指定校の選定に関するルールを整備した。今後も，継続的に⾏っていく。

② 渡⽇不要外国学⽣⼊試および帰国⽣⼊試の改⾰

人間科学部での学びに強い意欲をもつ外国学生・帰国生を積極的に受け入れるために，渡⽇不要外国学⽣

⼊試および帰国⽣⼊試を整理した。渡⽇不要外国学⽣⼊試については，2018年度にこれを廃⽌した。帰国

⽣⼊試については，現状の⼊試制度を 2021年度に廃⽌すること，同年度より帰国⽣にも公募制学校推薦

型FACT選抜の出願を認めることを決定した。帰国生だけでなく、留学経験のある⾼校⽣を積極的に受け⼊れ

るために、公募制学校推薦型 FACT 選抜については、出願資格の拡充を決定した。

③ ⼀般⼊試の科⽬整理

記述式問題の導⼊など今後の⼊試改⾰を⾒据え，2021年度より⼀般⼊試の社会科選択科目「政治

経済」の廃止を決定した。

④ 転課程試験出願資格の変更

通信教育課程と通学課程とのなめらかな接続をめざして，転課程(通信教育課程から通学課程へ)試験の

出願資格を変更した。

⑤ 2021 年度以降の入試改革に関する検討

2021年度に導⼊される⼤学⼊学共通テスト，および⾼校の指導要領改定に向け，今後の入試改革に

ついて集中的に検討するWG(入試改革WG)を入試検討委員会内に設置した。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

① カリキュラム評価

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に着⼿した。カリキュラム評価に関するロードマップの

一部について教授会で承認を得た。

② 能動的な学びを促進する授業の展開

前年度に引き続き、⾼度授業 TA の活⽤に関する⽀援を⾏った。また、カリキュラム評価・教室改修作業部会

ならびに FD研究会（後述）にて議論していたアクティブラーニング仕様教室について、100-402/403 教室

の改修工事の実施として結実した。

③ 恒常的な授業改善

年度中、計 5回の FD研究会を実施した。

④ 学部から研究科への接続の強化（学部、修士課程）

学部3年次以上向けの⼤学院合併科⽬を増設した。

⑤ 研究科における研究倫理教育

研究倫理教育をカリキュラムとして実装するための議論を⾏い、2019年度から「⼈間科学研究倫理概論」と
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して開講することとした。

⑥ 学部における研究倫理教育

学部初学者に対する分野横断型・討論型の研究倫理教育として「基礎ゼミ II」を新たに開講した。その成果

について FD研究会を実施し、教員間での共有化を図った。

⑦ 資格対応

教職再課程認定の申請を⾏い、学部・⼤学院ともに認定された。また、公認⼼理師受験資格に関連して、

新規養成の対象となる⼊学者を迎え、その学年進⾏に伴うカリキュラムの詳細を公認⼼理師資格委員会等

にて整備した。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

① 附置研との連携による研究推進体制の再構築

（１） 2018年⼈総研プロジェクト研究の再改⾰

⼤型競争的研究資⾦獲得⽀援等を継続し、新たに大学院⽣等を含む若⼿研究者の育成、地域連携

研究の⽀援を含む改⾰を⾏った。

（２） 若⼿育成のスキームの新設

「学振 PD・DC申請連動型」と「若⼿グループ研究」を新設し，⼈間科学を指向する若⼿研究者育成

とその⽀援を⾏った。

（３） 地域連携支援研究の新設

学術院と包括協定を締結した自治体等をベースに多様なセクターを包摂するような実装的研究やその

準備などを支援する仕組みを構築した。

（４） 審査体制の強化

研究助成⾦に関わる採択審査における箇所外・学外研究者への審査員選定・委嘱過程で，本学研究

戦略センター教員と協議し、客観性、透明性を⾼めるなど審査体制を強化した。

② 研究時間確保に向けた取組み

⼤型競争的研究を⾏う研究代表者の研究事務など研究遂⾏に伴う多様な負担を軽減するための人件費

補助などを⾏った。

③ 海外発信の促進

国際学会誌掲載支援：研究推進部が実施している国際学会誌掲載支援スキームを、人総研研究予算を

用いてさらに追加助成した。

外国人研究者招聘支援：人総研予算によるシンポジウムにおいて、旅費等を支給し、積極的に外国人

研究者を招聘し、スピーカー、コメンテーターとしての参画を支援した。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

① 海外協定校との連携

（１） 海外4大学と新たに箇所間協定を締結した。

（２） 箇所間協定に基づく海外⼤学との交換留学を積極的に推進し、受⼊に際して e スクールの

オンデマンドコンテンツを活用した。
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（３） 箇所間協定を結ぶ海外⼤学と共同でジョイントラボを設⽴し、国際共同研究を推進するための

枠組みを構築した。

（４） 留学⽣向け奨学⾦申請について、海外協定校との間で連携して対応した。

（５） ⾃治体・企業と連携して、受⼊れ留学⽣のインターンシップを実施した。

② 留学促進に向けた取り組み

（１） 国際課による海外への学⽣引率助成制度を活⽤した、1 か⽉未満の短期海外留学を支援した。

（２） 海外⼤学と連携して、初年次から留学を可能とするプログラムについて、検討した。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

○学内外連携

① 包括協定締結

（１）学生派遣や受入対象である国内４機関との間で、新たに協定を締結した。

（２）自治体・他大学との三者による協定を締結した。

② 特色ある課題解決型地域連携

（１） 学術院所在の自治体議会との協定に基づき、ポリシーメイキングのための人間科学という視点での

議会インターンシップを実施した。

（２） 遠方の自治体との協定に基づき、教育委員会等と連携して地域特性を考慮した教育プログラムの

開発や政策提言を視野に入れた研究を支援した。

○通信教育課程

① カリキュラムの確認・改訂

（１） スムーズなレベル進級が可能となるよう、一部必修科目を 2019 年度より春学期・秋学期の

両学期開講に変更することを決定した。

（２） β コースのレベル１・２の年間制限単位数を、40 単位から通学課程と同じ 41 単位に変更した。

（３） 人間科学基礎科目の卒業参入上限単位数の考え⽅を通学課程と合わせる変更を⾏った。

② 理解度・満⾜度向上を目的とした取り組み

（１） 低画質・中画質コンテンツを使用している授業の再収録を促進した。

（２） ２カメラを仕様した授業収録を一部実施した。
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２．2019 年度計画

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

① 推薦指定校の選定に関するルール整備

定員厳格化に対応するために，引き続き，推薦指定校の選定に関するルールを整備する。

② ⼤学⼊学共通テストの利⽤⽅法に関する検討

⼤学⼊学共通テストの利⽤⽅法について，引き続き検討を⾏う。

③ 英語外部試験の活用に関する検討

英語4技能の評価に向けて英語外部試験の活用方法について具体的な検討を進める。

④ 2025年度⼀般⼊試の改⾰に向けた検討

⾼校の指導要領改定に向け，また⼀般⼊試を⼤学⼊学後の学びの前段階に位置づけることをめざして，

一般入試の抜本的な改革を検討する。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

① カリキュラム評価

ロードマップに従い、シラバスの現状を確認しながら大目標・中目標の評価・修正を実施する。

② 能動的な学びを促進する授業の展開

⾼度授業 TA・授業 TA・LA等の利⽤を⽀援しつつ、その効果的な活用手法について FD研究会等の場を

設けて検討する。

③ 恒常的な授業改善

FD研究会を実施し、教員相互の優れた実践について共有を図る。

④ 学部における研究倫理教育

「基礎ゼミ II」の運⽤⽅法について、その実施状況を⾒ながら検討を⾏い、必要に応じて翌年度に向けた改善を

⾏う。

⑤ 学部から研究科への接続の強化

学部-研究科の一貫教育プログラム（4+1 もしくは 3+2）について検討を始める。

⑥ 研究科における研究倫理教育

「人間科学研究倫理概論」の運⽤⽅法について、その実施状況を⾒ながら検討を⾏い必要に応じて翌年度に

向けた改善を⾏う。

⑦ 学位論⽂審査体制の点検

研究科学位論⽂審査等作業部会を設置し、これまでに⾏ってきた研究科における学位論⽂の審査のあり⽅、

それに付随する指導のあり方についてさらに改善に向けた検討を進めていく。

⑧ カリキュラムの国際化

学⽣が留学しやすい環境（授業のクォーター化を含む）について検討し、必要に応じて整備を⾏う。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

① 附置研との連携による研究推進体制の再構築

（１）若⼿グループ研究の推進

3 人以上で構成された⼈間科学を指向した若⼿グループ研究を促進する。
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（２）地域連携支援研究の推進

本学研究戦略センターと協働しながら、所沢市をベースとした社会実装を指向する⼤型研究資⾦の

獲得と研究プラットフォーム造りを促進する。

（３）審査体制の強化と研究者ネットワークの拡大

本学研究戦略センターとの連携によって、審査員選定のみならず、研究者ネットワークの拡大と構築に

ついて検討する。

② 研究時間確保に向けた取組み

大型研究費獲得支援と授業負担軽減についてさらに検討を進める。

③ 海外発信の促進

国際誌掲載支援およびシンポジウムに伴う外国人研究者の招聘支援を継続し、海外発信を促進する。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

① 海外協定校との連携

（１） 箇所間協定を締結する⼤学と交換留学および研究者交流を促進する。

（２） 箇所間協定校との共同で設⽴したジョイントラボを活⽤し、緊密な連携を図

り、それぞれの国において大型国際共同研究プロジェクトの申請を積極的に支援し、国際共同研究の

推進を検討する。

（３） 海外進出する日本企業と海外協定校と連携して、インターンシッププログラムの開発を検討する。

② 留学促進に向けた取り組み

（１） 国際課による海外への学⽣引率助成制度を活⽤して、1 か⽉未満の短期海外留学をさらに促進

する。

（２） 海外⼤学と連携して、初年次から留学を可能とするプログラム開発を推進する。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

○学内外連携

① 包括協定に人材育成・共同研究

包括的協定を締結する⾃治体や海外⼤学との連携を強化し、学⽣交流を含めた⼈材育成や共同研究

を推進する。

② 社会実装を目指した連携

学内の研究戦略センターと緊密に連携し、包括協定を結ぶ所沢市をフィールドにした研究成果の社会実装

を⽬指して、地域課題解決指向の産学官⺠における広範囲の連携強化と共同研究の基盤作りを進める。

○通信教育課程

①カリキュラムの確認・改訂

他の必修科目についても、春学期・秋学期の両学期開講を検討する。

②理解度・満⾜度向上を目的とした取り組み

さらに高画質化および 2 カメラによる収録を促進する。

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

１．2018 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

①⼊試制度改⾰

（学部）

・これまでのトップアスリート⼊試、スポーツ推薦⼊試、スポーツ⾃⼰推薦⼊試の制度を⾒直し、総合型選抜⼊試制度

（Ⅰ〜Ⅲ群）として検討・実施した。

・2021年度⼊学者以降の⼊試における⼤学⼊学共通テストの利⽤と科目を決定した。

・外国学⽣（渡⽇不要）⼊試制度を廃⽌することを決定した。

・⼀般⼊試において解答（英語・国語・数学）及び出題意図（⼩論⽂）を公表した。

（大学院）

・修士課程2年制英語学位プログラム（9月入学）入試を実施し、第 1期生が入学した。

・博⼠後期課程英語学位プログラムおける⼊試⽅式を変更した（渡⽇不要書類審査の導⼊）。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

① カリキュラムの体系化に向けた改革

・学部に関しては、2017年度から導⼊した新カリキュラムに基づき、学⽣がスポーツ科学の基礎から応⽤までを段階

的かつ体系的に学ぶことのできるよう、7 つのコースごとに⼯夫をしている。⼀⽅、初年次教育については、将来構想

委員会等での議論を踏まえ、その在り⽅について⾒直しを⾏っている段階である。⼤学院については、修⼠英語学位

プログラムを設置する等の新しい取り組みを⾏い、クォーター科⽬や学部との合併科⽬を増やす等、カリキュラムの体

系化に向けた取り組みを進めた。

② クォーター制の導入に向けた取り組み

・東伏⾒キャンパスで開講される⼤学院科⽬（特に、修⼠英語学位プログラム）を中⼼に、数多くのクォーター科⽬

を設置した。学部科⽬に関しても、クォーター科⽬に向けた検討は⾏っているが、教場の問題（所沢キャンパスではほ

ぼ空き教室がない）、学科⽬の特性（実技系科⽬で導⼊する意義が⼗分に⾒いだせない）等の課題を抱えてい

る。

③ 持ちコマ数削減に向けた取り組み

・持ちコマ数削減に向けて各教員の担当コマ数の確認は常に⾏っている。前述したように、大学院と学部との合併科

目を増やすなど、持ちコマ数の調整に取り組んでいるが、2 キャンパス（所沢、東伏⾒）で授業を展開する必要があ

り、学⽣に履修上の問題が⽣じる可能性を含め、注意深く進めなければならない。

④ 教員採用に関する取り組み（公募制、テニュアトラック制の導入）

・基本的に、すべての教員採⽤を公募制で実施している。現在、修⼠英語学位プログラムを主に担当する若⼿教員
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の採⽤に向けて、テニュアトラック制を導⼊した⼈事を⾏っている（2018 年度は 2名採用決定）。

⑤ 英語修士学位プログラム設置

・2018年度秋学期より修⼠課程に英語学位プログラム（2 領域：Health and Sport Science と Sport

Management）を設置し、英語による授業科目が増加した。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

① SGU拠点との連携

・スポーツ科学学術院においては、SGU「健康スポーツ科学」モデル拠点の施策を学術院の施策として一体化して実施

している。スポーツ科学学術院では、SGU「健康スポーツ科学」モデル拠点の運営を目的として SGU運営委員会を設

置してきたが、SGU に関する施策以外にも学術院の国際化に関する検討事項が存在し、現状ではそうした検討事項

を取り扱う委員会が存在していなかった。そのため SGU運営委員会を発展的に解消し、2018 年 5月にスポーツ科学

学術院の国際化推進に関する事項を検討する「国際化推進委員会」を設置した。

② 外部資⾦獲得状況と研究⽀援体制

・本学術院の多くの教員が科学研究費（科研費）を獲得した。2018 年度の採択数は、40 件であり（基盤研究

(A)4 件、基盤研究(B)5 件、基盤研究(C)15 件、その他 16件）、総額約 9,730 万円であった。また、本学が重

要視している⺠間、各省庁・独法からの研究費も多く獲得した。2018 年度に新規契約した受託研究・共同研究、

受託教育による外部資⾦獲得は 34 件、総額約 9,077 万円に達した。

・スポーツ科学分野の研究推進を図るため、⼀般管理費（研究教育推進経費）を⽤いた箇所独⾃事業を実施し

た。科研費と異なる新規性の⾼い研究テーマに対して、厳正な審査を経て特別研究費を助成し、教員個々の⾼度で

独創的な研究を支援した。

・箇所独自の取り組みとして、スポーツ科学修繕事業を興すことで、既存の機械器具の有効活用を図り、研究活動を

活性化することができた。

③研究拠点の研究基盤装置の拡充

・研究拠点の研究基盤拡充を図るため、耐⽤年数を迎えようとしていた 1.5 テスラ MR装置に替わり、3 テスラ MR装

置を新規導入することができた。3 テスラ MR装置が主流である現在、世界の研究機関にようやく⽐肩した形にみえる

が、現存する 3 テスラ MR装置のなかでもハイエンド装置を国内で先駆けて導入できたことで、世界的な研究展開のた

めの基盤を作ることができた。

④QS ランキングへの取り組み

・2019年QSランキングでは、sports-related subjects において早稲田大学は世界42位、国内2位に位置づけ

られ、高いレベルを維持した。また、学術院独自の取り組みとして、世界的に卓越した研究者の雇用を目的とした拠点

形成⼈事を⾏った。その結果、⼈⽂科学系において世界的に著名な John Horne 教授を迎えることができた。卓越し

た研究者の雇用は、QS ランキングで重要視されている academic reputation に貢献し得るものと考えられる。

⑤附置研究所、他箇所等との連携

・学術院設置のスポーツ科学研究センターでは、招聘研究員を積極的に受け入れることで（2018 年度 76名）、本

学術院教員の研究体制の拡充および学術院外の研究機関等との連携を強化した。
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・スポーツ科学の最新知⾒を広く共有する⽬的で、国内外で活躍する⼀流研究者を招聘し、スポーツサイエンス研究会

を開催した。2018年度は所沢キャンパス13回、東伏⾒キャンパス9回の研究会を開催した。研究会の継続開催は、

将来的な学術交流のための関係を構築する一助とした。

・スポーツ科学研究センターは商学学術院のビジネスファイナンス研究センターと連携し、社会人教育の強化を目指した

ノンディグリープログラム『スポーツ MBA Essence』を開講してきた。スポーツビジネスに関する質の高い講義を提供し、社

会人のニーズに大いに応えた。2年⽬となる 2018 年度は 31名の修了⽣を輩出し、活発な事業展開ができた。

・学術院独自の大規模コホート研究『WASEDA'S Health Study: WHS』（代表：岡浩一朗教授）を展開してお

り、これに関わる専任教員を増員することで、本学校友の健康・増進を支援する研究プロジェクトを一層推進することが

できた。また、重点領域研究機構ヒューマンパフォーマンス研究所（代表：川上泰雄教授）との連携では、スポーツ科

学、医学、理⼯学・⽣命科学等を融合させた新たな学問領域『⾝体能⼒開発学への挑戦』を展開しており、2018 年

度は第 2回シンポジウムを盛大に開催した。スポーツ庁委託事業の⼥性アスリートの育成・⽀援プロジェクトでも本学術

院教員が中心となり（『⼥性アスリートのコンディショニングと栄養』代表：田口素子教授）、⼥性アスリートの低エネル

ギー状態、外科的・内科的障害発生状況、身体的・⼼理的コンディション等に関するユニークな研究を積極的に実施

しており、現場還元を目指している。

⑥若⼿研究者の育成および研究・調査の成果発表

・SGU事業との連携で、箇所間協定を締結した海外⼤学に⼤学院⽣を派遣し、⾼度な専⾨知識を習得させること

で、若⼿研究者の育成に繋げている。また、スポーツ科学領域の最新知⾒を発信する⽬的で、国内外から誰でも⾃由

に閲覧できるオンラインジャーナル『スポーツ科学研究』を刊⾏しており、2018 年は 9編の論⽂を掲載した

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

① 英語学位プログラム

・2016年度から実施している英語による博⼠学位取得プログラムに続き、2018年9月から英語による修士学位取得

プログラムを開始した。さらに、協定校の新規開拓や交流も促進している。こうした整備により、留学⽣受け⼊れ環境が

改善されつつある。

・海外から訪問教員を 4名招聘し、スポ科院での英語による講義の実施、および、大学院生への研究指導実施をご

担当いただいた。いずれの訪問教員も高い教育・研究実績を持つ人材であり、大学院生に対する英語による熱心な指

導は参加学生にとって国際教育に触れる機会となる貴重な経験であった。また招聘期間の指導にとどまらず、帰国後も

⻑期的な関係構築がなされていることは、本学学⽣にとって将来に繋がる機会の提供となった。

・カトリック・ルーヴァン大学（KUL:ベルギー国）から7名の教員と7名の大学院生を招き、国際共同ワークショップを開

催した。講演やグループワーク・ディスカッション、ポスター発表や実験室⾒学を通じて両大学の教員及び学⽣間の交流

を深め、研究交流、留学、⼊学等への意欲を⾼めることができた。

② 海外での学習経験をカリキュラムに組み込むことについての検討状況

・海外協定校の新規開拓への取り組み：海外⼤学との将来的な学術交流、単位互換を伴う⼤学院⽣交流、共同

指導・共同教育、JA を含む教員交流についての協議のために 5大学（ロシア国⽴体育⼤学、ハンガリー体育大学、

KUL、ブリュッセル自由大学、ドイツ体育大学ケルン）を、修士英語学位プログラムリクルート活動のために 3大学（カ

セサート大学、チュラーロンコーン大学、タマサート大学）を訪問した。

・交換留学制度の締結： 国⽴台湾⼤学及び KUL（カトリック・ルーヴァン大学）との間に交換留学協定を締結し、
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毎年2名の枠内でスポーツ科学研究科の⼤学院⽣を正規留学させることとなった。また、ハンガリー体育大学との間に

博士課程共同研究指導プログラム『コチュテル協定』を締結した。ドイツ体育大学ケルンとの間には、『コチュテル協定』の

構築に向けた取り組みとして、共同研究指導を開始することとした。

・交換留学制度による学⽣派遣：2019年度、箇所間協定校の⼀つであるドイツ体育⼤学ケルンに 2名の修士課程

学⽣を交換留学として派遣することを決定した。

③ 教員人事

・外国人の専任教員の嘱任：国際的な研究拠点を構築するため、国際的に著名で研究教育実績の高い教授 1名

を国際公募により採用した。また、英語による学位取得プログラムを充実させるため、海外大学に勤務する日本人教員

１名と国内大学に勤務するニュージーランド教員 1名をテニュアトラック採用することを決定した。

・JA教員の嘱任：ハンガリー体育大学に所属の教員に対し、本学における任期付教授の資格を付与し、ジョイントアポ

イントメントとして嘱任することを決定した。同教員とは、2019年度からの1年間、雇⽤契約を締結し、うち夏クォーター

期間に招聘し、英語による講義「The Physiology and Biochemistry of Physical Training」を担当いただく。

・Adjunct professor の嘱任：ドイツ体育大学ケルンとのコチュテル協定の構築に向けて、同校に所属の教員に本学

における訪問准教授の資格を付与し、2019 年度からの 3年間博士課程学生の研究指導を委託することとなった。

④ 資⾦

・学⽣ならびに教員の海外⼤学との交流に資する外部資⾦を獲得した（味の素株式会社）。

⑤ 学術院内委員会の設置（（3）-①にも記述）

・スポーツ科学学術院では、SGU「健康スポーツ科学」モデル拠点の運営を目的として SGU運営委員会を設置してき

たが、SGU に関する施策以外にも、学術院の国際化に関する検討事項が存在し、現状ではそうした検討事項を取り

扱う委員会が存在していなかった。そのため SGU運営委員会を発展的に解消し、2018 年 5月にスポーツ科学学術

院の国際化推進に関する事項を検討する「国際化推進委員会」を設置した。
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２．2019 年度計画

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

①⼊試制度改⾰

（学部）

・総合型選抜⼊試制度（Ⅰ〜Ⅲ群）における細部の⾒直しを図り完成をめざす。

・現⾏の以外者⼊試における出願状況等をふまえて各⼊試種別の存廃･変更について検討する。

・⼤学⼊学共通テストを利⽤する 2021年度⼊学者⼊試以降を⾒据えた検討を引き続き⾏う。

・新学習指導要領に対応した 2024年度以降の⼊試制度の抜本的な改⾰に向けた検討を開始する。

（大学院）

・学術院HP（英語版）のリニューアルを図り、大学院英語学位プログラムを周知するとともに、研究教育ならびに入試

関連情報をより効果的に提供する。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

① カリキュラムの体系化に向けた改革

・学部に関しては、GEC とも連携し、学術的副専攻「グローバルスポーツリーダーシップ（仮称）」の設置に向けた準備

を進める。大学院については、英語科目や修士・学部との合併科目をさらに増やす等の取り組みを進める。

② 英語学位プログラムの進捗状況

・新しい教員を迎え、2018年度に設置した修⼠英語学位プログラムの更なる充実を図るとともに、修⼠・学部との合併

科目の増設や学術的副専攻の設置により、学部でもグローバルリーダー育成に向けた取り組みを推進する。また、より多

くの学生が国外で学ぶ機会を増やすため、国外で実施する短期集中科目の設置の検討を進める。

③ 持ちコマ数削減に向けた取り組み

・各教員の担当コマ数の確認を⾏い、教場の問題等を勘案しつつ、学⽣に履修上の問題が⽣じない範囲で可能な限

り削減に向けた検討を⾏う。

④ 教員採用に関する取り組み（公募制、テニュアトラック制の導入）

・これまで同様、すべての教員採⽤を公募制で実施する予定である。また、テニュアトラック制を導⼊した若⼿教員の採

用人事を継続する。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

① SGU「健康スポーツ科学」拠点との連携

・前述のように SGU施策を学術院の施策として継続して実施する。

② 外部資⾦獲得状況と研究⽀援体制

・研究遂⾏のために外部資⾦を獲得するという意識は各教員の中で着実に⾼まってきており、科研費獲得数に反映
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されているが、さらに採択件数を増加できるよう研究環境を整える。

・今後も受託研究・共同研究を 12件（2,400 万円、年度⼊⾦ベース）以上獲得し、研究体制の拡充を図る。

また外部資⾦獲得の現状をさらに前進させ、質の⾼い研究実施と多くの論⽂・著作物の出版に繋がるように努める。

・スポーツ科学分野の研究推進を図るため、箇所独自の研究助成である特別研究費を今後も促進していく。各教

員が独創的で優れた研究に積極的にチャレンジできるように支援を続け、その後の⼤型外部資⾦獲得に繋げてもら

う。

・スポーツ科学修繕事業を継続して実施し、既存の重要な機械器具の修繕を積極的に⾏い、各教員の研究活動

が滞ることなく、さらに活性化できるように支援する。

③ 研究拠点の研究基盤装置の拡充

・新規導入した国内最上位機種の３テスラ MR装置を最大限に活用し、スポーツ科学分野で世界トップレベルの研

究を展開していく。得られた知⾒は、ハイインパクトジャーナルに数多く発表することで、被引⽤件数と H-index の上

昇に繋がることが期待される。

・スポーツ科学は広⼤な領域をカバーする複合科学であるため、⾼度な研究をさらに展開するうえで必要となる⼤型

研究装置・研究設備を新規導入し、研究拠点としての基盤拡充を実現する。これにより、スポーツ科学の多様性

（遺伝子実験等を含む基礎研究からアスリートの技能向上に関わる応用研究に至るまで）に即した研究推進を図

る。

④ QS ランキングへの取り組み

・2019 年 QS ランキングでは、sports-related subjects において、早稲田大学は国内で京都大学の後塵を拝し

た。ただし、各評価項目の得点は僅差であり、今後の逆転は十分可能である。国内トップの位置を安定維持するだ

けでなく、究極的には世界トップ 10 に入ることを目指す。そのためには academic reputation を⾼める戦略が益々

重要となる。3 テスラ MRI等を活⽤した卓越した研究知⾒の創出に加えて，SGU事業等との連携を通して、海外

の大学・研究機関で本学術院のプレゼンスを高める。

⑤ 附置研究所、他箇所等との連携

・スポーツ科学研究センターでは、今後も招聘研究員を継続して受け入れ、本学術院教員の研究体制の拡充と学

外研究機関等との連携を強化する。

・スポーツサイエンス研究会も継続して開催していく。

・『スポーツ MBA Essence』については現在の受講者数を維持し、スポーツビジネスの専⾨知識を修めた社会人を増

やすことで社会還元していく。これらの取り組みにより、本学術院に蓄積された研究成果を社会に広く開放する役割を

果たしていく。

・⼀般管理費を財源に、論⽂掲載・オープンアクセス費に係る経費補助『スポーツ科学論⽂掲載補助費事業』を実

現させる。この支援により、「学術論⽂に係る補助制度」等に不⾜が⽣じても、学術院の各教員が研究成果をハイイ

ンパクトジャーナル誌上で発表できるようにする。

・『WASEDA'S Health Study: WHS』事業をさらに強化し、本学校友の健康と幸福を支えることに努める。また、

『⾝体能⼒開発学への挑戦』や『⼥性アスリートのコンディショニングと栄養』を継続的に支援していくことで、世界で活

躍する日本人アスリートを増やし、国益に繋げる。

⑥ 若⼿研究者の育成および研究・調査の成果発表

・SGU事業との連携で、箇所間協定を締結した海外⼤学に⼤学院⽣を積極的に派遣し、⾼度な専⾨知識を習
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得させることを強化する。オンラインジャーナル『スポーツ科学研究』の刊⾏は継続するが、査読の質を保ち、優れたジ

ャーナルとしての認知度をさらに⾼める。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

① 海外での学習経験をカリキュラムに組み込むことについての検討状況

・⼤学院⽣の単位互換を伴う交換留学制度構築のため、ボルドー⼤学、ハンガリー体育⼤学、上海体育⼤学との

学⽣交流覚書を締結する。ドイツ体育大学ケルンとハンガリー体育大学との間で国際共同修士学位プログラムを新

設する構想について議論を深める。

・交換留学制度による学⽣派遣：2019年度、箇所間協定校の⼀つであるドイツ体育⼤学ケルンに 2 名の修士課

程学⽣を交換留学として派遣することを決定しているが、KUL（カトリック・ルーヴァン大学）についても 2019 年度中

に派遣すべく手続きを進める。

② 教員人事

・外国人の専任教員の嘱任：英語による学位取得プログラムを充実させるためのテニュアトラック採用枠の残り 3名

（計 5名）についても教員人事を進め、2019 年 9月に採用する。

③ 資⾦

・学⽣ならびに教員の海外派遣に資する外部資⾦（寄付⾦、共同研究費、研究委託費）の獲得をさらに進める。

以 上
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Waseda Vision 150 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報告

１．2018 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

≪学部関連≫

①大学入学共通テストの導入に向けた検討状況

②英語外部試験導入に向けた検討状況

③一般入試に代わる入試の検討状況

2021年度以降⼀般⼊学試験（2021 年 2月に実施される入試）について、以下内容のプレスリリースを⾏った

（2018年 5月 30 日）。

・従来の方式を取りやめ、大学入学共通テスト、英語外部検定試験、学部独自試験（科目：英語）

の合計点により選抜する⽅式に変更する。

１．大学入学共通テスト

①国語（必修）

② 選択科目（以下いずれか 1科目を選択）

・地理歴史「世界史 B」「日本史 B」「地理 B」

・数学 「数学 I・数学 A」「数学 II・数学 B」

・理科「物理」「化学」「⽣物」「地学」

２．英語外部検定試験

・スコア提出者に加点

３．学部独自試験（科目：英語）

また、学部独自試験の配点、試験時限数、試験時間や大学入学共通テストの配点、使用できる英語外部検定試

験、英語外部検定試験の評価⽅法、加点する得点等について、継続して検討を⾏った。なお、一般入試における「大

学入学共通テスト」の導入に伴い、2021年度⼊試以降、従来の「センター利⽤⼊試（定員 50 名）」を廃止するこ

とを決定した。

④入試広報の展開状況

昨年に引き続き、国際アドミッションズオフィス（グローバル・リクルーティング・プロジェクト）と連携しつつ、世界各地で

のリクルート活動を展開した。また台湾の海外指定校推薦について、3校の解除を⾏い、新規に 4 校を追加した。

≪研究科関連≫

①入試広報の展開

2018年度は、交流学⽣を含め 42 か国より留学⽣を受け⼊れ、在学生全体に締める割合が 85％を超える状況と

なっている。入学前に大学院の内容や雰囲気を直接感じてもらう「オープンキャンパス」などのイベントに代わるツールの整

備が急務となっていた。今年度は、研究科紹介パンフレットを全面改訂し、カリキュラム紹介だけでなく、就職状況や学

⽣と教員の座談会、奨学⾦等の経済⽀援に関する情報も掲載することにより、大学院での教育や研究内容に加えて

日本での生活も想像できる内容とした。また、使用言語は英語とし、ホームページにも掲載することで、海外在住者にも

情報を得やすくした。

P101



2

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

≪学部関連≫

[１] カリキュラムの体系化に向けた改革（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

[２] 教員採用に関する取り組み（公募制、テニュアトラック制の導入）

本学部では発⾜当時より全ての教員採⽤を国際公募により⾏っており、テニュアトラック制も発⾜当時より取り⼊れ

ている。採用時の研究・教育実績に基づきテニュアまたはテニュアトラックで採用し、2018 年現在で４名の教員がテニュ

アトラックで採用されている。また、国籍と性別の多様な教員が採用され 2018年現在で専任教員の 39%が外国人、

34%が⼥性であり、いずれもWaseda Vision 150 の数値目標を超過達成している。また本年度よりフルブライトによ

る招聘教員プログラムでアメリカの大学教員を客員教授として受け入れている。

≪大学院関連≫

[１]博士後期課程の取り組み

2018 年度は、9月に２名、3月に１名の博士学位取得者を輩出した。このうち、1名は海外大学で、他１名は、

本学においてそれぞれ研究者として活躍している。

[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、剽窃⾏為の防⽌対策

としている。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

≪学部関連≫

[１] SGU7 拠点との連携状況

本学部所属の 4名の教員が SGU グローバルアジア研究拠点にメンバーとして参加している。

[２] 外部研究資⾦等の獲得

本学部教員の 2018 年度の科学研究費の採択数は 31件、その内⼀件は「国際共同研究加速基⾦」に採択され

ている。また、1名の教員が科学技術振興機構（JST）の戦略的創造研究推進事業（さきがけ）の 2018年度新

規研究課題に採択されている。

本学部所属の 2名の教員が"ERASMUS+" Programme Jean Monnet Chairs に採択され、EU からの補助

⾦に基づく研究活動を開始している。

国際部による助成プログラム「ブリュッセルオフィスにおけるセミナー実施」（実施は 2019年度）に本学部所属の 4
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名の教員が申請し 4名が採択されている。

≪大学院関連≫

[１] 大学院生の研究・教育への参画

国際コミュニケーション研究科に所属する博士課程学生が、助手や非常勤講師として学内外において採用され活躍

している。また、中学校や高等学校において英語教員として活躍しながら、その経験を研究にも活用する学生もいる。

現在ある１８研究指導のうち、１５研究室において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を持っている。

[2] 研究科紀要の発⾏

研究科紀要「トランスコミュニケーション/Transcommunication」を年２回発⾏している。特に、⼊学以前に論⽂投

稿経験が少ない学⽣にとり、査読付論⽂掲載ができる貴重な場として活⽤されている。

早稲田大学レポジトリに掲載することにより、国内外に公開している。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

≪学部関連≫

[１] 英語学位プログラムの進捗状況

学部が設⽴された 2004年度より⼀部の科⽬を除いて科⽬は英語で設置されており、2018年度実績で総科⽬数

901の内768科目（85％）が英語で設置されている。多くの科目は他学部の学生にも開放されており英語学位プロ

グラムの学生を中心に多くの学生が本学部の科目を登録している。2018 年度実績で春学期 266 名（政経 144

名、社会科学部32名、理⼯３学部 14 名）、秋学期 294名（政経 146名、社会科学部28名、理⼯３学部

30 名）が本学部の科目を登録している。

[２] 海外での学習経験をカリキュラムに組み込むことについて

学部が設⽴された 2004年度より⽇本語を⺟語とする学⽣に対して１年間の海外留学を義務付けており、これまで

に年間400名〜600名、14年間の累計で7,086名を留学に派遣している（2018年度の派遣学⽣は457名）。

留学の形式や派遣先、派遣期間も多様化し、交換、CS-R、CS-L、ダブルディグリー、箇所間協定に加え少数ながら

私費留学をする学⽣もいる。留学単位認定も 14 年間、7,000名を越える経験を基に⼀定のルールに従って留学委

員会の Small Working Group で認定を⾏う仕組みが構築されている。2018 年度の認定単位の平均は春学期認

定（1年留学者33.4 単位、1学期留学者16.9 単位）、秋学期認定（1.5 年･2 年留学者 40.0 単位、1年

留学者 34.1 単位、1学期留学者 12.0 単位）。

[３] 留学⽣の受⼊促進

本学部の学生総数 3,000 名中約 1/3 である 1,000名程度の留学⽣を約 50 の国／地域から受け入れている。

この中には⼤学全体の交換留学⽣の 45%を引き受けている SP3 プログラムの学生約 300 名が含まれており、それ以

外にもダブルディグリー受入学生 25名（北京⼤学、復旦⼤学、国⽴台湾⼤学、シンガポール国⽴⼤学、アーラム⼤

学）やグローバル・リーダーシップ・フェローズ・プログラム（GLFP）の学生 6名が含まれている。ダブルディグリープログラム

については現状で協定のある大学に加えて香港中文大学およびチュラロンコン大学との間で準備が進んでいる。本学で

最⼤の留学⽣受⼊組織として引き続き留学⽣の受⼊を促進するが、⼀⽅で特に交換留学⽣の中に特記事項（病

気、メンタルヘルス、発達障害、人間関係等で、全体の約 5%）、特別配慮依頼が多く、全学的な支援体制の充実

が望まれる。
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[４] 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。

[５] 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年度をもって補助⾦事業期間が終了した。期間終了後も東南アジアの関係国との学⽣交流の継続を⽬的と

して指定寄付による AIMS参加学⽣修学⽀援奨学資⾦の要綱改訂を⾏った。2018年度からはこの奨学⾦を利⽤

し、大学間協定の枠組みの中で規模を縮小して運用している。11月には本事業のレヴュー・ミーティングがベトナムで開

催され、本学部の教員および留学センター職員が参加した。2013-2017年の補助⾦期間の事後評価で「Ａ」評価の

内示を受けている。

≪大学院関連≫

[１] 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。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

[１] 「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）の実施

・ 本プログラムは「Waseda Vision 150 実現のための教員増を伴う学術院等将来計画の支援策」に採択されたもの

で、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）から推薦を受けて採⽤した

3名の若⼿講師（任期付）に加え2018年度より講師（任期付）１名（朝鮮語）をソウル国⽴⼤学の推薦に

より採用。ＡＰＭプログラムが４言語（フランス語、スペイン語、中国語、朝鮮語）となる

・ 以下のトライリンガル教育科目を国際教養学部に設置した（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 614 名の学生

（うち全学オープン科目として設置した第2外国語で実施される科目や、オープン科目でないCLIL科目等のＡＰ

Ｍ科目全体で 80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。

春学期 計２０科目（フランス５、スペイン５、中国語５、韓国５）

登録者数計３３０（他学部の学生３２）

秋学期 計１７科目（フランス４、スペイン４、中国４、韓国５）

登録者数計２８４（他学部の学生４８）

・ ＡＰＭプログラム主催、ＡＰＭ教員の計画段階からの参画により国際共同シンポジウム「International

Identities, Plurilingualism and Comparatism in Higher Education: An Interdisciplinary

Perspective（高等教育における国際的アイデンティティと多言語主義、地域比較－学際的視点から）」

（6/18）を開催した。本シンポジウムの開催にあたっては、本大学のＳＧＵ分野拡大強化策による「2018 年度

国際シンポジウム等開催助成」に申請し採択され、パリ政治学院、サラマンカ⼤学、北京⼤学、ソウル国⽴⼤学か

らゲストスピーカーを招聘した。それ以外にも国内のアンスティテュ・フランセ東京、セルバンテス文化センター、在日本
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中国大使館教育部、駐日韓国文化院から代表者を招聘し、各国の言語教育・普及機関との間で連携を深め

た。本シンポジウムには本学および学外から合計約 50名の参加者があった。

・ 国際教養学部主催、在日フランス大使館、アンスティテュ・フランセ⽇本の協⼒によりＡＰＭプログラムの⼀環である

国際共同シンポジウム「フランス語から世界へ―フランコフォニー担当フランス⼤統領個⼈代表、レイラ・スリマニ⽒を

囲んで」（11/20）を開催した。本シンポジウムにはフランス⼤使館、⽇本の現役閣僚、ビジネスマン、他⼤学の教

授、ＮＰＯ代表が参加し、フランス語の国際的役割について活発な討論を⾏った。本シンポジウムには本学および

学外から合計約 200 名の参加者があった。

・ パリ政治学院との間で締結した学⼠・修⼠５年プログラム（５ＢＭプログラム）の協定に基づきプログラムを導⼊、

学生に対する告知を開始した。

・ 国際教養学部の留学準備講座にＡＰＭ教員４名が参加し、それぞれの国への留学の意義について講義を⾏っ

た。

・ ＡＰＭ教員１名がマドリッド自治大学で開催される CLIL に関連した講習会に参加した（2019 年 1月）。

・ ＡＰＭ－ＴＡの先⾏事例としてＡＰＭ設置科⽬の中でＴＡを採⽤。国際学術院からは国際コミュニケーション

研究科１名（韓国）、アジア太平洋研究科１名（中国）を採用し、他の学術院からは経済学研究科２名

（韓国）を採⽤し、ＡＰＭ科⽬の授業運営補助を⾏った。

ＡＰＭ教員４名全員で CLIL 教育をテーマとする科研費（2019）に申請した。ＡＰＭ教員１名が特定課題研究

（2018）に採択。ＡＰＭ教員４名全員（５件）が特定課題研究（2019）に申請。ＡＰＭ教員１名が韓国

学中央研究院によるKorean Studies Grant（2018）に申請し採択（US$16,000）、東京外国語大学教授と

共同研究を⾏う。
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２．2019 年度計画

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

≪学部関連≫

①大学入学共通テストの導入に向けた検討状況

②英語外部試験導入に向けた検討状況

③一般入試に代わる入試の検討状況

2018年 5月30⽇に⾏ったプレスリリースの内容に則り、試験の配点、試験時限数、試験時間や⼤学⼊学共通テ

ストの配点等について、継続して検討を⾏う。なお、使⽤できる英語外部検定試験、英語外部検定試験の評価⽅法

等については、2019年度初旬にプレスリリースを⾏う予定である。

④入試広報の展開状況

既存の海外指定校制度の抜本的⾒直しの議論を⾏う予定である。また「⽂部科学⼤⾂指定 高等学校に対応す

る外国の学校の課程」にロシア連邦のオブシェエ・スレドニェエ・オブラゾヴァーニエの課程が加わったことから（2019年 1

月 31⽇更新）、ロシアでのリクルート活動を視野に⼊れる。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

≪学部関連≫

[１] カリキュラムの体系化に向けた改革

コンセントレーション制度：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。

1年⽣向け演習科⽬（「基礎演習」）の統合：学期間の開講科⽬数の差を減らし、より多くの履修機会を学⽣に

提供するべく、「基礎演習」の統合を実施する（基礎演習 IA、IIA→基礎演習A に統合、基礎演習 IB、IIB→基礎

演習 Bに統合）。

上級⽣向け演習科⽬（「上級演習」）免除時の要件変更：上級演習を免除する際の要件について、対象を上級

レベルの科目に限定する（2018年度以前：上級科⽬及び中級科⽬の履修により免除→2019 年度以降：上級

科⽬の履修により免除）。これにより、例年⼀定者数いる上級演習免除者がより⾼いレベルの科⽬を履修することにな

る。

[２] 英語学位プログラムの進捗状況

学部が設⽴された 2004年度より⼀部の科⽬を除いて科⽬は英語で設置されており、2018年度実績で総科⽬数

901の内768科目（85％）が英語で設置されている。多くの科目は他学部の学生にも開放されており英語学位プロ

グラムの学生を中心に多くの学生が本学部の科目を登録している。2018年度実績で560名の他学部生が本学部の

科目を登録している。2019年度以降は引き続き本学部所属学⽣の登録に影響を与えない範囲で他学部にも科⽬

を開放し、結果的に他学部の英語プログラムの学⽣が同じ科⽬の中で交流するようなハブとなることも視野に⼊れる。

[３] 教員採用に関する取り組み（公募制、テニュアトラック制の導入）

2019年度もこれまでと同様に国際公募を原則とした教員採⽤を⾏い、採⽤時の研究・教育実績に基づきテニュアま

たはテニュアトラックで採用することを判断する。2019年度に採⽤決定している専任教員４名中２名は海外の⼤学教

員でアメリカおよび台湾の大学から本学部に着任する。また、国籍と性別の多様な教員の採用に配慮し、Waseda

Vision 150 の全学的な数値目標達成に貢献したいと考える。フルブライトによる招聘教員プログラムには継続的に申

請し、アメリカの現職大学教員が循環的で持続的に本学部に在籍するような環境を整えたい。
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≪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

博⼠課程研究指導終了退学者や、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点検および検討を進める。

[２]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。また、退職等による指導教員に⼊れ替えが今後発⽣することから、スタディプランの体系⾒直し

や展開についても今後検討する。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

≪学部関連≫

[１] SGU7 拠点との連携状況

本学部所属の 4名の教員が SGU グローバルアジア研究拠点にメンバーとして参加する。

[２] 外部研究資⾦の獲得

本学部教員の2019年度の科学研究費の新規応募数は32件。また、1名の教員が科学技術振興機構（JST）

の戦略的創造研究推進事業（さきがけ）の 2018 年度新規研究課題に採択されているので、当該事業に基づく研

究活動を継続する。

本学部所属の 2名の教員が"ERASMUS+" Programme Jean Monnet Chairs に採択されており、EU からの

補助⾦に基づく研究活動を継続する。

国際部による助成プログラム「ブリュッセルオフィスにおけるセミナー実施」に本学部所属の 4名の教員が申請し 4名が

採択されており 2019 年度にセミナーを実施する。

≪大学院関連≫

[１] 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。

[2] 研究科紀要の活用

研究科紀要「トランスコミュニケーション/Transcommunication」を、研究科のステータスをあげる情報発信のツール

として位置付け、所属教員および学生が積極的に活用できるよう引き続き検討する。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

≪学部関連≫

[１] 海外での学習経験をカリキュラムに組み込むことについて

学部が設⽴された 2004年度より⽇本語を⺟語とする学⽣に対して１年間の海外留学を義務付けており、これまで

に年間400名〜600名、14年間の累計で7,086名を留学に派遣している（2018年度の派遣学⽣は457名）。

留学の形式や派遣先、派遣期間も多様化し、交換、CS-R、CS-L、ダブルディグリー、箇所間協定に加え少数ながら

私費留学をする学⽣もいる。留学単位認定も 14 年間、7,000名を越える経験を基に⼀定のルールに従って留学委
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員会の Small Working Group で認定を⾏う仕組みが構築されている。2018 年度の認定単位の平均は春学期認

定（1年留学者33.4 単位、1学期留学者16.9 単位）、秋学期認定（1.5 年･2 年留学者 40.0 単位、1年

留学者 34.1 単位、1学期留学者 12.0 単位）。

[２] 留学⽣の受⼊促進

本学部の学生総数 3,000 名中約 1/3 である 1,000名程度の留学⽣を約 50 の国／地域から受け入れており、

2019年度以降もこの⽔準を維持する。この中には⼤学全体の交換留学⽣の 45%を引き受けている SP3 プログラム

の学生約300名が含まれており、それ以外にもダブルディグリー受入学生やグローバル・リーダーシップ・フェローズ・プログラ

ム（GLFP）の学生が含まれている。ダブルディグリープログラムについては現状で協定のある大学に加えて香港中文大

学およびチュラロンコン⼤学との間で準備が進んでいる。本学で最⼤の留学⽣受⼊組織として引き続き留学⽣の受⼊を

促進するが、⼀⽅で特に交換留学⽣の中に特記事項（病気、メンタルヘルス、発達障害、⼈間関係等で、全体の約

5%）、特別配慮依頼が多く、全学的な支援体制の充実が望まれる。

[３] 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。

[４] 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

補助⾦事業期間は終了しているが、東南アジアの関係国との学⽣交流の継続を⽬的として指定寄付による AIMS

参加学⽣修学⽀援奨学資⾦を利⽤し、⼤学間協定の枠組みの中で規模を縮⼩して運⽤して⾏く。

≪大学院関連≫

[１] 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。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

[１] 「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）の実施

・ 2019 年度秋学期から 3名の講師（任期付）が任期の最終年度に⼊る。本プログラムでは協定大学（パリ政治

学院、サラマンカ⼤学、北京⼤学、ソウル国⽴⼤学）からの推薦／応募による若⼿の外国⼈教員（博⼠学位

取得後５年以内）の循環型で持続可能な交流のパートナーシップを目指しており、次のサイクルの教員の獲得に

向けてパリ政治学院、サラマンカ⼤学、北京⼤学を対象として推薦依頼を⾏う。

・ 以下のトライリンガル教育科目を引き続き国際教養学部に設置する（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ており、2018 年度に

は合計で 614 名の学生（うち 80名の他学部の履修者を含む）が多⾔語運⽤能⼒と多⽂化理解に必要な実

践教育を受講している。

春学期 計２０科目（フランス５、スペイン５、中国語５、韓国５）

秋学期 計１７科目（フランス４、スペイン４、中国４、韓国５）
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・ ＡＰＭプログラム主催、ＡＰＭ教員の計画段階からの参画により国際共同シンポジウムまたは連続ワークショップを

企画・開催する。

・ パリ政治学院との間で締結した学⼠・修⼠５年プログラム（５ＢＭプログラム）の協定に基づきプログラムを導⼊、

学生に対する告知を進める。

・ 国際教養学部の留学準備講座にＡＰＭ教員４名が参加し、それぞれの国への留学の意義について講義を⾏う。

・ ＡＰＭ－ＴＡを拡充し、ＡＰＭ設置科目の中でＴＡを採用する。国際学術院からは国際コミュニケーション研究

科、アジア太平洋研究科から採用し、他の学術院からもその言語のネイティブ学生を採用し、ＡＰＭ科目の授業

運営補助を⾏う。

ＡＰＭ教員４名全員で CLIL 教育をテーマとする科研費（2019）に申請した。ＡＰＭ教員１名が特定課題研究

（2018）に採択。ＡＰＭ教員４名全員（５件）が特定課題研究（2019）に申請。これらの研究費について、

採択されたものを利⽤して、地域研究および多言語・多文化教育に関する研究を推進する。ＡＰＭ教員１名が韓国

学中央研究院によるKorean Studies Grant（2018）に申請し採択（US$16,000）、東京外国語大学教授と

共同研究を⾏って⾏く。

以 上
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Waseda Vision 150 アジア太平洋研究科（国際学術院）の将来構想の進捗状況報告

１．2018 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

①多様なバックグランドを持つ、優秀な学生の確保のための各種入試の実施

2017 年度に採択された、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」

を 2018年度より開始するのに合わせ、全世界に向けて学⽣募集活動を⾏った。その結果、優秀な学生の応募が多

数あり、７カ国から本プログラムの趣旨に合致した研究目標を持つ修士５名、博士 2名の留学⽣が入学した。

また、同じく 2017 年度に採択され、2018年度より開始した「JICA開発大学院連携プログラム」を基軸プログラムと

し、JICA の教育プロジェクトである「公共政策トップリーダー・コース」（2018年度開始）や「アフリカの若者のための産

業人材育成イニシアティブ（ABEイニシアティブ）」（2016年度開始）、「太平洋島嶼国リーダー教育⽀援プログラム

（Pacific-LEADS）」（2016年度開始）に参画し、多様性に富む留学⽣を確保した。

その他にも、北京⼤学ダブル・ディグリー・プログラム、中国国家建設⾼⽔準⼤学公費派遣研究⽣受⼊制度、⽇本・

世界銀⾏⼤学院⽣奨学⾦⼊試、ミャンマー特別奨学⾦⼊試などの⼊試を実施し、優秀な留学⽣の受け⼊れを図っ

た。

なお、優秀な⽇本⼈学⽣を確保するための取り組みとして、⼊試の結果により⼊学前に奨学⾦の受給可否を知るこ

とのできる「アジア太平洋研究科奨学⾦⼊試」を実施しているが、2018年度は本奨学⾦⼊試によって 1 名が入学し

た。

②学⽣募集のための広報戦略

近年強化しているソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）を活用したプロモーション活動に引き続き取り組み、

海外留学に興味を持つ外国⼈学⽣の Twitterや Facebookに本研究科の⼊試広告を表⽰させるなど、認知度の向

上に努めた。特に今年度は、本研究科の入試情報を表示させるターゲット（ユーザー属性）をこれまで以上に戦略的

に選定し、広告の表⽰回数やクリック数を分析しながら、定期的にターゲッティングの⾒直しを⾏った。その結果、表⽰回

数、クリック数ともに目標を大幅に上回る実績を残した。

また、研究科全体の広報について、（Facebook や Twitter に加えて）新たに Instagramのアカウントを設置し、

⼤学院受験を検討する若年ユーザー層に対して本研究科の魅⼒を伝える情報発信を⾏った。

③入学試験用出願フォームの試験的設置

これまで本研究科では、⼊学試験の出願受付を紙ベースで⾏ってきたが、提出書類が多岐にわたるため、志願者に

とっては出願自体が重い負担となっていた。そこで、2018 年度は、試験的に出願にかかわる情報の一部をWEB上で

⼊⼒させ、出願書類提出の簡略化を図った。その結果、志願者の負担は⼤幅に軽減され、また、研究科にとっても受

付事務作業の効率化を実現することができた。

P110



2

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

①教育の質保証のレベル向上

・ダブル・ディグリー、コチュテルなどの共同研究指導プログラムの推進

教育の質保証のレベル向上を図るため、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）と修士課程におけるダブル・ディグリー・プログラム実施に向けて具体的な交渉

を開始した。また、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、ジョージ・ワシントン大学とダブル・ディグリー・プログラム実施に向けた情報交換を⾏った。

・クォーター制の推進

世界中の大学のアカデミックカレンダーに柔軟に対応し、海外からの留学⽣受け⼊れや本研究科学⽣の海外留学を

促進させるため、講義科目のクォーター化を積極的に推進している。2018 年度は、全講義科目（集中講義除く）の

57%をクォーター科目として開講した（前年度⽐ 8%増）。また、これまでクォーター科目を設置していなかった夏・冬ク

ォーターについても、試験的に 1科目ずつ開講し、柔軟な履修制度の構築に努めた。

・学生による授業評価の実施

学生による授業評価を、授業の振り返りと改善に向けた重要な指標と捉え、本研究科設置の全講義科目を対象と

して学生授業アンケートを実施した。2018 年度は 133科目（合併科目を除く）を対象にアンケート結果を回収し、

1,456 名の受講者数に対して 1,333 件の回答を得た（回答率 91.5%）。回答結果については各教員へ個別にフ

ィードバックするとともに、研究科運営委員会にて報告を⾏い、次年度の授業内容、カリキュラム等の改善に向けた材料

とした。

②多様性の確保

・国費優先配置プログラムの実施

前述のとおり、2017年度に⽂部科学省に採択された国費優先配置プログラムにおいて、2018年度は７カ国から7

名の優秀な学生を受入れた。本プログラムのために設置したフィールド・ワークを含む特別科目には、通常プログラムの学

生も参加可能であり、カリキュラムの多様性を高めるとともに、両プログラムの相互活性化を図った。

・JICA開発大学院連携プログラム等の実施

2017 年度に採択された「JICA 開発大学院連携プログラム」で提供を始めた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」、「ABE イニシアティブ」、「Pacific-LEADS」）に積極的に

参画している。2018年度は、アジア、アフリカ、太平洋島嶼地域の４カ国から5名の多様なバックグラウンドを持つ留学

生の受入れを実現した。また、「JICA 開発大学院連携プログラム」においては、特別科目「⽇本の国際協⼒の経験」を

新設し、JICA職員（6名）と共同して講義を実施することにより、学⽣に国際開発に関する実践的な知識を提供す

るとともに、研究科として JICA との信頼関係を構築することができた。

・箇所間協定による留学⽣の派遣・受⼊の推進

2018 年度は、箇所間協定により 11 名、大学間協定で 12名の交換留学⽣を受け⼊れ、講義履修やゼミを通じ

て教育・研究環境の多様性がこれまで以上に高まった。また、柔軟なカリキュラムを活用し、9名の学生を海外協定校に

派遣した。
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（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

①研究⼒の向上と国際共同研究の推進

・国際公募による研究⼒のある教員の採⽤

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。

・世界から研究者の集まる研究拠点の形成

本研究科・研究センターでは、世界の研究者がリサーチフェロー・訪問学者等として滞在し、国際共同研究を推進す

る体制を整えている。2018 年度はリサーチフェロー10 名、訪問学者 8名を受け入れた。

・国際研究シンポジウム・国際セミナーの開催

本研究センターの研究部会では、毎年、数多くの国際研究シンポジウムや国際セミナーを開催しており、そのうち、⼤

型のものについては、センターの共催として承認し、広報を⾏っている。2018 年度は、こうした⼤型の共催シンポジウム・

セミナーを 26回開催・共催した。

②研究資⾦の獲得と活⽤

・科学研究費

科学研究費の申請・採択状況（2017 年度申請、2018 年度採択)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た。

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 66%

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%

・科学研究費以外の外部資⾦の獲得と活⽤

アジア太平洋研究センター 案件数 10件 総額 28,063,478 円

・原⼝記念アジア研究基⾦

校賓原口歌⽒の篤志による寄付⾦で運営する原⼝記念アジア研究基⾦について、本センターが主体となって基⾦

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）を対象に東南アジア研究・アジア研究などのフ

ィールド・リサーチに要する研究費用の助成を公募選考によって実施した。2018 年度は 22 名の学生に助成⾦を付与

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。

③学内研究推進支援体制との連携

・中核研究者

本研究科のファーラー・グラシア教授が、大学本部が推進する「次代の中核研究者育成プログラム」に採択され、労

働者の国際移動とスキルについての包括的な分析を目的とする「国際労働移動プロジェクト」を実施している。

・SGU グローバルアジア研究拠点

本研究科の教員が数多くメンバーになっており、学内外の教員と連携しながら、様々な研究活動や博士課程学生の

研究指導を⾏っている。
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（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

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」開設に係る業務について、JICA との間で受託教育契約を締結し、プログラムのカリキュラム構築支援、設置

認可申請、学生募集活動等について、ベトナム側の教員や JICA と連携しながら対応した。なお、当初は 2018 年 9

月よりコースを開設する予定であったが、ベトナム国内の設置認可の関係で１年延⻑され、授業開始は 2019 年 9月

となっている。また、現地と本研究科をつなぐ役割を期待される⻑期派遣のJICA専門家について、採用に向けた手続き

を進めている。

②「アジア地域統合のための東アジア大学院（EAUI）プログラム」の定着化

本プログラムは、2011年度に⽂部科学省の世界展開⼒強化事業に採択され、補助⾦終了後の 2016年度以降

もパートナー大学（本学・北京⼤学・⾼麗⼤学・タマサート⼤学・ナンヤン⼯科⼤学）が⾃律的な財源によってサマー

スクールを共同運営し、将来的な東アジア地域の教育研究拠点形成を目指している。2018 年度は「Regional

Cooperation of East Asia in the Era of the Fourth Industrial Revolution」をテーマに⾼麗⼤学でサマース

クールを実施し、パートナー5大学から学生 32名（うち本学からは 10名）が参加した。

③欧州教育・研究機関とのネットワーク構築

修士課程におけるダブル・ディグリー・プログラム開発に向けた協議に加え、欧州委員会補助⾦プログラムへの共同申

請（「TRAJECTS - Training and Research on American, Japanese and European

Counter-Terrorism Strategies」）や箇所間協定による留学促進のためのイベント共同開催といった取り組みを通

じて、博士課程学生共同育成プログラム(欧州GEM-STONESプログラム)などで交流実績のあるブリュッセル自由大学

Institute of European Studies（IEE-ULB）との連携を更に加速・深化させた。

また、DAAD・早稲田大学 パートナーシッププログラムや欧州 GEM-STONES プログラム等の枠組みなどを通じて、

本研究科の教員がヨーロッパの教育・研究機関との交流を活発に⾏い、⼈的ネットワーク構築に大きく貢献した。
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２．2019 年度計画

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

①多様な学生確保のための入試の実施

一般入試では獲得が難しい多様な背景を持つ学生の入学を促進させるため、2019年度もさまざまな形態の入試を

実施する。

「JICA 開発連携大学院プログラム」の関連のプロジェクトである「ABE イニシアティブ」や、既存の「公共政策トップリー

ダー・コース」や「Pacific-LEADS」を包含して新たに開始する「SDGs グローバルリーダーコース」に積極的にコミットし、特

に北東アジア地域以外の優秀な学生の獲得を目指す。

なお、本研究科はすでに難⺠の学⽣を受け⼊れた実績を有するが、2019 年度は UNHCR（国連難⺠⾼等弁務

官事務所）による RHEP（難⺠⾼等教育プログラム）の開始が決定しており、2018年度に⼊試を実施した修士１

名、博士１名の学生を受け入れる予定となっている。このプログラムについては、今後も継続して入試を実施していく。

また、既存の北京⼤学ダブル・ディグリー・プログラム、中国国家建設⾼⽔準⼤学公費派遣研究⽣受⼊制度、⽇

本・世界銀⾏⼤学院⽣奨学⾦⼊試、ミャンマー特別奨学⾦⼊試についても、引き続き実施し、優秀な留学⽣の受け

入れを目指す。

②入試広報の積極的な展開

Twitter、Facebook、Instagramといった各種SNSを利⽤して、研究科の教員の活躍、イベントや⾏事の告知な

らびにレポート、⼊試情報を掲出し、研究科の魅⼒を伝えるための活動を積極的に⾏っていく。

特に Facebook や Twitter については、潜在的な受験者層に向けて戦略的に広告を表示させ、さまざまな形態の

⼊試制度、柔軟性に富むカリキュラム、奨学⾦情報等の訴求に努める。

また、優秀な日本人学生確保の一環として、日本人学生向けの研究科紹介VTR を作成し、研究科ウェブサイト、

各種 SNS、外部の各学⽣募集関連サイト等の媒体を利⽤して効果的な情報発信を⾏う。

③WEB出願システムの導入

WEB を利⽤した出願⼿続きについては、2018年度に試験的に取り⼊れ、⼀定の効果が確認できたことから、

2019 年度は本格的なWEB出願システムの導入を目指す。このことにより、出願プロセスの大半をWEB上で完了さ

せることができ、出願者の負担が⼤幅に削減するとともに、研究科側での事務作業の効率化にもつながることから、研究

指導教員による審査にこれまで以上に時間をかけることが可能となる。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

①教育の質保証のレベル向上

・ダブル・ディグリー、コチュテルなどの共同研究指導プログラムの推進

ブリュッセル自由大学 Institute of European Studies（IEE-ULB）と修士課程におけるダブル・ディグリー・プログ

ラム実施に関する協定について、2020 年 9⽉を交流開始時期として締結を完了する。

カリキュラム上の親和性や学生の留学ニーズ等の状況を踏まえ、国際関係大学院協会（Association of

Professional Schools of International Affairs: APSIA）加盟大学院を中心に新規箇所間協定締結の可能

性を検討する。

・クォーター制の推進
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世界中の大学のアカデミックカレンダーに柔軟に対応し、海外留学⽣の受け⼊れや本研究科学⽣の海外留学の障

壁を低くするため、（科目の特性や教育効果に配慮しながら）講義科目のクォーター化をさらに推進する。

・学生による授業評価の実施

学生による授業評価を、授業の振り返りと改善のための重要な指標と捉え、引き続き本研究科が設置する全講義

科目を対象として学生授業アンケートを実施する。また、アンケートの結果については個々の教員だけではなく、研究科

全体で共有することでより効果的な教育プログラムの開発につなげる。

②多様性の確保

・国費優先配置プログラムの実施

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」の実施により、2019 年度

は8名の留学⽣受け入れを予定している。また、フィールド・ワークを含む特別科目を1科目増設し、カリキュラムの充実

を図るとともに、本プログラムと通常プログラムの学⽣をさまざまな形で交流させることにより、多様性に富んだ教育研究環

境の実現に努める。

・JICA開発大学院連携プログラム等の実施

2017 年度に採択された「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」、「ABEイニシアティブ」、「Pacific-LEADS」）への参画を

通じて、2019 年度はアジア、アフリカ、太平洋島嶼地域から５名程度の留学生を受け入れる。

また、2019 年度春学期より特別科目「国際社会における日本の発展の経験」を新設する。日本の発展の経験を

学習することで、学⽣たちの⺟国の経済・社会の発展に寄与する実践的な知識を提供するとともに、JICA との教育プロ

グラムの共同運営を通じて組織間の信頼関係を深める。

・箇所間協定による留学⽣の派遣・受⼊の推進

箇所間・⼤学間協定先の⼤学から多様なバックグラウンドを持つ優秀な交換留学⽣を受入れることにより、講義科

目やゼミの活性化を図るとともに、柔軟な教育プログラムの運用によって在学生にセメスター単位等での留学の機会を広

く提供する。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

①研究⼒の向上と国際共同研究の推進

・国際公募による研究⼒のある教員の採⽤

国際的評価のある研究業績を有する教員の採用を公募により⾏い、教員の質の⼀層の改善を図っていく。

・世界から研究者の集まる研究拠点の形成

世界の研究者がリサーチフェロー・訪問学者等として滞在し、国際共同研究を推進する体制を引き続き整備する。

・国際研究シンポジウム・国際セミナーの開催

本研究センター研究部会と連携しながら、国際研究シンポジウムや国際セミナーを積極的に開催していく。

②研究資⾦の獲得と活⽤

・科学研究費

2019 年度についても、科学研究費の申請率 100％以上を達成する。また、さらに、申請種別の大型化（基盤

S,A,B 等）にも留意する。

・科学研究費以外の外部資⾦の獲得と活⽤
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アジア太平洋研究センターにおいて、外部資⾦を獲得しやすいよう、体制を整備していく。

・原⼝記念アジア研究基⾦

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って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する。2019年度は年間20名の学⽣に補助⾦を付与する

計画である。

③学内研究推進支援体制との連携

・中核研究者

「次代の中核研究者育成プログラム」に採択され、労働者の国際移動とスキルについての包括的な分析を目的とする

「国際労働移動プロジェクト」を実施する本研究科ファーラー・グラシア教授を引き続き支援する。

・SGU グローバルアジア研究拠点

本研究科の教員が数多くメンバーになっており、連携しながら、様々な研究活動や博⼠課程学⽣の教育を⾏ってい

きたい。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

①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」開設に係る受託業務（カリキュラム構築支援、学生募集活動、授業実施支援等）を、ベトナム側の教

員、日越大学、JICAと連携しながら推進する。2019年9月開設の同プログラムにおける学生募集、入試実施、授業

実施⽀援のため、本研究科教員を現地に派遣する。契約管理、経理処理、出張⼿配等、受託業務⽀援のためのバ

ックオフィス機能を整備し、第 2期の受託契約締結に向けた JICA との協議を進める。

②「アジア地域統合のための東アジア大学院（EAUI）プログラム」の定着化

本プログラムは、2011年度に⽂部科学省の世界展開⼒強化事業に採択され、補助⾦終了後の 2016年度以降

もパートナー⼤学（本学・北京⼤学・⾼麗⼤学・タマサート⼤学・ナンヤン⼯科⼤学）が⾃律的な財源によってサマー

スクールを共同運営し、将来的な東アジア地域の教育研究拠点形成を目指すものである。2020 年度まで持ち回りで

サマースクールを共同運営することを決定しているが、2019 年度は本学が幹事校となり、「East Asian Regional

Integration in a Populist and Nationalist Age: Rhetoric, Emotion, and Action」をテーマにサマースクール

を開催し、2021年度以降の運営体制についてパートナー⼤学との協議を進める。

③欧州教育・研究機関とのネットワーク構築

本研究科とブリュッセル自由大学 Institute of European Studies（IEE-ULB）の関係を基盤にネットワークを

構築し、アジア・ヨーロッパ地域間関係・比較に関する研究教育環境の充実を図ることにより、本研究科・センターの活

動の幅を欧州に広げていく。具体的には、2020年度からのブリュッセル⾃由⼤学 Institute of European Studies

（IEE-ULB）との修⼠課程ダブル・ディグリー・プログラム稼働に向けた作業を完了させ、欧州GEM-STONESプログラ

ム等の枠組みを通じて他のヨーロッパの教育・研究機関との関係強化に努める。

以 上
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Waseda Vision 150 国際学術院（日本語教育研究科）の将来構想の進捗状況報告

１．2018 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

① 「海外指定⼤学推薦⼊試制度」の運用開始

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」の運⽤を開始し，初年度である

2018 年度には 3大学（大連外国語大学，天津外国語大学，國⽴臺灣⼤學）から，3名の留学⽣を修⼠

課程に受け入れた。

② 「現職社会人コース」の運用開始

学校や⾏政機関において⽇本語教育を担う⼈材を育成することを⽬的とした「現職社会⼈コース」の運⽤を開始し

たが，2018年度には出願者がいなかった。本コースは，学校や⾏政機関の専任教職員を対象とし，１年次は

職場を離れて⼤学院で学び，２年次は所属する職場に戻り，⽇本語教育に係る実践を⾏い２年間で修⼠を

修了するコースである。

③ 入試広報の展開

全学で⾏っている⼤学院⼊試説明会（６月）に参画した。あわせて，研究科独自の入試説明会を７月と１月

に開催し，それぞれ 159 名と 128 名の参加者を得た。入試説明会などで配付する研究科パンフレットの内容と

体裁を抜本的に⾒直し，カリキュラムなどを図式化し授業風景などの写真を多用することによって，よりビジュアルに

訴えるものとし，現役学生の生の声を掲載することによって，より受験を考える人びとに届くことを目指すものとなっ

た。また，WEB サイトを全⾯的に⾒直し、コンテンツをさらに充実させるほか，広告出稿媒体についても費用対効

果などの点から全面的に⾒直しを⾏った。

④ 入試制度の⾒直し

世界中の，⽇本語教育を志す優秀な学⽣（⽇本⼈，留学⽣双⽅を含む）が，より受験しやすい⼊試制度と

なることを⽬指した。具体的には，「国費・⼊試ＷＧ」を⽴ちあげ，設⽴以来 18 年 36 学期分のデータを踏まえ

た集中的な討議を⾏い，⼊試制度の⾒直しを⾏っている。とくに，⽇本政府国費留学⽣およびそれに準じる公的

な奨学⾦を持った優秀な学生の確保が喫緊の課題である。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

① 教育指導体制の強化

昨年度までに⾒直した学⽣指導体制の強化を，引き続き実施した。具体的には，修士課程／博士後期課程の

「学⽣⼼得」の改訂，複数指導体制の⼗全な実施を通じた研究指導体制の充実，および，研究倫理教育のさ

らなる充実，教員間の連携の強化である。修士課程においては，これまでの「演習」「中間発表」「合同ゼミ」のあ

りかたを⾒直し，改善に努めた。博⼠後期課程においては，「博⼠課程研究ポートフォリオ」をさらに充実させ，学

生の個別の状況に寄り添った指導をおこなった。これによって生まれた研究成果等は日研紀要，早稲田日本語教
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育学会，研究会等で数多くが発表された。

② キャリア支援のための正課外活動

キャリア⽀援のための活動としては，「⽇研ひろば」「キャリアセミナー：ようこそ先輩」といった活動を定期的に⾏った。

これら一連の活動によって，院生が自主的，かつ主体的に，自身のキャリア形成に取り組む姿勢が醸成された。

③ カリキュラムの全⾯的な⾒直し

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に対応し，

2001年度の研究科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うこととした。そのための「カリキュラム

検討委員会」において，2020 年度から新しいカリキュラム体制に移⾏するための準備に着⼿した。

④ ノンディグリープログラムの拡充

⼀般市⺠を対象に⼟曜⽇午前（年あたり全 20 数週開講）に開講している「日本語教育学公開講座」や、同

午後に特定のテーマを定めて実施する実践ワークショップ，「オンデマンド講座」について，世界各地で教えている現

職日本語教師のニーズにあった設計になるよう，改編，拡充に着手した。

⑤ 生涯教育への貢献

学校や⾏政機関において⽇本語教育を担う⼈材を育成することを⽬的とした「現職社会⼈コース」の運⽤を開始し

たが，2018 年度には出願者がいなかった。本コースは，学校や⾏政機関の専任教職員を対象とし，１年次は

職場を離れて⼤学院で学び，２年次は所属する職場に戻り，⽇本語教育に係る実践を⾏い２年間で修⼠を

修了するコースである。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

① 訪問学者，リサーチフェローの受け入れ

国際的な研究協⼒推進の⼀環として，2018 年度には訪問学者 8名，リサーチフェロー2名，リサーチインター

ン 2 名、合計 12 名を受け入れた。

② 日本語教育研究センター（CJL）との連携

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った。具体的には，両

箇所共同で，グローバルエデュケーションセンターの副専攻「日本語教育学/マルチリテラシーズ」を開講した。

③ グローバルエデュケーションセンター（GEC）との連携

CJL と連携し，GECの副専攻科目「日本語教育学/マルチリテラシーズ」を開講し，全学の学部生等への教育に

貢献した。同副専攻の 2018年度修了⽣は 24 名であり，GEC副専攻において最多の修了⽣となっている。ま

た，数多くの現役⽣，修了⽣がライティングセンターのチューター，指導員として勤務し，全学のアカデミックライテ

ィングの教育に貢献した。
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（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

① 「海外展開グランドデザイン」の策定

研究科の今後の世界展開を確実なものにするために，特別委員会(WG)を組織し，「海外展開グランドデザイ

ン」を策定した。具体的には，早稲⽥から海外へ派遣する「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」の制度をさらに拡⼤，拡張させることにより⽇研の現役学⽣，

修了⽣が海外の⽇本語教育機関に派遣される機会をさらに充実させた。とくに，⽇本政府国費留学⽣およびそ

れに準じる公的奨学⾦の奨学⽣を持った優秀な学⽣の確保が喫緊の課題である。

② 「海外実践」科目の新設

海外の協定⼤学の⽇本語学科等において約１学期間（３〜４ヵ⽉間），アシスタントなどの⽴場で⽇本語教

育の実践を学べる科目を新設し，運用を開始した。派遣中は日本語教育研究科の「実践研究17」という正規

科⽬に履修登録をし，早稲⽥⼤学の授業担当者および派遣先⼤学担当者双⽅の指導のもと，⽇本語教育の

実践に従事する。初年度である 2018 年度秋学期には 4名の学生が４つの大学（カーロリ大学（ハンガリ

ー），日越大学（ベトナム），ベオグラード大学（セルビア），ミュンヘン大学（ドイツ））に派遣され，多様

な海外実践を積むことができた。また，このプログラムについては，一般社団法人尚友倶楽部の助成により，渡

航費，滞在費にあてられる奨学⾦を得ている。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

① 教育・総合科学学術院との協働・連携強化

これまで議論を続けてきた日研と教育・総合科学学術院との協働・連携強化については，教育学部が構想する

「サブメジャープログラム」が確定したことを受け，さらに検討を続けた。その結果，研究科の限られた人的リソース

は，「学術的副専攻」となり GEC 全学共通副専攻をより拡大・充実させるべきという結論に達し，⾒送ることとなっ

た。
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２．2019 年度計画

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

① 「海外指定⼤学推薦⼊試制度」の拡充

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」の運⽤を，引き続き進める。あわせ

て，現在３つの国と地域，８大学である海外指定大学の拡充を検討する。

② 「海外指定大学特別選考」の⾒直し

海外の大学の優秀な 3年次⽣を受け入れる「海外指定大学特別選考」が，より効果的に機能するよう，広

報，対象⼤学の⾒直しなどを含めて，全⾯的に⾒直す。

③ 「現職社会人コース」の広報強化

学校や⾏政機関において⽇本語教育を担う⼈材を育成することを⽬的とした「現職社会⼈コース」について，より

広く存在を知ってもらえるよう広報を強化する。

④ 入試広報の展開

全学で⾏っている⼤学院⼊試説明会に，引き続き参画する。研究科独自の入試説明会について，受験生が併

願を考える他⼤学の⼊試スケジュールなどを考慮し，開催時期を⾒直す。WEB サイトの⾒直し，コンテンツの充

実，広告出稿媒体の⾒直しについても，引き続き取り組む。

⑤ 入試制度の⾒直し

2018年度に⽴ちあげた「国費・入試ＷＧ」が中心となり，引き続き⼊試制度の⾒直しに取り組む。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

① 教育指導体制の強化

昨年度に引き続き，教育指導体制の強化に取り組む。カリキュラム検討委員会が中心となり，これまでの「演習」

「中間発表」「合同ゼミ」のありかたを⾒直し，よりよい形態，⽅法を⾒出す。

② キャリア支援のための正課外活動

キャリア支援のための正課外活動を引き続き，開催する。

③ カリキュラムの全⾯的な⾒直し

2020 年度から新しいカリキュラム体制に移⾏するための準備を終える。また，現役学⽣にとって不利益にならない

よう，⼗全な事前説明会，履修指導などを⾏う。

④ アカデミックスキル向上のための教育活動

修⼠論⽂，博⼠論⽂を執筆するためのアカデミックスキルを向上させるため，研究倫理や引⽤のルールなどを集中

的に学べる研修会を実施する。
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⑤ ノンディグリープログラムの拡充

昨年度に引き続き，「日本語教育学公開講座」，「実践ワークショップ」、「オンデマンド講座」の改編，拡充に取り

組む。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－

① 訪問学者，リサーチフェローの受け入れ

昨年度に引き続き，訪問学者，リサーチフェローの受け入れに積極的に努める。

② 日本語教育研究センター（CJL）との連携

昨年度までと同様，日本語教育研究センターと連携し，全学の日本語教育の充実に貢献する。

③ グローバルエデュケーションセンタ（GEC）との連携

「学術的副専攻」として新規開設されるGEC副専攻科目「日本語教育学」を，責任箇所として担当する。また，

現役⽣，修了⽣がライティングセンターのチューター，指導員として勤務できるよう，ライティングセンターと連携し，

説明会などを開催する。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

① 「海外展開グランドデザイン」を踏まえた海外展開

2018 年度に策定した「海外展開グランドデザイン」を踏まえ，「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」の制度をさらに拡⼤，拡張させることを目指す。

② 「海外実践」科目の維持，充実

2018 年度に開始した「海外実践」科目について，1 年間の実績を踏まえて振り返りを⾏い，制度の維持，派遣

先大学の拡大を目指す。このプログラムについては，現在，一般社団法人尚友倶楽部の助成により，渡航費，

滞在費にあてられる奨学⾦を得ており，毎年最⼤5名の派遣⼈数もこの助成⾦額に負うところが⼤きい。2019年

度には，学内の各種助成⾦などとの併⽤を検討することにより，派遣⼈数の拡⼤について可能性を探る。

以 上
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Waseda Vision 150 高等学院の将来構想の進捗状況報告

１．2018 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

①高大接続テスト ２０２０年度に実施のための検討・準備

早稲⽥⼤学進学後に学術・研究の途を進むにあたって求められる基本的な知識・技能がどの程度⾝についているか

確認するテスト

２０２０年度３学年在籍⽣徒対象に実施決定

実施教科：国語・数学・英語（４技能外部試験GTEC Advanced 活用）

②英語４技能外部試験GTEC Advanced２０１９年度は２年⽣で実施のための検討・準備

２０１９年度２年⽣全員対象に実施⾒込み

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

①グローバルリーダー育成に向けた特色ある英語授業講座「英語応用」の開発・実施準備

「英語応⽤」（２年⽂系コース選択２単位）

英語について⾼い能⼒と意欲を有する⽣徒に、さらにその能⼒を育成・伸張する授業を開発し提供し、大学入学

の早い段階で、ダブル・ディグリー・プログラムや留学に挑戦できるようにすることを⽬指す授業プログラム・クラス編成

の検討と準備を進めた。

２０１８年度中にプログラム開発・テキスト発⾏・試⾏と PDCA による修正・改善を実施

２０１９年度少⼈数クラス編成で完全実施決定。

②グローバルリーダー育成に向けた特色ある英語授業講座「コミュニケーション英語Ⅲ(a)」の開発・実施準備

「コミュニケーション英語Ⅲ(a)」（３年必修１単位）

⽣徒全員の英語運⽤⼒の向上を⽬指し、「英語運⽤⼒（アウトプットを主とした英語⼒）を向上させる授業プロ

グラム開発とクラス編成の検討と準備を進めた。

２０１９年度「コミュニケーション英語Ⅲ(a)」（３年必修１単位）をクラス分割編成（１クラス約２０名）に

よる少人数クラスにて「アカデミック・プレゼンテーション」構築の授業として実施決定。

③第二外国語のグローバル化に対応した授業デザイン作成

グローバル化に対応した外国語教育推進事業およびスーパーグローバルハイスクール拠点校として、グローバル化に

対応する「フランス語の学習指針」の策定と実施に重要な役割を果たすとともに新たな第二外国語の授業デザイン

の構築と実践を進めた。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

①研究年誌６３号発⾏

特定課題研究の促進とサポート
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（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

①１年間の留学期間を含んで３年間で卒業できる留学制度（⼆種留学）が周知され活⽤が促進し、⼆種留学

生徒が倍増した。

２０１８年度１年間で⼆種留学制度を利⽤した１年間の留学者が４名となり、前年度から倍増した。また、その

他の通常の留学制度（⼀種留学）利⽤者も含め、１年間の留学⽣徒は１０名となった。

②2018年度までに学術協定締結校７・機関２

2019年度に新たに学術協定を締結するべく、ロクロワ⾼等学校（フランス）と調整を進めた。

（締結年度順）

国⽴政治⼤学附属⾼級中学校（台湾）

日仏高等学校ネットワークコリブリ（フランス）

孔子学院（中国）

ゲーテ・インスティテュート（ドイツ）

ハナ高等学校（韓国）

サンクトペテルブルク国⽴学校 583（ロシア連邦）

ザビエルカレッジ（オーストラリア）

セントポールカレッジ（オーストラリア・シドニー）

北京⼤学附属⾼級中学（中国）

ラインガウギムナジウム（ドイツ）

③短期留学・研修等派遣⽣徒 ７４名

④受け入れ年間留学⽣・短期受け⼊れ留学⽣・受け⼊れ交流訪問・外国⼈来校者等 １４８名

⑤スーパーグローバルハイスクール最終年度事業として、２０１８年９⽉２７⽇から１０⽉４⽇にかけて⽣徒１０

人の参加のもと、イギリスロンドンにて、社会問題研修（移⺠・難⺠問題、Brexit 問題などについて）を実施した。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

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

①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た。

OB・社会人による講演等の充実するとともにライブラリー化に着手した。

「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）

②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した。

ライフ・デザインの取り組みと合わせ相乗的に進路・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

機会を拡充した。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

析と協議に着手した。

「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）

「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した。
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「大学設置のオープン科目」の受講の拡充

「各学部のご協⼒による連携授業」の継続・拡充

（⼤学準備講座：法学部「法学特論」政治経済学部「経済学・政治学特論」商学部「ビジネス⼊⾨」など）

「首都圏オープン」開催

⾸都圏⾼校の理系⽣徒による発表と第⼀線の研究者による評価と講評の機会となる⾸都圏オープンを理⼯３

学部の支援を得て高等学院主催で開催した。

③社会・社会人との連携・協働を推進

「ｎｅｎｄｏ留学」実施

デザイン・オフィスへの高校生版インターンシップを実施した。
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多様性 + 主体性 + 議論

diversity initiative discussion

２．2019 年度計画

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

①高等学院「高大接続テスト」（早稲⽥⼤学進学後に学術・研究の途を進むにあたって求められる基本的な知識・

技能がどの程度⾝についているか確認するテスト） の２０２０年度円滑実施のための準備を進める。

２０２０年度第３学年在籍⽣徒対象に実施

実施教科：国語・数学・英語（４技能外部試験GTEC Advanced 活用）

②英語４技能外部試験GTEC Advanced２０１９年度中に２年⽣を対象に実施する。

試験に関わるフィードバックと主体的な⽬標設定のサポートに配慮して円滑かつ有効な実施と活⽤を進める。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

⾼等学院創⽴ 75周年を⽬途としたWaseda Vision 150 高等学院グローバル化推進計画

Globalization

新制⾼等学院創⽴７５周年の 2024年度を⽬途に、次のキーワードと重点項⽬に基づき２０１９年度を初年度と

して５年度にわたる⾼等学院グローバル化推進計画を策定し、２０１９年度から２０２４年度までの 5 年度間の

年度ごとの⽬標を設定して取り組み内容を決定するとともに既年度ごとの評価を箇所内議論において着実に積み上

げ、各種取り組みを推進する。

→未知の問題に新しい解（仮説）を提起する知的・実践的な挑戦に向かう「逞しい知性」と「しなやかな感性」を具現

する世界に輝く学⽣を育成する⾼等学院教育を確⽴する。

Curriculum design + Life design + Deep thinking
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重点項目

①シラバス改革

講座の到達⽬標として獲得される能⼒（知識・技能）とその能⼒が活⽤され得る領域（研究・学問領域）を具体

的に明示し、主体的な学習へ導く。到達目標を達成する教育方法・プログラムを研究・開発して明示するシラバス改革

を進める。

②研究と学問への導⼊と進路（進学学部・分野）決定が合致するカリキュラム構造の確⽴

研究⼒を有し現に研究を志向する教員1人1人の講座とそうした教員との関わりに加え、各種の高大接続事業との関

わりが、⼤学での研究・学問への導⼊と進学動機付けとなるカリキュラム構造を確⽴する。

③グロ－バル化推進

⾼等学院創⽴７５周年（２０２４年度）グローバル化推進達成⽬標

学術交流協定締結校 １１ 新規３校 フランス・イギリス・アメリカ

（２０１７年度まで７：台湾・韓国・中国・オーストラリア２・ロシア・ドイツ）

協定機関 ３ 新規１ アメリカ

（２０１７年度まで２：フランス コリブリ・ドイツ ゲーテ）

プログラム ６ 新規３ アメリカ２ イギリス１

（２０１７年度まで３：韓国・オーストラリア２）

派遣人数 １年留学 ２０（２０１７年度１１）短期留学・派遣 ８０（２０１７年度７１）合計１００

受け入れ人数 ２００（１年・短期・来訪合計）

（２０１８年度受け⼊れ⼈数 １４８）

外国大学への進学可能性を拡充するシステムの構築

④創⽴７５周年を⽬途とした⾼等学院グローバル化推進計画に適合する新校舎（第三期⼯事）の完遂

⾼等学院教育の特⾊をなす理科実験教室、⽣徒と教員をより親しいものとするとともに中・⾼接続をより円滑なもの

とする教員室、主体的かつ協働的な学習を促進するラウンジ機能を有する食堂、国際会議や国際フォーラムを開催で

きる会議室を備え、上記重点項目（シラバス改革・ライフデザイン構築・研究への導き）を実現するに相応しい新校舎

（第三期工事）を竣工する。

計画策定と実⾏

毎年度５⽉

シラバス改⾰・カリキュラム構造確⽴、協定校開拓、国際プログラム開発、留学⽣・派遣⽣徒数の数値⽬標実現に

向けた箇所内議論と⽴案

毎年度９⽉

上記計画に必要な予算を箇所内議論を経て教務部と調整・申請

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

１．2018 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

① 早稲田を目指す資質の高い生徒を広く受け入れる体制づくり

両⾼等学院の⼀般⼊試は関東の私⽴⾼校の中では、最も遅い⽇程で⾏われ、さらに本庄学院では 2 次試験

（面接）があるため、1次試験から合格発表まで一週間、手続きにはさらに合格発表から 2日の日程が必要とさ

れた。この間に、本庄⾼等学院と競合する他校に合格した者がその学校に⼿続きをして⼊学を決めてしまう事例が

多々起こっていると推測される。また、2次試験で実施する 5分程度の⾯接試験のために本庄学院へ来ることは、

特に遠方の受験生にとって時間的・経済的負担になっており、このことが 1 次試験に受かっていながら 2 次試験を

欠席することにつながっていたと思われる。

このことに鑑み、海外・地方の生徒にもチャレンジしやすい環境を作るとともに、合格が決まった優秀な生徒に早く

入学手続きをしてもらうため、2 次試験（面接）の廃止について 1年間かけて検討を重ね、2020年⼊試から廃

止することを決定した。

② 世界から優秀な⽣徒を集めるための広報戦略の検討

2018年から梓寮（⼥⼦寮）の利⽤が可能になり、男⼥とも寮の受け⼊れ態勢が充実した。このことにより、国

内地方のみならず広く世界から多くの生徒を受け入れられるようになった。例えば学校相談会時における寮の⾒学

会など、受験⽣を増やす広報の在り⽅の検討を⾏うとともに、寮⾏事や学習⽀援体制など、魅⼒ある寮づくりを検

討した。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

① SGH活動、特に国際高校生学会WaISEC の開催

SGH活動第4年⽬となる2018年度は、本庄学院が主催校となり、11月15⽇〜18日の日程でWaISEC

(Waseda International Symposium on Education and Culture)を開催した。「アジア―人と人、人と

自然の共生」を大会テーマとし、基調講演、研究発表とポスターセッション、班に分かれてのフィールドワークと協働

学習による最終発表という企画を⾏った。実⾏スタッフ、バディ、研究発表に多くの本庄学院⽣が関わり、実⾏し

た。単にイベントのための SGH活動ではなく、日々の授業活動に位置付けるとともに、多様なフィールドワークプログ

ラムがあり、その成果発表の場としてWaISEC を位置付けていることが特徴である。

② 科学教育活動

本校は以前の SSH指定時代に構築した科学教育教材・プログラムを、指定が外れた現在もほとんど継続してお

り、加えて本校教員の専⾨性を活かしかつ経済的負担のない「これがサイエンスだ！」の輪講や合宿など、むしろ

SSH時代よりもその幅が広がっていることが特徴である。そのような活動の中で生徒の科学の芽を育てながら、一方

で世界の科学教育を推進する⾼校とのネットワークや国際⾼校⽣科学シンポジウムを利⽤し、積極的に国際交流

と外部での成果発表を⾏い、グローバルな視点を養っている。

外へ目を向けると同時に、地域に目を向けているのも本校の特色である。本庄市内河川の環境保護活動とその

成果発表の場としての市⺠シンポジウムの開催、学院⽣が市内⼩学校での総合学習や市⺠⼤学の講師をつとめ

るなど、地域貢献活動を積極的に⾏っている。

科学教育活動推進のため、大学教務部指導の下 SSH再申請への検討を⾏い、再申請を⾏った。さくらサイエ
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ンスプランでは 2 つの⾼校の招へいと科学交流活動を⾏った。

③ キャリア教育の推進

本校では、今まで夏休みの Summer Seminar、冬休み直前のWinter Seminar を通してキャリア教育を進

めてきたが、日常的に自分の未来の姿を考え同時に学部進学へのミスマッチを無くすることを目的として、2018 年

度から⽉に 1回程度、⼟曜⽇の放課後を利⽤してキャリアデザイン講座を始めた。これは主として様々な業種の

OB・OG1名に来てもらい、聴講を希望する後輩たちに対して、身近な形で大学生活や仕事について語ってもらう

試みである。

さらに、キャリア教育を推進すべく、Summer Seminar、Winter Seminar、キャリアデザイン講座を含めた年

間指導の在り方を検討し、部活動などの他の課外活動に影響を受けやすい Summer Seminar、Winter

Seminar をやめ、9月の水・土曜日を使って「秋のキャリアデザイン講座」という形で2019年度以降実施する形と

した。

④ エンパワーメントプログラムとアメリカ研修

2017 年から ISA の協⼒の下、エンパワーメントプログラムとアメリカ研修を実施している。エンパワーメントプログラ

ムは 3日間（2018 年度は 9月 1⽇〜3⽇）英語漬けで英語⼒とプレゼンテーション⼒を⾼める授業を⾏い、

その最終段階としてアメリカでの語学研修（2018年度は2019年 3月17⽇〜27日）でさらに英語⼒を⾼め

るとともに、ホームスティ、⼤学訪問などにより異⽂化や留学⽣活の様⼦を体験することを⽬的としている。エンパワ

ーメントプログラムには 20名、アメリカ研修には 32 名参加した。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

① 留学を推進するための体制づくり

本庄⾼等学院では留学しやすい環境を作るために、2017 年度より、1年留学しても留年せずに 3年で卒業で

きる留学制度「第⼆種留学」（今までの1年留年せざるを得ない留学制度を「第⼀種留学」と呼んで区別）を開

始した。

留学制度についてのマニュアルを作成した。保護者に対しては、冬の保護者会で⼤学国際部の協⼒の下、説明

会を⾏った。

留学先の検討のため、国際部の協⼒の下、ニュージーランドの状況の実地調査を⾏った。

② 留学者の受け⼊れ態勢の検討

2018年度は⻑期（1 年）2名、短期（2週間）3名の留学⽣を受け⼊れた。⻑期 1 名（男子）短期3

名（⼥⼦）は、初めての試みとして滞在先として寮を利⽤することを⾏った。年間契約を基本としている寮を滞在

先として⽤いることは、特に短期の場合に克服すべき問題もあるが、留学受け⼊れ態勢の充実につながるため、今

後とも検討整備を⾏いたい。

今回の短期 3名は SGH活動をきっかけにして近年交流を始めた、韓国の Hana Academy（韓亜高校）か

らの生徒である。今年度初めての試みである。本校の 2名の生徒も受け⼊れてもらっている。このような短期留学

の形式は、経済・精神的負担が少なく、語学研修や文化体験ができるため、前記のニュージーランドの可能性も含

め、本校の今後の交流の可能性を広げるものとして、注⽬している。
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（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

① カリキュラムの改善と学部推薦選抜制度の充実

今までの総合点⽅式の学部推薦制度に加え、2018年度より多⾯的評価で学部推薦を⾏う G選抜制度を開

始した。このことにより、さらにモチベーションの高い生徒が学部進学することを期待している。

また、2022年の新指導要領施⾏に向け、教育効果が⾼いカリキュラムの検討を開始した。
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２．2019 年度計画

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

① 早稲田を目指す資質の高い生徒を広く受け入れる体制づくり

2020年⼊試より、⼀般⼊試 2 次試験（面接）を廃止することを公開した。このことを、海外を含めた入試説

明会や学校説明会で丁寧に説明することにより、資質の⾼い受験⽣を増やす努⼒を⾏う。また、2020年⼊試の

結果を精査し、2021年以降の⼊試に繋げる努⼒を⾏う。

② 推薦入試の改革

2018年度は⼀般⼊試の改⾰を⾏った。2019年度は推薦⼊試の⾒直しを⾏う。特に、出願資格として英語

⼒の資格を含める等、学校間でレベルが異なるという問題が指摘される調査書以外の基準を検討する。

③ 世界から優秀な⽣徒を集めるための広報戦略の検討

2018年から梓寮（⼥⼦寮）の使⽤が可能になり、男⼥とも寮の受け⼊れ態勢が充実した。このことにより、国

内地方のみならず広く世界から多くの生徒を受け入れられるようになった。受験生を増やす広報の在り方の検討を

⾏うとともに、寮が魅⼒あるものにするために、寮プログラムや学習⽀援体制の検討を継続する。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

① SGH活動、とその総括

SGH活動は 2019年度が最終年度となる。第５年⽬となる 2019 年度は、今までのプログラムを継続するとと

もに、5年間の活動の総括をする年となる。SGHの次世代プログラムであるWWLにトライするかの検討とともに、こ

の 5年間の成果の蓄積を今後どう継続するか・活かしていくか、ポスト SGHの検討を⾏う。

② 科学教育活動

SSH再申請が不採択だったが、今までの科学教育活動の継続を⾏う。

SSH再申請の検討を⾏う。また、さくらサイエンスプラン申請の継続を⾏う。

③ キャリア教育の推進

キャリア教育を推進すべく、2019年度より Summer Seminar、Winter Seminar、キャリアデザイン講座を含

めた年間指導の在り⽅を検討し、部活動などの他の課外活動に影響を受けやすい Summer Seminar、

Winter Seminar をやめ、9月の水・土曜日を使って「秋のキャリアデザイン講座」という形で実施する。この形の教

育効果の検証を⾏う。

また、月 1回のキャリアデザイン講座を継続する。

④ エンパワーメントプログラムとアメリカ研修の検討と継続

2017 年 2018年と⾏ったエンパワーメントプログラムとアメリカ研修について、教育効果と継続の検討を⾏う。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み計画等－

① 留学を推進するための体制づくり

国際部の協⼒を得ながら、⽣徒・保護者への広報の機会を増やすとともに、本校として留学派遣のできる機関や

学校の検討を⾏う。

留学しやすい体制を作るため、留学に関する内規の⾒直しを⾏う。
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（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

① カリキュラムの改善と学部推薦選抜制度の充実

今までの総合点⽅式の学部推薦制度に加え、2018年度より多⾯的評価で学部推薦を⾏う G選抜制度を開

始した。モチベーションの⾼い⽣徒をより多く募集するため、広報活動を⾏うとともに、2018 年度の状況を踏まえ、

内規の再検討を⾏う。

2022年の新指導要領施⾏に向け、教育効果が⾼いカリキュラムの検討を継続する。

② 卒業論⽂を中⼼とした論⽂教育の充実

卒業論⽂は本庄⾼等学院教育の⼤きな特⾊の１つである。ライティングセンターの協⼒を得ながら、論⽂教育の

充実を図る。

③ 新体育館が広げる本庄学院教育の可能性

2018年に起⼯した新体育館について、体育授業や部活動の充実、全⽣徒に対するイベント開催、地域に根

差した体育館の施設運営を検討する。

④ 50周年に向けての募⾦活動

2032 年の 50周年記念と校舎に付随する複合施設建設など教育環境のさらなる充実を目指し、同窓会を中

⼼とした募⾦活動を具体化する。

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

１．2018 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

○広報・学生募集活動推進

2018 年度は新カリキュラムスタートの年であり、このコンセプト（ASSEMBLE（アセンブル）＝多様な領域を集合し

組み⽴てること）の魅⼒に⼒点を置いた学校説明会（全８回）を精⼒的に⻄早稲⽥キャンパスで実施した。また、本

学学部生等を対象とした入学者掘り起こしのため、今年度で３年⽬を迎えた所沢キャンパスでの学校説明会に加え、

早稲田キャンパスでのポスター掲⽰、⼾⼭キャンパスにおける学校説明会案内配布等の広報活動を新たに実施した。

Web 媒体による新たな展開としては、外部求⼈サイト利⽤を拡張するとともに Instagram（インスタグラム）による

広報活動を新たに開始し、従来から利⽤しているFacebookや twitter とも連動させながら本校の活動情報の配信を

より積極的かつタイムリーに推進した。

○学内外における連携体制構築

入学希望者本人への広報活動のみならず、入学希望者周辺の建築・建築デザイン関係者を主なターゲットとした建

築デザイン関連団体の会報や早稲田学報への広告掲載等により、中⻑期的な観点から学内外に対する芸術学校の

知名度とプレゼンス向上を図ることに努めた。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

○新カリキュラムの安定的運用の実現

芸術学校は 2018 年度新カリキュラムをスタートし、この新たなカリキュラムの円滑な始動と安定的運⽤を実践するこ

とが出来た。また、新カリキュラム導入に伴う教育内容や教育方法の変化により以下のような教育効果が認められた。

①「空間設計計画」および「景観設計計画」という新科目の開講により、学生の新たなニーズの存在が改めて明らか

になるとともに、学生の学修へのモチベーションの一層の向上をもたらした。

②新科⽬「アセンブルデザイン特論」において、建築デザインを取り巻く領域（都市マネジメントからエディトリアルま

で）で活躍する著名な実務家や研究者を講師として招くことができ、学生の多様な興味に応えた授業を実践する

とともに、学⽣の進路選択の拡張にも寄与した。

③２科目の授業をクォーター化したことにより、演習と講義を組み合わせたより効果的な授業の展開が実現できた。
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（３）その他

－（１）〜（２）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

○今後の中⻑期計画検討

2018年度の新カリキュラム導⼊により、デザインオリエンテッドな教育への移⾏と⾼度建築家養成教育の基盤が整備

された中で、現状の課題把握のための議論や意⾒交換を開始し、次のビジョン策定に向けた準備に着手した。

○⾼度建築家養成に向けた⼤学院進学⽀援プログラムの試⾏

芸術学校からの大学院進学者を支援するため、新学期開始時に進学希望者の⾯談を実施、個々の能⼒に応じた

きめ細かな指導を実践した。
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２．2019 年度計画

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

○広報・学生募集活動推進

新カリキュラムの内容を中核とした広報活動を推進する。昨年に引き続き、⻄早稲⽥キャンパスでの学校説明会を精

⼒的に実施する⼀⽅、新たな⼊学希望者の掘り起こしのため、Web 媒体や SNS の活用の強化とともに、本学各キャ

ンパスでの説明会活動の展開、優秀な新⾼卒⽣確保に向けた諸活動（有⼒⾼等学校への学校訪問等）を検討す

る。

○⼊試制度の⾒直し検討

他大学および専門学校の入試多様化に伴い、進学希望者各層の進路決定時期に合わせた学⽣募集活動の検

討を開始する。

○建築⽂化への貢献を通じたブランド⼒強化への諸活動

建築関連団体等との連携体制構築、建築講演会や学外展⽰等と⽂化活動等により、芸術学校のブランド⼒強化

を推進する。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

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

○新カリキュラム「ASSEMBLE」の着実な運用

2018 年度の新カリキュラム運⽤状況の検証を踏まえ、教育内容と⽅法に改良を加えつつ 2019 年度もこの着実な

運用を図る。

○新カリキュラムの新たな展開―芸術・技術・理論の融合

新たな展開のキーワードに「テクノロジーデザインストラテ－ジ＝芸術・技術・理論の融合」を掲げ、AA デザインマトリッ

クスの９つの教育テーマそれぞれに付帯する技術テーマを連動させ、カリキュラムの深耕を図る。

また、２年次と３年次にわたる授業内容の連続性の強化を図るとともに、さらに強化すべき分野（保存再生等）に

おいて著名な実務家や研究者を採⽤し、さらに魅⼒ある授業を展開する。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

○中⻑期計画の⽴案検討

早稲⽥⼤学のリカレント教育の中核の⼀つとしての芸術学校が、次の時代を⾒据え、更なる成⻑をすることを⽬的と

し、2018 年度の現状把握と議論をさらに掘り下げ、それらをもとに中⻑期計画の⾻格を⽴案する。なお、この骨格を検

討する上で、現段階で軸と考える事項は次のとおりである。

①建築文化に興味や憧れを抱く幅広い人材を発掘する方法と多彩な人材教育を効果的に⾏う⽅法の検討。

②「総合芸術としての建築」を芸術・技術・理論を統合したより⾼度なレベルのカリキュラムへ昇華するための検討。

③国際化・グローバル化への施策検討

P137



4

○教育内容の拡充のための創造理⼯学部建築学科・同研究科建築学専攻との連携強化

⾼度建築家養成に向けた⼤学院進学希望者⽀援プログラムの確⽴や特別聴講制度の活⽤による学⽣の授業選

択の拡張と学部⽣との交流を促進する。

以 上
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