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To Our Stakeholders

Waseda Vision 150  
Next Stage 

世界で輝く  
WASEDA
をめざして

早稲田大学第17代総長に就任し、1年半が経過いたしました。
創立150周年を迎える2032年のあるべき姿をイメージして2012年に策定した中長期
計画 “Waseda Vision 150” を継承し、更に進化させるべく、新たなスローガンとして
「世界で輝くWASEDA」を掲げ、その実現に向け、本学のトランスフォーメーション
【＝抜本的な体質改善】を実行します。
今や世界は、構造的変化が連続的に起こっており、正解のない課題や、課題設定そ
のものを自分の頭で考える必要のある時代に入っています。本学は、正解のない課題に
自分なりの解決策を仮説として立て、根拠を基に検証し、誤っていればその仮説を立て
直す「たくましい知性」を全学的に育みます。
同時に、世界の多様な人々の価値観を肌で感じ取る「しなやかな感性」を涵養し、世
界の人々が納得する解決策を提示できる広い視野を持つ学生を育成しようとしています。
本学が上述の教育を通して、今後の人類社会の変化に適応し、かつロボット・AIを活
用しつつ人間のニーズを的確に反映する新しい社会を構築する人材を育成するため
には、研究環境・教育環境・組織・制度など本学の全ての面でのトランスフォーメーション
が必要となります。
本書には、伝統を活かしつつ、大きく革新している早稲田の今があります。
ぜひとも、私たちの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。

早稲田大学総長　田中 愛治
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1.世界トップクラスの大学になるという決意と覚悟
2.優秀な人材の採用　―自分より優秀な"世界で評価される"教員・職員を―

世界レベルの研究を早稲田で
優秀な若手研究者を育成する環境

答えのない問題に挑戦する力

世界で輝く早稲田生を育てる
体系的な教育の提供
教育基盤の整備

グローバルリーダーの育成
人間的力量を育成するプログラム

研究の早稲田

たくましい知性
多様なセクシュアリティ、国籍、言語、
宗教、信条、価値観等を持つ人々に
敬意をもって接し、理解する感性

しなやかな感性

教育の早稲田

価値観の共有

貢献の早稲田

◆Waseda Vision 150 Next Stageへ
創立150周年の節目である2032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長期計画である、Waseda Vision 150の枠組みを活用し、これを
Next Stageへと昇華させていきます。これまでも、Waseda Vision 150の枠組みの下、
様々な改革を実行してきましたが、ただ数値目標を追い求めるのではなく、その数値目標に
込められた真に実現すべき姿を今一度見直す作業を行い、数値目標についても見直すべき
ものがあれば見直していきます。
また、Waseda Vision 150は幅広い分野での大学の在り方を取り上げていることから、
より実効性を上げていくために、プライオリティーを明確にして進めていきます。

◆3つの柱
「研究の早稲田」「教育の早稲田」「貢献の早稲田」を3つの柱に据え、世界で輝く早稲田を
目指します（概要は7～12ページ）。
この土台には、「たくましい知性」と「しなやかな感性」を学生にしっかりと身に着けて欲しい
という思いが込められています。そのためにも、それぞれを育み、涵養することができる研究・
教育環境を整備していきます。

◆価値観の共有
世界トップクラスの大学になるという決意と覚悟を関係者一同で共有していきます。

早稲田のグランド・デザイン
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学問の独立
－在野精神－

学問の活用
－進取の精神－

模範国民の造就
－地球市民の育成－

教育・研究
Vision

大学経営
Vision
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Waseda Vision 150 
Next Stageへ
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）といった中長期計画を策定し、実践してきました。
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核心戦略・プロジェクト
13の核心戦略と45のプロジェクトにより構成

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
◆ 国際研究大学に相応しい研究人材の集積と活用
◆ 独自の強みを基調とした世界と伍する研究拠点の創出
◆ 研究の事業化を加速する研究環境と研究組織の拡充

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
（2020年3月現在）

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。
Waseda Vision 150は、5年ごとに区切った活動としており、STAGE 1（2013-

2017）までを「アジアのリーディングユニバーシティ」と位置づけ、STAGE 2からは
アジアの大学として「世界で輝くWASEDA」の実現を目指すことといたします。
これらの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。
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50名以下授業（学部）
20名以下授業（学部）

目標
達成

目標
達成
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◆ 20名以下・50名以下の授業割合（学部）
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1,000

0
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5,490人

2,541人

4,629人

7,942人

79% 85%

45%
56%

１年生から演習・ゼミを主体とする学生の発
表やディベート等、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して
います。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
こととしています。

◆ 受入留学生数（年度通算）

高等教育・研究に関する国際的環境の変化に
対応し、人種・国籍を問わず多様なバックグラ
ウンドを持った学生が世界から集い、キャンパ
スにいながらにしてグローバル社会を実感で
きるような教育環境の整備を進めています。

◆ 派遣留学生数

国際通用性を高めるため、全ての日本育ちの
学生が、卒業までに、留学、海外フィールド
ワーク、国際ボランティア等、海外で何らかの
学習機会を経験することを目標としています。
学生がより海外に行きやすくなるよう、留学
プログラムの充実や、科目登録や単位認定な
どの制度面も整備しています。

2032年度目標： 50名以下授業 85%
 20名以下授業 50%

2032年度目標： 12,700人

2032年度目標： 全学生

Waseda Vision 150 

主な数値目標の進捗状況
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2014 2015 2016 2017 20182013

2014 2015 2016 2017 20182012

2012

2013

2014 2015 2016 2017 20182012 2013

実績

実績

実績

◆ 社会人教育プログラム　受講者数

50

40

30

20

10

0

（億円）

32億円

38.8億円

あらゆる世代の方に、生涯学習機関、ビジネ
ススクール等として、多様な学びを提供して
います。
社会人が学び直す機会の拡充が期待されて
いる中、本学でも現代社会に適合した社会人
教育を一層充実させ、誰もが生涯にわたって
いつでも必要なことを学べるようにすること
を目指しています。

◆ 受入研究費

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ため、外部研究
資金を獲得し、研究事業を自律的に推進する
体制の構築を目指しています。

◆ 寄付金

学費等による収入だけでは、Waseda Vision 
150を実現し、「世界で輝くWASEDA」となる
ことはできません。
世界レベルの教育・研究活動を実施するため、
継続的に寄付金が集まる体制を構築し、大学
財政に占める寄付金比率を増やすことで財
務体質を強化します。

60,000

40,000

20,000

0

（人）

34,944人

50,347人

120

90

60

30

0

（億円）
96億円

111.9億円
2032年度目標： 200億円

2032年度目標： 80,000人

2032年度目標： 100億円

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。
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研究の早稲田   ―Waseda Research―

世界レベルの研究を早稲田で実現する
世界中の優秀な研究者が、本学の研究者と国際的に意義のある優れた研究を本学で行うことができれば、
研究成果を学生に教育として享受させることが可能になり、教育と研究の相互作用が起こります。
このような活動をより活発化させるためには、組織の在り方の抜本的な見直しも含めた環境整備が必要です。
これまでに講じてきた様々な施策も踏まえつつ、2020年度は以下の取り組みを進めます。

新研究開発棟　リサーチイノベーションセンター（121号館）

早稲田オープン・イノベーションフォーラムの様子

「世界で輝くWASEDA」の実現に向けた研究推進の
一環として、大学地域の研究拠点を活用し、産学連携の
場、ベンチャーの集う場を形成するプロジェクト「早稲田
オープン・イノベーション・バレー構想」を掲げ、産学連
携・人材育成・知財創出・ベンチャー育成を統合的に推進
する「オープン・イノベーション・エコシステム」の構築を
目指しています。その基盤となる研究に専念できる研究
環境・研究スペースを整備するために、新研究開発棟「リ
サーチイノベーションセンター（121号館）」を2020年３
月に竣工しました。本研究開発棟は、地下2階地上6階建
て、延床面積約17,630㎡の規模を誇ります。
世界最先端の研究を実践するイノベーティブな活動を
推進するほか、ベンチャー企業など新産業の創出にも取
り組みます。また「教育」と「研究」に次ぐ大学の第三の役
割である「社会価値創造」の実現を目指します。

研究シーズ、産学連携の成果、成功ベンチャー、上場
前ベンチャー、起業検討中の研究者・学生技術シーズの
紹介、産業界・大学研究者・ベンチャー企業・学生が一堂
に会するマッチングの場を提供することを目的に「早稲

田オープン・イノベーションフォーラム2021：WOI’21」
を開催することを予定しています。
本フォーラムでは、最先端研究・産学連携・ベンチャー
起業に関する国内外リーダーの講演およびパネルディ
スカッションと共に、本学の最先端研究シーズ、産学連
携事例、成功ベンチャー起業、教員・学生ベンチャーの
デモを含めたブース展示等を行います。

産官学連携に関する戦略立案機能の強化や、研究の
入口から出口に至るまでの全学的な研究推進に関る全
ての問い合わせに関するワンストップサービスの充実
を目指し、2019年6月より、全学的な研究支援組織とし
て、新研究開発棟（121号館）と同じ名称である「リサー
チイノベーションセンター（RIC）」を発足しました。
同センターは、研究戦略立案機能を有する「研究戦略
部門」、知的財産の管理や技術移転を支援する「知財・研
究連携支援部門」、ベンチャー創成を支援する「インキュ
ベーション部門」、文部科学省「オープンイノベーション
機構の整備事業」（2018年度採択）の支援を受け、大
学が企業と「組織対組織」での共同研究に取り組むため
に、企業の事業戦略に深く関わる大型共同研究を集中
的にマネジメントする体制を整備することをねらいと
する「オープンイノベーション推進部門」の4つの部門
から構成されており、大学の研究推進支援を担うURA

新研究開発棟 リサーチイノベーションセンター
（121号館）の竣工

早稲田オープン・イノベーションフォーラム
（WOI）の開催

リサーチイノベーションセンター（RIC）を中心
とした研究推進ワンストップサービスの実現
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世界を牽引し
世界に貢献する大学

◆10年で10万人のグローバル
リーダーを輩出

◆10年で18の研究分野を世界
100位以内に

やコーディネーター等の専門家集団を配置し、学内外
の研究と連携を多面的、包括的に支援していきます。

2015年度より、文部科学省「研究大学強化促進事業」
（2013年度採択）の支援を受けて開始した次代の中
核研究者育成プログラムは、チーム型研究の推進と若
手研究者への組織的なサポートにより、国際研究大学と
しての地位確立の担い手となる若手研究者を育成する
ための制度です。次代の中核となる研究者10名程度に
対し、テーラーメイド的な研究支援・環境整備を行って
います。制度の運用にあたっては、研究業績や研究内容
の審査を経て、将来有望な若手・中堅研究者を選定し、
対象研究者には、チームをまとめる能力、他機関と連携
する能力、研究を発展させ大型外部資金を獲得する能
力に加え、大学の研究力評価に直結する国際共同研究
も求めています。その結果、テレビや新聞、雑誌等で報
道される大きな研究成果を挙げた研究者も出てきてい
ます。引き続き本プログラムを運用するとともに、基礎
研究の発展に資する新たな支援も検討していきます。

2014年度、文部科学省スーパーグローバル大学創
成事業（タイプA）として採択された「Waseda Ocean
構想」は、世界の先導的な大学とつながり、世界中の優

Waseda Vision 150 を加速する
Waseda Ocean構想

世界中の文学者や翻訳研究者が集まる研究拠点
国際文学館（村上春樹ライブラリー）

次代の中核研究者育成プログラム

れた研究・教育者と学生たちが自由に往来する早稲田
大学の構築を目指しています。既に世界有力大学との
共同研究を進めている7つのモデル拠点を中心に引き
続きリソースの集中投資を行い、それら拠点が主導す
る形で国際的な教育と研究を推進し、世界における本
学のプレゼンスの向上を図ります。

2019年、本学は早稲田大学国際文学館（通称「村上
春樹ライブラリー」）を設立し、村上文学を基点に、グ
ローバルに文学を研究・発信し、国際交流を図る取り組
みを始めました。村上春樹氏の直筆の原稿・執筆関係資
料・書簡・インタビュー記事・作品の書評、さらには海外
で翻訳された膨大な書籍、蒐集した数万枚のレコードな
ど貴重な資料を、本学に寄託・寄贈いただくことが契機
となって生まれた画期的な試みです。
これらの資料を適切に整理・保管し、閲覧に供すること
によって、世界中の村上文学の愛好者ならびに国際文学
の研究者たちが、新たに「村上春樹文学」「国際文学」「翻
訳文学」の研究に取り組める環境の創出を目指します。
場所は村上氏と縁の深い坪内博士記念演劇博物館に
隣接する4号館（早稲田キャンパス内）で、世界的な建築
家で本学特命教授の隈研吾氏によって斬新なリノベー
ションを施し、2021年春に開館予定です。

次世代中核研究者育成プログラム報告会の様子

Waseda Ocean構想
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教育の早稲田   ―Waseda Education―

「たくましい知性」と「しなやかな感性」を涵養する
「世界で輝くWASEDA」実現に向けて、世界で輝く学生を育てていきます。
このために必要な「たくましい知性」と「しなやかな感性」の涵養に向けて、環境整備を実現していきます。

Tutorial English授業風景

大学において学問を学ぶために必須で、社会に出て
も知的な職業に就いた場合に必須のアカデミックツー
ルである基盤教育の整備と物事の本質を見極める洞察
力を育む教育である教養教育の提供を進めてきており、
これを一層浸透させていきます。
●　基盤教育の整備
世界でも屈指の全学基盤教育を更に推進してい
きます。主に大学1-2年生を対象として、これまでも
「WASEDA式アカデミックリテラシー」としてスピー
キングに焦点を当てた少人数制のレッスンである
Tutorial Englishや数学的思考、様々な統計手法を
学ぶデータ科学、情報科学、論文やレポート提出に
求められる技能を学ぶアカデミック・ライティングを
養成する基盤教育講座を実施しています。また、英
文ライティングのルールを学びディスカッションを交
えながら、論理的な英文を書く力の基礎を身につける
「AWADE（Academic Writing and Discussion 
in English）」を全学に拡充していきます。

●　教養教育の提供
物事の本質を見極める洞察力を育むために必要な

ことは、学生が専攻する分野以外の学問分野の考え
方やものの見方を習得することだと考えています。こ
の考えに基づき、グローバルエデュケーションセン
ターでは2018年度から「学際的副専攻（複数の学問
分野から考える）」と「学術的副専攻（異なるものの見
方を学ぶ」を整備しています。

社会の様々な場において、現代社会の複雑化する課
題解決に挑む、叡智・志・実行力を兼ね備えたグローバ
ルリーダーを育成することは、「世界で輝くWASEDA」
の根幹をなします。
これを実現するためには、入学後の学びに必要な資
質・能力を求めるなど、本学が真に求める人材に入学し
てもらう必要があり、入学希望者が高校教育等で育成
された「学力の3要素（十分な知識・技能、思考力・判断
力・表現力、主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ
態度）」を重視する入学者選抜にしていく必要があります。
本学の一般選抜では、2021年度入試より4学部（政
治経済学部、商学部、国際教養学部、スポーツ科学部）
において、学部ごとに行われてきた独自試験のあり方
を検証した上で、各学部のアドミッションポリシーに応
じて大学入学共通テストや英語4技能テストを組み合
わせ、これまで以上に求める人材を獲得できる入試に
移行することを決定しています。

各学部、研究科ごとに、ディプロマポリシー（学位授与
方針）、カリキュラムポリシー（教育課程編成・実施方針）、
アドミッションポリシー（入学者受入方針）の３つのポリ
シーを策定、公表し、これに基づいて各学部、研究科に
おいてカリキュラム、入試制度の見直し、改革を進めて
います。2019年度に大学全体の３つのポリシーを改編
し、各学部、研究科のポリシーと大学全体のポリシーと
の整合性の検証を進めるとともに、大学全体で各学部、
研究科のPDCAサイクルを共有、検証する体制を整え
ました。今後さらに大学全体としての教育の内部質保
証サイクルを実質的なものにしていくとともに、ディプ
ロマポリシーに基づく学習成果の可視化に向けた取り
組みも推進していきます。

基盤教育の整備と教養教育の提供 学部一般入試の改革

３つのポリシーを起点としたPDCAサイクル、
教育の内部質保証
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2019年6月現在 早稲田キャンパス（イラスト：「早稲田学報」青山邦彦氏）

これまでの大規模教室における一方通行型授業か
ら、少人数・対話型、問題発見・解決型教育へ移行を進め
てきており、本学ではすでに55％超が20名以下、85%
超が50名以下の授業規模となっています。2020年4
月にはCTLT（Center for Teaching, Learning and 
Technology）を新設し、教育支援として、教員向け授業
コンサルティングを展開、学修支援として、学生の主体的
な学習を支援するラーニングコモンズをキャンパス各所
に整備していきます。
また、Waseda Vision 150で示している対話型、問
題発見・解決型教育を推進する上で必要となる授業支
援システムLMS（Learning Management System）
の機能を実現するために、新たなシステムである
Waseda Moodleへの移行をおこないます。時代に
合致した新しい機能を即時利用し、世界レベルの教育
を実現する基盤を整備します。

世界で評価される教員を採用し、適格性等の慎重な
審査を実施するため、任期付き教員として採用し、採用
後の業績をもとに専任教員の資格を付与するテニュア
トラック制度の整備と積極的な利用を進めてきました。
これまでの取り組みをさらに加速させるため、2020年
9月より、教授・准教授・講師レベルそれぞれについて、
専任教員と同水準の業務と給与等を設定する新たなテ
ニュアトラック制度を導入します。新制度は、本学が優

秀な若手教員を採用するための有効な手段となること
が見込まれます。また、テニュアトラック教員としての着
任後、専任教員として登用されるまでの審査プロセスを
示すことにより、若手教員の育成にもつなげます。

教育・総合科学学術院の教育環境整備を主たる目的
とした早稲田キャンパスＥ棟（仮称・現９号館）の建設や
国際文学館（通称「村上春樹ライブラリー」）の整備を視
野に入れ、早稲田キャンパスで展開されている教育機
能の再配置について審議するため、2019年4月「早稲
田キャンパスを中心とする教育機能再配置構想検討委
員会」を設置しました。2019年7月には、早稲田キャン
パスで展開している全学的な教育機能（グローバルエ
デュケーションセンター、データ科学センター、大学総
合研究センター、早稲田ポータルオフィス、CTLT 等）を
どこで展開していくかを検討し、それぞれの配置を決定
しています。今後はＥ棟の建設に伴い、さらに全学の教
育機能の一層の充実を図るべく検討を進めていきます。

主体的・能動的な学びの促進

テニュアトラック制度の積極的な活用

全学の教育機能の再配置

ラーニングコモンズでグループワーク
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貢献の早稲田   ―Waseda Engagement―

WAVOCの被災地復興支援ボランティア

プロフェッショナルズ・ワークショップ

人間的力量とは、「社会」を学びの場とすることで価
値観や背景の異なる他者との関わり合いの中で磨かれ
る力で、主体性、コミュニケーション力、問題解決力など、
様々な力を含んでいます。本学では人間的力量を伸ば
す多様なプログラムを実践的に提供しています。

●　仲間をつくる
「しなやかな感性」を養うには、仲間を作ることも
必要です。自分の学生生活に少し疑問を感じている
学生同士が、学部や学年の枠を越えてフラットに語
り合い、現状から一歩踏み出すきっかけを提供する
「fumidasuワークショップ」や、学生が主体となって
新入生の悩みや不安を解消できるよう支援する「こ
うはいナビ」など、部活動やサークル活動なども含め、
多種多彩な機会があります。

●　ボランティアを通した教育
平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）
では、ボランティア活動の機会提供・仲介のみならず、
WAVOCの教員それぞれの専門性を活かし、その指
導のもと活動するボランティアプロジェクトや、ボラ
ンティアなどの体験を自分の「コトバ」にする授業科目
「体験の言語化」などのプログラムを提供しています。

●　企業と連携した教育
企業・団体等が実際に抱える課題や、社会的課題に
対し、グループワークなどを通じて解決策の提案に取
り組む「プロフェッショナルズ・ワークショップ」や、事
前・事後学習により、通常のインターンシップに比べ、
就業後の成果が高いレベルで期待できる「公認プロ
グラムWIN」などを提供しています。

●　リーダーシップ教育
グローバルエデュケーションセンターではleader-
ship without authority（権威・権限なきリーダー
シップ）を習得する科目群を設置するほか、「自ら考え、
自ら行動する」ことによって「生きる力」を育み、新しい
コンセプトのリーダーシップを身につける授業「たく
ましい知性を鍛える」（大隈塾）を設置しています。

人間的力量を育成するプログラムは、これらの課題
解決型学習（Project Based Learning）やプログラム
の他にも、様々な機関が多種多様な展開をしています。
また、これらの情報を集約・体系化した「みらい設計ガ
イドブック」を学生に提供しています。
さらに各プログラムの質の向上を図るとともに、それ
ぞれのプログラムでの習得能力を確定させ、マップを
整備するなど、多くの学生が参加するよう取り組んでい
きます。

人類社会に貢献する人材を育成する
「一身一家、一国の為のみならず。進んで世界に貢献する抱負が無ければならぬ。」
創設者・大隈重信は、創立30周年記念祝典において、本学の教旨である「模範国民の造就」について、
このように述べています。貢献とは本学の建学の精神そのものです。
「たくましい知性」と「しなやかな感性」を持った、人類社会に貢献するグローバル人材を育成します。

人間的力量を育成する複数の教育プログラム
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2020年、早稲田の挑戦

社会人向けにも、そのニーズに応じた多様な学びを提
供しています。
学部・大学院の正規課程への受け入れや、科目等履
修制度による受け入れ体制を整えているほか、エクステ
ンションセンター、ビジネス・ファイナンス研究センター、
WASEDA NEOといった、社会人を主な対象とした教
育機関を整備しています。
社会人が学び直す機会の拡充が期待されているなか、
本学でも現代社会に適合した社会人教育を一層充実さ
せ、誰もが生涯にわたっていつでも必要なことを学べる
ようにすることを目指し、一層の充実を図ります。

2020年は、東京オリンピック・パラリンピックが開催
されます。本学在籍・出身アスリートへの出場に向けた
支援の強化はもちろん、本学学生がオリンピアンやパラ
リンピアンとの交流を図り、オリンピックを契機にボラ
ンティア活動にかかわることで、異文化、ダイバーシティ
への理解等が深まることも期待しています。また、施設
面では、スポーツ施設の整備を進めており、公式練習場
や各国の事前キャンプとして活用されています。
東京オリンピック・パラリンピックは到達点ではなく、
その後も様々な取り組みを継続することが重要です。
多くのレガシーを
残すとともに、その
成果を学内外のス
テークホルダーに
還元するため取り
組んでいきます。

地域との連携も重要な貢献の取り組みです。自治体
や地域が抱える実際の課題について、学部や学年を越
えたチームで解決策の提案に取り組む「地域連携ワー
クショップ」や、全国の早稲田大学校友会（卒業生組織）
の協力により、地域の様々な分野で活躍する先輩を訪
問し、新たな気付きに繋げる「先輩に会いに行こう！」な
どを展開しています。そして首都圏を除く43道府県に
おいて実施する「地域交流フォーラム」において、在学
生のご父母や校友（卒業生）、地域の皆様に、それらの成
果を還元しています。
また、自治体との協働連携協定（佐賀県・奈良県・唐津
市等）や企業（明治安田生命保険相互会社等）との地方創
生に関する連携協定に基づいて、研究・教育にかかわる
様々な地域貢献事業を各地域で活発に実施しています。

既存の演劇博物館や會津八一記念博物館、早稲田大
学歴史館、早稲田スポーツミュージアムに加え、2020
年5月には本庄キャンパスに「本庄早稲田の杜ミュージ
アム」が、2021年春には早稲田キャンパスに「村上春樹
ライブラリー」が開館予定です。ミュージアム施設だけ
でなく、各所に芸術・美術作品を配してキャンパス全体
をミュージアム化することで、豊かな感性と教養を育み、
人格形成に資することを目指しています。

あらゆる世代の方が学ぶ「生涯学習機関」

東京オリンピック・パラリンピックへの参画

地域連携の取り組み

キャンパスのミュージアム化

「早稲田スポーツミュージアム」エントランスホール
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学術院トピックス

政治経済学術院 （政治経済学部、政治学研究科、経済学研究科）

●　政治経済学部は、基礎教育を共通化するシンプルで汎用性の高い新カリキュラムにより、日英ハイブリッ
ド教育を一層促進します。また次年度からの一般入試改革に向けた準備と広報を推進します。

●　大学院では、政治学研究科は、公共経営専攻を廃止し、よりグローバルな視点からの研究指導を目指し、
政治学専攻にグローバル公共政策コース開設の準備を行います。経済学研究科は、経済学研究の基礎
となるコースワークの完全英語化とともに、計量経済学やデータ分析関連科目を充実します。

法学学術院 （法学部、法学研究科、法務研究科）

●　法学部は法務研究科と一貫的に接続する体系的な教育課程である「法曹コース」を開設します。　
●　高大連携を推進し、法学部における学びの魅力を高校生に向けて積極的に発信していきます。　
●　法学研究科はベルギーKU Leuvenとダブルディグリーを開設し国際的教育展開を進めます。　
●　法務研究科は「法曹コース」や司法試験制度の変更を踏まえ、教育課程の改定に取り組みます。　
●　比較法研究所は、AIなど先端技術を社会に導入する際の法的課題を理工学術院と連携し検討します。

文学学術院 （文化構想学部、文学部、文学研究科）

●　世界の有力大学と連携し、グローバルに研究を展開するとともに、学生・研究者の交流を促進します。
●　「人文学を学ぶことの価値」、「人文学が社会で果たす役割」を明確に伝える広報活動に取り組みます。　
●　専門研究でも活かせる語学力強化を目指し、2020年度入学者より英語必修科目を拡充します。　
●　学部の演習や論文指導、大学院での少人数教育において、きめ細やかな学生支援を推進します。　
●　大学院文学研究科「国際日本学コース」修士課程（2021年４月開設）の学生募集を開始します。

教育・総合科学学術院 （教育学部、教育学研究科）

●　テニュアトラック制導入についての検討を通じ、教育・研究に秀でた若手教員の採用を目指しています。
●　生物学・地球科学の最先端の研究成果を身に着けた優れた理科教員養成の充実を図っています。　
●　2019年度に具体化した論文審査基準に基づき、大学院教育の一層の充実を図っています。　
●　専門職大学院である高度教職実践専攻では、外部評価を活用し、引き続き教職大学院における教育活動
の改善を進めています。

商学学術院 （商学部、商学研究科、ファイナンス研究科、会計研究科、経営管理研究科）

●　一般入試を改革し、「英語4技能テスト利用型」、「数学型」、「地歴・公民型」を新設します。　
●　ゼミや専門科目を英語で学ぶ新しいプログラムの開設を進めます。　
●　多様な入試に対応して、受験生目線に立った進学カフェなどの商学研究科進学説明会を実施します。　
●　会計研究科入試制度の多様化を進めるとともに、アクチュアリー専門コース新設に伴い関連科目を拡充します。
●　経営管理研究科では、国内外のエグゼクティブを対象としたMBAコースの開設準備を進めます。

学術院等の将来構想全文は、各学術院のウェブサイトで公開しています。
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理工学術院 

●　基幹・創造・先進の３理工学部・研究科では、国際的な研究教育を担う教員の任用に際し、テニュアトラック
制度の普及を進めます。また、専門教育の一層の国際化を進めるため、海外教育機関との箇所間協定な
らびに教員、学生、若手研究者の海外派遣と招へいを推進します。　

●　情報生産システム研究科では、「新思考入試（北九州地域連携型）制度」による教育・研究システムの高度
化、定着化を図ります。　

●　環境・エネルギー研究科では、「国際環境リーダー育成プログラム」を核とし、社会ニーズに対応した高度
な文理融合カリキュラムの強化に着手します。

社会科学総合学術院 （社会科学部、社会科学研究科）

●　「学際」「国際」「臨床」を柱に社会構想力の高い社会イノベーションの担い手を育成します。　
●　社会科学部・社会科学研究科のアドミッションポリシーのもと、多様な学生を受け入れるための多様な入
試制度の改革を時代のニーズに応じて推進してまいります。　

●　社会科学部・社会科学研究科独自の海外協定校と連携し、「外向き志向」の人材育成を進めます。　
●　理論、実証、社会ニーズを結んで学際的かつ実践に役立つ社会科学研究を、国際水準で展開します。

人間科学学術院 （人間科学部、人間科学研究科）

●　入試では複雑で多様な問題を解決する基礎力として、学力、分析的思考力、探究心等を総合的に評価します。
●　体系的カリキュラムとゼミを通じて、高度なデータ分析力、国際的視点、学融合的な問題解決力を育てます。
●　大学院・学部合併科目を利用した短期訪問プログラムによる海外大学の学生との交流を活性化します。
●　人総研では大型研究資金獲得のための準備的資金を公募し、これを軸とした人科の研究拠点形成を支援
します。

●　自治体や海外大学と連携し、社会課題に応える教育プログラム開発と社会実装型研究を推進します。

スポーツ科学学術院 （スポーツ科学部、スポーツ科学研究科）

●　多様な入試を通じ、高い学力とともに競技力をはじめとする様々な個性を持った人材を受け入れます。
●　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べるカリキュラムの一層の充実を図ります。
●　学部・大学院において、英語による科目をより充実させ、中・長期交換留学および短期海外訪問を促進します。
●　学術院の最先端設備と研究力を活用し、海外協定校との国際共同研究プロジェクトを立ち上げるなど、
スポーツ関連領域で国際的に最高水準の研究拠点を確立していきます。

国際学術院 （国際教養学部、国際コミュニケーション研究科、アジア太平洋研究科、日本語教育研究科）

●　国際教養学部は「地域研究および多言語・多文化教育（APM）プログラム」を強化し、また、「大学入学共通
テスト」を活用した一般入試制度改革を実施します。　国際コミュニケーション研究科は、研究拠点として
の充実を目指し、紀要の刷新、シンポジウムの定期開催により研究成果を積極的に発信します。　

●　アジア太平洋研究科では、ブリュッセル自由大学とのダブルディグリープログラム等の国際連携を推進します。
●　日本語教育研究科では、社会に貢献できる日本語教育の専門家育成の新カリキュラムを運用します。

（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、国際情報通信研究科、環境エネルギー研究科、情報生産システム研究科）
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附属校・芸術学校
附属校・芸術学校の将来構想全文は、各校のウェブサイトで公開しています。

「法学部への招待」での模擬裁判の様子

附属校
早稲田大学は現在、２つの附属校を擁し、早稲田大学を志す若人を育成するとともに、社会に貢献することのできる数
多くのリーダーを輩出しています。それぞれの学校は独自の伝統と歴史に培われた校風を持ち、それぞれにふさわしい
豊富な教育カリキュラムを展開しながら、お互いに切磋琢磨し、個性をさらに鮮明にしています。しかし、いずれも早稲田
大学の建学の精神を受け継いでおり、早稲田大学へ進学した暁には本学の中核的人間として、リーダーシップを発揮し
ていくことが期待されます。
これからも、学部と附属校との教育連携を密にして、早稲田の目指す一貫教育の使命・役割を深化させるとともに、常
に変動する時代に合わせた「たくましい知性」と「しなやかな感性」を持った人間教育を実施していきます。

早稲田大学高等学院
◆グローバル化の推進
日常的で多彩な国際交流活動（2019年度長期・短期派遣69名、2019年度海外高校生長期・
短期留学生受け入れ198名）を拡充します。また、海外協定校・機関（2019年度まで9カ国12校・
機関）の新規開拓（米国）と交流を実施します。
◆知的挑戦心（探究心）の涵養・知的挑戦力（基礎力）の育成
STEM国際共同研究（海外高校との理系分野の国際共同研究）の推進や、首都圏オープン（首都

圏高校生による理系研究発表・交流会）の主催により、探究力と基礎力の育成
を目指します。さらに、それらを高める授業・活動（フィールドスタディ型探究・
英語アカデミックプレゼン・企業連携プロジェクト）を充実させます。
◆高大接続施策の充実
各学部を知る取り組み（「学部への招待」「学部ウィーク」等）の拡充や、高等
学院高大接続テストの実施と活用を目指します。また、大学進学後の円滑な
留学につなげるため、TOEFL iBTの周知を進めます。

早稲田大学本庄高等学院
◆多様で資質の高い生徒を受け入れる環境の充実
全国・世界から多様な生徒を受け入れるために、2019年度に続き入試改革に取り組みます。
そのような生徒の受け皿として魅力的な寮の在り方を目指します。

◆ミスマッチのない学部進学と将来設計を目指して
基礎学力と知的好奇心を備えた生徒を育成するために、学部との教育活動
の連携や情報交換を密にするとともに、2019年度に加えさらなるキャリア教
育の充実を図ります。
◆教育効果の高いカリキュラムの検討・未来的な授業の実施
2022年度の新指導要領改訂を目指し、教育効果の高いカリキュラム検討を
精力的に進めます。未来的なメソッドの開発による効果的な授業を目指します。
◆新体育館が広げる本庄学院教育の可能性
2020年度より使用可能になった新体育館により体育や部活動の充実が期
待されることはもちろんですが、イベントの多様性や地域との連携を視野に
入れ、教育効果の高い施設運営を検討します。

2019年11月海外2校を招へいしてのSGH学術
交流ウィークにおける研究発表
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芸術学校
早稲田大学芸術学校は1911年の工手学校の設立以降、夜間の教育機関として、工学・芸術分野における人材育成
を行ってきました。2011年度には創立100周年を迎え、建築デザインの高等教育に特化した新しい体制がスタート
しています。
◆カリキュラム「ASSEMBLE」の新たな展開の着実な運用
芸術学校は2019年度、カリキュラムポリシーである「ASSEMBLE（アセンブル＝多様な領域を集合して組み立てる）」
の新たな展開のキーワードとして「テクノロジーデザインストラテジー＝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つの教育テーマに付帯する技術テーマを連動させました。2020年度はこの展開版の着実な運用を
図ります。
◆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強化と特別聴講制度の活用を推進します。

◆優秀な入学者確保のための学生募集活動の改善と強化
学内他箇所との連携体制構築、Web環境を基盤とした広報活動の充実、
入試制度見直し等を推進します。
◆建築文化への貢献を通じたブランド力強化への諸活動
建築関連団体との連携体制構築、建築講演会や学外展示等の教育文化
活動を推進します。

早稲田実業学校
共学・別学 男女共学
設置学校 初等部　中等部　高等部
所在地 〒185-8505
 東京都国分寺市本町1-2-1

早稲田渋谷シンガポール校
共学・別学 男女共学
設置学校 普通科（高等学校）
所在地 57 West Coast Road, 
 SINGAPORE 127366

早稲田佐賀中学校・高等学校
共学・別学 男女共学
設置学校 中学校　高等学校
所在地 〒847-0016
 佐賀県唐津市東城内7-1

早稲田中学校・高等学校
共学・別学 男子校
設置学校 中学校　高等学校
所在地 〒162-8654 
 東京都新宿区馬場下町62

早稲田摂陵中学校・高等学校
共学・別学 男女共学
設置学校 中学校　高等学校
所在地 〒567-0051
 大阪府茨木市宿久庄
 7丁目20-1

早稲田大学芸術学校 卒業設計・学生作品展2019
（新宿パークタワー1Fギャラリー）

系属校 早稲田大学には5つの系属校が設置されています。
系属校の経営母体は大学とは別の法人ですが、附属校同様、建学の精神に基づく
本学独自の「一貫教育」ならではの、特色ある教育カリキュラムを展開しています。
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早稲田の今

WASEDA

TODAY

85%
クラス人数50人以下の授業割合
「早稲田の授業は大教室での講義が中心」と
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7,942人
留学生数

日本一の留学生数を誇り、
125の国や地域から外国人学生を
受け入れ、マルチカルチュラルな

教育環境を
実現しています。

48,724人
学生数

13学部、22研究科で、
学部生40,267人、
大学院生8,457人が
学んでいます。

848
海外協定機関の数

93の国や地域の大学、学術機関との
協定による多彩な留学プログラムを整備し、

学生時代に一度は留学することを
推奨しています。

約32億円
給付型奨学金

大学独自の奨学金は全て給付型で、
支給額は日本でトップクラスです。

約64万人
卒業生数

多種多様な業界で
卒業生が活躍しています。
1,300以上の卒業生組織
「稲門会」が世界中で
活動しています。
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学校法人 早稲田大学
〒169-8050　東京都新宿区戸塚町1-104

本学の情報は以下のWebサイトでもご覧いただけます。

https://www.waseda.jp/top/
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