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はじめに

2018 年 11 月に 第 17

の節目である 2032年のあ

Vision 150」 を 2012年

へと昇華させる取り組みを⾏

「世界で輝くWASEDA

それは、何も国際的な機

も、いまやグローバルな視座

らの問いに対し⾃分なりの答

いれば何度でも仮説を⽴て

⼈々に敬意を持って接し、理

この実現のために最も重要

ってアプローチは様々であって

必要です。すぐに世界トップ

でさえ、1930年代から、当

我々はその覚悟を今 決めな

当然のことながら、単にア

あると考える研究を⾏い、こ

を持ってやり抜くことで、自ず

今般、これら考え方をあら

みや基本的な考え⽅に変更

義、ひとつひとつの施策の背

の取り組みにご理解を賜り、

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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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 周年

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 「Waseda

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ら 「Next Stage」

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、日本のどこにいようと

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ます。それ

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得する、誤って

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、多様な価値観を持つ

解する 「しなやかな感性」 も併せ持つ必要があります。

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。分野によ

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有することが

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していますが、彼ら

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年の年⽉を要しています。

ければ、100年後でも追いつくことは出来ないでしょう。

メリカの大学の真似をすることが危険であることも理解しています。我々が世界に意義の

れを教育に還元し、進んで世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

と評価され、「世界で輝くWASEDA」は実現するものと考えています。

ためて共有するため、「Waseda Vision 150」の表現を⼀部変更いたしました。枠組

はありません。約 2 年間の議論を積み重ねて策定されたWaseda Vision 150 の意

景をあらためて振り返り、教職員一丸となって改革に邁進していきます。是非とも私たち

⼀層のご⽀援、ご協⼒をお願いいたします。

愛治
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Ⅰ．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、向こう 5-10 年間でなすべき

ことを「Waseda Vision 150」として 2012 年 11 月に策定しました。「世界で輝くWASEDA」実現のため、これら施策の

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. 世界に信頼され常に改革の精神を持って進化し続ける大学

【基軸】進化し続け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 11 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進化し続け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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Ⅱ．早稲田の教旨

「Waseda Vision 150」では、早稲田大学教旨を以下のように読み解き、創⽴ 150 周年に向けた教育と研究の

体制整備の原点とします。

１．学問の独⽴ －世界へ貢献する礎－

あらゆる制約から解放され、本質を⾒据えた⾃由な批判精神が学問の独⽴の礎である。早稲⽥⼤学は、学

生・教員の⾃律的かつ⾃由な相互作⽤の中で⼈⽂科学、社会科学、⾃然科学あるいはそれらの融合領域の

討究を⾏い、その成果を世界に発信して学問の創造と発展に貢献する。

２．学問の活用 －世界へ貢献する道－

学問研究は、学理の考究に留まらず、⽂化、社会、産業への活⽤の道を拓くことによってさらに発展する。早稲

⽥⼤学は、学部・⼤学院での教育・研究に加えて専⾨職業⼈教育および生涯教育に取り組み、学理考究とそ

れに裏付けられた実践との相互作⽤を通して新しい時代を切り拓く。

３．模範国⺠の造就 －世界へ貢献する人－

送り出す学生こそ大学教育の最大の成果である。早稲田大学は、世界の何処にあっても、どのような困難に直

⾯しようとも、⾃らの意思で周囲と連帯して状況を切り拓くことのできる知識と道徳的⼈格と勇気、さらには頑健な

⾝体としなやかな感性を持った地球市⺠を育成する。

早稲田大学は

模範国⺠を造就

早稲⽥⼤学は

之が自由討究を

常に独創の研鑽

以て世界の学問

早稲田大学は

学理を学理とし

之を実際に応用

以て時世の進運

早稲⽥⼤学は

個性を尊重し

併せて広く世界

１．多様

能動

２．従前

積極

３．部門

圧迫
早稲田大学教旨

学問の独⽴を全うし 学問の活用を効し

するを以て建学の本旨と為す

学問の独⽴を本旨と為すを以て

主とし

に⼒め

に裨補せん事を期す

学問の活用を本旨と為すを以て

て研究すると共に

するの道を講じ

に資せん事を期す

模範国⺠の造就を本旨と為すを以て

身家を発達し 国家社会を利済し
4

に活動す可き人格を養成せん事を期す

改革姿勢

性や個性を尊重し、早稲田の特色を活かしながら、教職員・学生・校友が目標を共有して

的・主体的に一丸となって改革を推進する。

の形式的な平等から、選択と集中、適切な競争原理のもと奨励されるべき教職員・事業を

的に評価する。

間、学部・大学院間の壁を越えて資源の有効活用を図る中で新規事業を実施し、財政を

しない改革とする。
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Ⅲ．早稲田のVision

早稲⽥⼤学創⽴ 150周年（2032年）へ向けたビジョンは、学生がどのような教育・研究環境の中で何を⾝に付

け、世界へはばたくのか、その学窓と早稲田の研究のあるべき様態、そして、卒業生がどのような姿で世界のリーダーとし

て、あるいは地域社会を⽀える市⺠として、世のため⼈のために活躍しているのか、その姿を⽰したものです。そして、こ

れらのビジョン実現のための⼤学経営を執⾏する⼤学の姿を⽰しました。それぞれのVision実現の柱となる基軸を示し、

13 の核心戦略を実⾏していきます。

教育・研究ビジョン

１．世界に貢献する高い志を持った学生

世界中から集まった早稲⽥の学生は、学生間および教職員との相互作⽤による知的⽂化的な刺激の中で、広い

教養と深い専門性を身につけ、世界に貢献する高い志を持って世にはばたく用意と覚悟ができている。

２．世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究

早稲田の研究が、人類の知を拡充・組織化し、環境・貧困・災害・紛争等の地球的課題の解決に貢献する。さら

に、異⽂化が共生する中で持続的発展が可能な世界を構築するための次の課題を指し⽰し、世界の平和と⼈類の

幸福の実現に貢献する。

＜基軸１＞⼈間⼒・洞察⼒を備えたグローバルリーダーの育成

【関連核⼼戦略】

◆⼊試制度の抜本的改革

◆グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築

◆教育と学修内容の公開

◆対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏

◆世界のWASEDA としての国際展開

◆大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進

◆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
＜基軸２＞未来をイノベートする独創的研究の推進

【関連核⼼戦略】

◆独創的研究の推進と国際発信⼒の強化

◆世界のWASEDA としての国際展開
5

◆新たな教育・研究分野への挑戦
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３．グローバルリーダーとして社会を支える卒業生

早稲田の卒業生（校友）が世界各国で、そして日本の津々浦々で、政治、経済、学問、文化、スポーツ、地域

活動等の様々な分野の、グローバルな視点を持ったリーダーとして、歓びを持って汗を流す。そうした校友が折にふれて

早稲田で学び、早稲田大学や他の校友、地域社会などと強固な連携を構築する。

大学経営ビジョン

４．世界に信頼され常に

財政基盤を確⽴し、情報公

て進化し続ける大学となる。
＜基軸３＞校友・地域との生涯にわたる連携の強化

【関連核⼼戦略】

◆グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築

◆教育と学修内容の公開

◆世界のWASEDA としての国際展開

◆早稲田を核とする新たなコミュニティの形成
改革の精神を持って進化し続ける大学

開、説明責任を果たし、ガバナンスを強化し、世界に信頼され常に改革の精神を持っ

◆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
＜基軸４＞進化し続ける大学の仕組みの創設

【関連核⼼戦略】

◆進化し続ける大学の仕組みの創設

◆早稲田を核とする新たなコミュニティの形成

◆教職員の役割と評価の明確化
6

◆財務体質の強化
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【４つの基軸】

「Waseda Vision 150」の４つのビジョンに対応する形で４つの基軸を設定しました。各基軸は、ビジョンを実現する

ための主要な柱として位置づけ、核⼼戦略のもと具体的な改⾰を進めていきます。

＜基軸１＞⼈間⼒・洞察⼒を備えたグローバルリーダーの育成

日本、世界がグローバル化する中で、早稲田大学は、グローバルリーダーを育成することを重要な柱として考えてい

る。グローバルリーダーは、深い専⾨性だけではなく、幅広い教養を有する必要がある。外国語の修得や知識の修得

はもとより、留学・ボランティア・インターンシップ・フィールドワークなど実践的な学びも重要で、理論的アプローチと実践

的アプローチが螺旋的に学べる環境が必要である。また、日本の歴史・⽂化等を修得していることも重要な点である。

教室で学ぶ授業も⼀⽅的な講義だけではなく、教員と学生、学生同⼠が議論を深める場として様々な工夫が必要

となる。これらを総合して、⼈間⼒・洞察⼒を備えたグローバルリーダーを育成する。

＜基軸２＞未来をイノベートする独創的研究の推進

研究面においては、人文・社会・自然科学の深化と発展に加えて、学問の枠組みを超えて地域や地球規模の問

題解決に貢献するとともに、さらに次の課題を指し⽰し、世界の平和と⼈類の幸福をより良く実現する活動を続ける。

そのためには、教員個々の⾼度で独創的な研究を⽀援するとともに、組織的な戦略に基づいた研究の推進および

国内外の研究機関との連携を強化する必要があり、研究組織と支援体制の整備を進め、同時に、研究活動を広

く世界へ発信し、その成果を人類社会に還元する「国際研究大学」の枠組みを構築する。そして、総合大学として

の⽂理融合型研究を推進し、新たな教育・研究に挑戦する。

＜基軸３＞校友・地域との生涯にわたる連携の強化

Waseda Vision 150に沿った教育を展開することにより、多くの卒業生がクローバルな視点を持って活躍し、また

市⺠としても歓びを持って汗を流すことを期待している。卒業生がどのような職業についても、早稲⽥とのかかわりを持

ち、本学は卒業生のために直接的にまた間接的に⽀援することを⽬指す。より幅広い校友間の交流の場の提供や

早稲田の多様なリソースを活用したキャリアアップ等を通じて、大学が校友と強固な関係を構築し、「校友にとって頼

りになる大学」を目指す。そして、校友の実績や経験を大学に還元し、さらに教育・研究に活かす。

＜基軸４＞進化し続ける大学の仕組みの創設

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

た、内部評価のみならず、外部評価制度も取り⼊れ、教育・研究・社会貢献および管理・経営など⼤学事業と⼤

学の向かう⽅向を世の中に明らかにすることも重要である。地球と⼈類の未来を⾒つめ、社会との関係を常に意識し、

多様な知を組織する必要がある。そのためには、教育・研究・⼤学運営への⼥性教職員や外国⼈教職員の参画を

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

イナミズムを保障するガバナンスとコンプライアンスの仕組みを構築する。
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Ⅳ．早稲田の核⼼戦略

「Waseda Vision 150」実現のために、「⼊試戦略」「教学戦略」「展開戦略」「経営戦略」の４つの戦略の枠組みの

中で、以下の 13の核⼼戦略を実⾏していきます。

【⼊試戦略】

１．⼊試制度の抜本的改⾰

【教学戦略】

２．グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築

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

５．大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進

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 

【展開戦略】

７．独創的研究の推進と国際発信⼒の強化

８．世界のWASEDAとしての国際展開

９．新たな教育・研究分野への挑戦

【経営戦略】

１０．教職員の役割と評価の明確化

１１．財務体質の強化

１２．進化し続ける大学の仕組みの創設

１３．早稲田を核とする新たなコミュニティの形成

次ページ以降、核⼼戦略の概要および⽬的・⽬標を⽰します。

各核⼼戦略実現のための具体的な施策および検討状況等については

Waseda Vision 150 ウェブサイトで随時公開していますので、ご参照ください。

http://www.waseda.jp/keiei/vision150/

http://www.waseda.jp/keiei/vision150/
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１．⼊試制度の抜本的改⾰

従来型の同一空間で学生を選抜する一般入試、推薦入試、AO入試について選抜目的を最大限達成できる

ようさらに改⾰を⾏う。多様で優秀な学生を国内外から能動的に獲得する新たな仕組みを追求する。

２．グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築

既成の専⾨分野で世界の先端に⽴つための専⾨偏重の教育を超えて、国際性と基礎・教養⼒に裏付けられた

専⾨性によって世界に新しい時代を拓くグローバルリーダーを育成するために、教育体系の柔軟化と全学的な組織

化を図る。

＜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。

＜目的・目標＞

各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。
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３．教育と学修内容の公開

ICTを利⽤して広く国内外に対して教育内容を公開し、「教育の早稲⽥」を可視化する。同時に、海外の優れた

授業内容を取り入れ、世界でもっとも優れた、あるいは多様な教材・方法による教育を実現する。

４．対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏

ネットワークを活用した遠隔・オンデマンド授業環境の整備、教材開発と授業形態の革新等を図り、教室での一

方的な講義主体の授業形態から演習・ゼミを主体とする学生参加対話型教育や、フィールドワークも活用したプロ

ジェクト型教育へと重点を移し、問題を発⾒し、解決策を提案し実現する能⼒を涵養する。

５．大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進

大学における学生は、教室に来て授業を受けて家に帰るだけの存在ではない。学生は、教職員とともに大学を支

え進化させる⼀員であり、教職員とは異なる⽴場から⼤学と社会のあるべき姿を考える主体である。早稲⽥⼤学は、

教育・研究支援業務等への学生の積極的かつ責任ある参画を推進する。

＜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。

＜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。

＜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。
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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 

早稲田大学は、教旨のもとに積み重ねてきた歴史と伝統を通して、日本社会とその文化に貢献してきた。その積

み重ねは、しばしば早稲田らしさ、あるいは早稲田文化と称され、卒業生の、在学生の、教職員の、そして広く早稲

田関係者の誇りを形成してきた。早稲田らしさは、早稲田の地で生成・蓄積がなされたが、同時にその精神と活動

は、日本の隅々に向けられ、また当初から日本を超えて世界に向かっていた。早稲⽥⽂化の強⼒な推進を通して、

新たな文化の創成に寄与し、人類への貢献をなすための戦略とその実現のための⽅策について考える。このことは、

早稲田の誇りの醸成について考えることでもある。

７．独創的研究の推進と国際発信⼒の強化

「研究の早稲⽥」として、教員個々の⾼度で独創的な研究を⽀援するとともに、組織的な戦略に基づいた研究の

推進および国内外の研究機関との連携を強化するために、研究組織と支援体制の整備を進める。同時に、研究

活動を広く世界へ発信し、その成果を人類社会に還元する「国際研究大学」の枠組みを構築する。

８．世界のWASEDAとしての国際展開

早稲⽥⼤学の教育・研究が世界へ貢献するために、世界展開マップを作成し、海外の有⼒⼤学・機関との戦略

的パートナーシップの構築を図るなど、国際展開を推進する。

＜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。

＜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。

＜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。
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９．新たな教育・研究分野への挑戦

新しい知の領域を開拓し⼈類の⾏くべき先を指し⽰すことは、学問の府としての⼤学の重要な使命である。総合

⼤学としての⽂理融合型研究を推進し、新たな形で⾷と農、健康・医療、超⾼齢社会、安⼼安全社会等の教

育・研究に挑戦する。

１０．教職員の役割と評価の明確化

教職員の教育・研究・大学運営・社会貢献活動等における役割を明確にし、教職員の役割を改めて考える。そ

の上で、教職員の諸活動を評価し、社会へ公表する。

１１．財務体質の強化

本学の教育研究事業を永続的に発展・強化させるため、諸事業遂⾏におけるたゆまざる⾃⼰点検と⾃律的改

⾰を促し、収⽀構造の改⾰を図り、各事業の計画・実⾏・評価・改善のサイクルを財政政策に反映させ、財務体

質の強化を図る。

＜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。

＜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。

＜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。
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１２．進化し続ける大学の仕組みの構築

早稲⽥⼤学は創⽴以来 130年余り、学問の府としてたゆまぬ進化を続けてきた。今後も常に⾃律的に変⾰し

進化し続ける大学となるために、早稲田の特色を活かし、大学の構成員が変わっても改革の持続を可能とする仕組

みを構築する。

１３．早稲田を核とする新たなコミュニティの形成

20 年後の将来までに、多様で広範なレベルで社会との連携を強め、先導的に教育・研究活動の成果を広く社

会に還元することのできる新たなコミュニティを築き上げていくためには、ハード、ソフトの両面において時代に即応した

環境整備を持続させていく必要がある。

ハード面では、快適な教育・研究環境を保持し、学生・教職員の大学生活を豊かにするアメニティを充実させるた

めの ICT をはじめとする先進の技術を取り入れたキャンパス整備であり、一方、ソフト面では開かれた大学にふさわし

く、キャンパス内にとどまらない校友、地域住⺠、海外パートナー等をも含めた多様な⼈々のコミュニィティ形成を⽀援

し、その多様な⼤学構成員がグローバルな交流・活動を展開し得る新しい仕組みの整備である。

＜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。

＜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。
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Ⅴ．ロードマップと数値目標

早稲田大学はこの 10数年間、「21世紀の教育研究グランドデザイン」「Waseda Next 125」を策定し、様々な

改⾰を遂⾏してきました。「Waseda Vision 150」の実⾏は、20年後を⾒据えて、2013年度から核⼼戦略実現の

ためのプロジェクトが当面 5年間の実⾏計画に沿って遂⾏します。毎年、⽬標に照らし合わせて実⾏内容を評価し、そ

の結果を翌年度の計画に反映することで、常に改善していきます。また、成果の上がらないものは中⽌するなど、環境

の変化や財政状況に鑑み、常に最適化されたプロジェクトを実⾏していきます。

年度 2001 2007 2008 2012 2013 2017 2018 2022 2023 2027 2028 2032

スローガン

グローカル・

ユニバーシティ

の実現

早稲田から

WASEDA

へ

アジアの

リーディング

ユニバーシティ

世界で輝く

WASEDA

グランドデザイン

Next 125

Waseda

Vision 150

評価と改善

⇒PDCA

STAGE
１

中
間

総
括

総
括

達
成
項
目

総
括 事業別評価を毎年⾏い、達成内容を公表します。

5 年ごとに全体を総括し、再設定します。

グランドデザイン Next125

STAGE
2

STAGE
3

STAGE
4

数値目標は、それ自体が主目的ではなく、施策の達成状況を分かりやすく示し、自己点検を
14

するために設定しており、上記以外の目標を含めてウェブサイトで随時公表しています
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（参考資料）

「Waseda Vision 150」策定の経緯

早稲⽥⼤学はこの⼗数年間、「21 世紀の教育研究グランドデザイン」「Waseda Next 125」を策定し、様々な改革を

遂⾏してきました。「Waseda Next 125」は2008年度からの10年間を⽬途とする⼤学の将来像を策定し、2012 年度

までの具体的な施策が提⽰され、本学ホームページに「理事会の基本的な考え⽅」「年度別の計画・報告」を掲載していま

す。「Waseda Next 125」の方向性は以下の４点で、「早稲田からWASEDA へ」をスローガンに、早稲田大学は日本の

大学であることを超える、すなわちグローバルユニバーシティとしての「ＷＡＳＥＤＡ」を構築することを目指してきました。

▶ 多⽂化が共存・融合する地球社会における知の基盤の構築  

▶ 総合⼤学の強みを生かした学際研究の推進  

▶ 地球上の至るところを学びの場とし、地球共同体リーダーの育成  

▶ 日本⽂化・アジア⽂化の国際的研究拠点を形成  

優秀な留学生獲得のためのプログラム開発や、政治経済学部、基幹理⼯学部、創造理⼯学部、先進理⼯学部、社会

科学部および国際教養学部の６学部では、英語での学位プログラムの設置が実現し、現在は4,000⼈を超える留学生が

学んでいます。また、海外⼤学とのダブルディグリーや短期留学プログラムなどの開発も進め、早稲⽥の学生の留学も 2,399

人と促進されました。

全学基盤教育においては、１クラス４人の Tutorial English の拡充、ライティングセンターを設置して対⾯による論⽂・レ

ポート作成指導、日本語⽂章⼒向上のための「学術的⽂章の作成」の設置、⽂系学生対象の「⼀万⼈の数学」を設置す

るなど各学部・大学院の教育の充実に加え、大学全体として様々な改革を進めてきました。

研究⾯においては、全学横断的な組織として研究院や研究戦略センターを設置し、研究機構の設置、重点領域研究の

創出、大型研究費の獲得や学外連携の推進など、既存の組織の枠を超えた研究体制を構築してきました。また、新たに設

置した高等研究所やグローバル COE拠点等において、国際的で先進的な研究能⼒を有する若⼿研究者約 400 名を育

成・輩出するなど、次代を担うトップレベルの若⼿研究者集団も着々と形成されています。

本理事会は、「Waseda Next 125」の計画実施状況を総括し、早稲⽥⼤学の教育⼒、研究⼒の継続的向上と、これ

を⽀える財務体質の強化と組織の改⾰を進めることとし、以下のような認識のもとに、2011 年 12 月に「Waseda Vision

150」策定に向けた基本的な考え⽅を⽰し、⼤学本部と各学術院等が約１年をかけて検討してきました。実⾏に向けた課

題は多々ありますが、本計画の実現に向けて邁進していきます。

■大学の存在意義の再確認

現在、地球上ではグローバルガバナンスが確⽴していないことに起因する諸問題(持続性、平和、危機管理など)が多発し

ています。グローバルガバナンス確⽴のために、グローバル化の多⾯性、Global・Regional・National･Local の各段階に着

⽬して、問題発⾒・問題解決型の教育・研究を実践することは⼤学の重要な使命です。

■外的な要因が大学に問い掛けること

・少⼦化の加速と⽣産年齢⼈⼝の減少

日本の 18 歳人口は現在の約 120 万人から 2030 年までには 100 万人前後になることが予想されています。また、

少⼦化に伴い生産年齢⼈⼝は現在の約8,000万人から2030年には約6,700万人に減少すると言われています。

⼀⽅、この間も世界の⼈⼝は爆発的に増え続けると予測されています。これらは、社会の構造と制度の⼤きな変⾰を

引き起こす要因となり、大学の役割、養成すべき人材も大きく変わると考えられます。大学の規模と構成、教育と研究

の体制についても検討することが必須になります。
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・大学間競争

地球的規模で人材・頭脳・情報の移動・交差が加速し、大学間の国際競争が激化します。早稲田大学は世界の主

要⼤学と協⼒関係にありますが、⼤学の実⼒に応じた差別化が始まっています。早稲⽥⼤学は、アジアを基点として国

内外の⼤学との協⼒と競争の中に活⼒源を得て、教育⼒と研究⼒の向上を図ることが求められます。同時に、⼤学間

競争は施策⽴案と実⾏を迅速かつ的確に⾏う体制整備と組織改⾰の競争でもあります。

・技術的変革

ICT を中⼼とする技術の発展と普及が、教育・研究の⽅法論を⼤きく変えつつあります。例えば、ハイパーテキスト教材、

バーチャルリアリティ（VR）、シミュレーション実験、遠隔授業、オンデマンド授業、自動翻訳、コンピュータ支援共同作

業（CSCW）などがあります。これらはいずれもハード・ソフト両面での新しいインフラ整備を必要とするものですが、教

育・研究のグローバル化・⾼度化の強⼒な武器となります。

■大学から社会に投げ掛けること -持つべき視野

・科学技術創造⽴国の次なる段階を創造

科学技術に基づく国づくりの次なる段階を模索する必要があります。科学技術の⽔準のみでは国の⽔準が決まらない

時代になります。社会システム、マネージメントシステムなど日本が苦手としている分野も含めてグローバルな視点からの

発想が求められます。

・日本文化、アジア文化を世界へ発信

軍事⼒や経済⼒に加えて、⽂化・社会制度などソフトパワーが世界の秩序形成に⼤きな影響を及ぼしています。アジア

の世紀を迎えて、我々が住む日本そしてアジア地域の伝統と⽂化を再認識して、その発展性と先⾒性を世界へ発信し

ていく必要があります。

・グローバル化の次なる段階への対応

現在進⾏しているグローバル化が取りこぼしそうなものは何か。地域毎の多様性を保証したグローバル化の時代に向け

て、英語中心から多言語化への展開など、非英語圏の大学の強みを生かして、次なる社会への対応が急がれます。

■改⾰を持続する⼤学の基礎体⼒の強化

・世界基準による大学組織点検

眼を日本から世界に向けるならば、大学設置基準に適合していることだけで大学の存在が保障されるということはできま

せん。⼊学者選抜・教育内容・教育⽅法・教育組織のいずれもを新たな視点で⾒直し、必要な改⾰を実⾏しなけれ

ばなりません。これは研究体制、事務体制、経営体制においても同様です。

・財務体質の抜本的改革

私⽴⼤学として、学生納付⾦に財政の多くの学生納付⾦に頼る⼀⽅で、⺠間企業に⽐べて緩慢な経営意識は、必

要な改⾰を⾏う⾜かせになっていないかを⾃ら問い直す必要があります。学問の府として何を変えて何を変えるべきでは

ないのかをよくよく吟味し、危機的な状況に陥る前に必要な改⾰を⾏い、20年後に向け準備を⾏う覚悟が必要です。
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【Waseda Vision 150 全体の検討】

（

【

【

【

【

2010/12/19 理事会集中討議

2011/ 3/27 理事会集中討議

4/15

5/13 理事会

6/17 理事懇談会

7/8 経営執⾏会議

7/8 拡大基本問題懇談会

7/23 理事会集中討議

9/9 経営執⾏会議

9/16 理事会

9/20 拡大基本問題懇談会

9/30 経営執⾏会議

10/7 理事会

10/7 学術院⻑会

10/21 評議員会

10/28 経営執⾏会議

11 月 教授会等で説明、質疑応答

11/4 理事会

11/14 職員管理職者会

11/17 第⼀回教職員説明会および意⾒収集

11/11 経営執⾏会議

11/25 経営執⾏会議

12/2 理事会

12/2 学術院⻑会

12/17 理事会集中討議

12/19 第⼆回教職員説明会および意⾒収集

2012/ 1/13 学術院⻑会

1/20 理事会

1/20 評議員会

2012/ 3/30 経営執⾏会

3/30 拡大基本問

4/3 教職員への核

4/11 教職員への各

の学内公開と

6/16 理事会・学術

6/18 最終報告書

の意⾒収集

7/6 学術院⻑会

7/21 理事会集中

8/10 教職員への核

将来構想の学

9/7 理事会

9/14 経営執⾏会

9/21 拡大基本問

9/28 経営執⾏会

10/5 理事会

10/5 学術院⻑会

10/11 教職員説明

（教職員意⾒

10/12 職員管理職

10/12 経営執⾏会

10/19 理事会

10/19 評議員会

10/26 拡大基本問

10/26 経営執⾏会

11/2 理事会

11/2 学術院⻑会

11/15 総⻑記者発
参考資料）

3/17 理事会集中討議

各核⼼戦略の検討】2011年 12月〜2012年 7月

13 の核⼼戦略のもとで各種検討会等を開催しました。回数

◆核⼼戦略検討ワーキング・検討部会・分科会等 121

◆教務主任検討会 3回開催

◆公開シンポジウム等 7回開催

◆ステークホルダーへのヒアリング・アンケート 12 回開催

学術院等の将来構想の検討】2011年 12月〜201

学術院等の教授会・検討会等で将来構想を検討しました

策定後の推進体制】2012年 11月〜

総⻑・副総⻑等で構成する「推進本部」のもと、理事会・

必要に応じて学術院⻑等も参加する「拡⼤推進会議」を

ながら不断の改⾰を実⾏しています。

一部表現の⾒直し検討】2019年 9月〜11 月

推進本部、理事会、学術院⻑会において検討し、決定い
議

題懇談会

⼼戦略の学内公開と意⾒収集

学術院等将来構想（中間報告）

意⾒収集

院⻑等集中討議

作成に向けての教職員から

討議

⼼戦略および各学術院等の

内公開と意⾒収集

議

題懇談会

議

会

収集 〜随時受付）

説明会

議

題懇談会

議

表

11/15 Web による学外公開
17

12/10 全学説明会（教職員学生および学外者対象）

は各核⼼戦略が開催した検討会等のすべての合計数です。

回開催

2年 7月

。

各核⼼戦略の実⾏責任者等で構成する「推進会議」を設置、

開催するなどの全学推進体制を構築し、検証と改善を繰り返し

たしました。
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学術院・高等学院・芸術学校の将来構想

各学術院、両⾼等学院および芸術学校は、創⽴ 150 周年（2032年）を⾒据えた、将来構想を策定していま

す。Waseda Vision 150実現のためには、核⼼戦略と学術院等がより密接に連携していくことが重要であり、⼀体と

なって改革を進めて参ります。なお、将来構想の詳細および進捗状況はウェブサイト上で随時公開していきます。

⽴

政治経済学術院

共生社会の善き生と正義の実現に寄与する学問研究の不断の追究の中から、在野の精神に⽴ってグローバル社会

の未来を切り開く⾃律的な次世代を創出する。
法学学術院

国内的にはもちろん、国際的にも最⾼レベルの法学教育、研究機関としてのプレゼンスを、より強固なものとして確
する。
文学学術院

文化の伝統を未来に開く、知の交差点
時代を先取りした大改革を実現し、たゆまぬ歩みを続けています。
教育・総合科学学術院
次の時代を創り、次の世代を育てる若者を育てます。

ら

商学学術院

社会と連携した教育・研究体制を強化し、18歳から経営幹部層までの幅広い年齢層の⼈々に対して、基礎か
最先端レベルのビジネス教育を⾏い、国際的プレゼンス向上を⽬指す。
理⼯学術院
智の創造、智の継承、社会への直接貢献－国際的に際⽴つ、理⼯系の教育・研究拠点の形成－
社会科学総合学術院
社会を理解し、社会を構想し、社会を創成する実践的アカデミズムの追求。

略

人間科学学術院

現代社会がかかえる課題に挑戦する「学際的」「総合的」「実践的」な質の⾼い教育プログラムと、それを⽀える戦
的な研究体制を実現し、多様な世界と連携した開かれた大学をつくる。
スポーツ科学学術院

系統的な教育・研究体系を構築することにより、スポーツ科学分野において世界トップテンの教育・研究拠点となるた
めの礎を築く。
国際学術院

アジアの時代において世界の高等教育のハブになるための体制と態勢を整備し、国際的研究・教育の質の高い拠点
機関とする。
高等学院

広げ、深め、つながる教育
―幅広い教養、専⾨分野への深い探究⼼、⾼いコミュニケーション能⼒を育む教育の展開―

教

本庄高等学院

地域の特色を活かした「森に想い土に親しむ」教育を一層発展させた「大久保山学」をテーマに、教科横断型の
育・研究活動を通して、社会の各分野で活躍できるリーダーを育成する。
芸術学校

潜勢⼒としての⽂科系社会⼈を対象とし、総合芸術としての〝建築〟に特化したクリエイティブな⾼等教育を⾏うス
18

ーパースクールへとさらなる高級ブランド化を図り〝建築の早稲田〟の再生に寄与する。
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