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教教育育・・研研究究のの質質をを飛飛躍躍的的にに向向上上ささせせ  

  
「「アアジジアアののリリーーデディィンンググユユニニババーーシシテティィ」」ととししてて  

  

世世界界へへ貢貢献献すするる大大学学でであありり続続けけまますす  
 
 

～Waseda Vision 150 は創立150周年、2032年を、 

今生まれた子供達が早稲田大学で学んでいる時を考えます。～ 
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ははじじめめにに  

 

2011年3月11日の東日本大震災と原発事故、その後に引き続いた国内外にお

ける集中豪雨は、その被害の甚大さによって私たちに大きな衝撃を与えただけで

なく、科学技術や社会システムのあり方、研究者の社会的役割、さらには私たちの

生き方そのものについて深刻な反省を迫りました。同時に、私たちがすでにグロー

バル経済構造の中に深く組み込まれていること、環境・エネルギー問題など地球

規模で解決を図られるべき課題が想像以上に深刻な状況に達していることを痛感

させました。 

グローバル化が急速に進展し、環境・エネルギーのみならず貧困・地域紛争など地球規模の課題がま

すます深刻化する中で、原発事故の教訓等を踏まえつつ、真の世界平和と人類の幸福を実現しようとす

るならば、新しい価値観、新しい科学技術や社会システムのあり方を提示すると同時に、次の時代を牽引

していく優れた人材を育成していくことが必要とされています。この役割を果たしうるのは、長年にわたり最

高度の学問の府として君臨してきた大学を置いてほかにはありません。それだけに、大学には、いま、学

問とは何か、大学とは何かを問い直し、自己改革を重ねていくことが強く求められているのです。 

幸い、早稲田大学は、創立以来、自由で独創的な研究を究めることによって世界の学問に裨益し（学

問の独立）、学問の活用を通じて社会の進歩に寄与する（学問の活用）とともに、個性を尊重した教育を

通じて、国家社会を利済し、広く世界に活動すべき人格を養成する（模範国民の造就）という建学の理念

に基づいて、最高・最新の教育・研究を実現すべく不断の努力を重ね、極めて幅広い分野に進取の気性

に溢れた有為の人材を多数輩出してまいりました。さらに、近年においては、2007年の創立125周年を

機に策定された中長期計画 “Waseda Next 125” の下で、グローバル化対応の促進、学部の壁を越え

た全学的な基盤教育の拡充、学際研究の推進などを行い、飛躍的に発展しつつあります。 

しかしながら、その一方で、わが国の経済は予想以上に長く停滞し、大学を取り巻く状況はますます厳

しくなっています。そこで、私たちは、こうした状況を踏まえつつ、本学が、今日の大学に課せられた重い

使命を果たすべく、これまでの歩みをさらに発展させ、アジアのリーディングユニバーシティとして確固た

る地位を築くための中長期計画 “Waseda Vision 150” を策定いたしました。 

 “Waseda Vision 150” では、いまから20年後、本学が創立150周年を迎える2032年に、①世界中

から、世界に貢献する高い志をもった学生が早稲田に集い、②世界の平和と人類の幸福の実現に貢献

する研究が行われ、③早稲田大学の卒業生（校友）が、世界の至る所で、また、あらゆる分野で、グロー

バルリーダーとして社会を支え、かつ、早稲田大学と緊密な協力関係を築いており、そして、④早稲田大

学がアジアのモデルとなりうる運営体制を確立しているという姿（ビジョン）を思い描き、そのビジョンの実

現に向けて、いま何をなすべきであり、何をなすことができるかを考え、13の核心戦略とそれを実現するた

めの具体的なプロジェクト等を提示しています。 
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この 13 の核心戦略は、入学者選抜、教育・研究、国際展開・新分野への挑戦、大学運営など広範囲

に及びますが、その目指すところは、上記①から④までのビジョンと対応するかたちで、(1)人間力・洞察

力を備えたグローバルリーダーの育成、(2)未来をイノベートする独創的研究の推進、(3)校友・地域との

生涯にわたる連携を強化し、(4)進化する大学の仕組みの創設という 4 つに整理することができます。

“Waseda Vision 150” の核心戦略は、大学本部の関係各部がそれぞれの現状と課題の分析に基づ

いて提案した改革案を基礎とし、教職員・校友等から寄せられたさまざまな意見を踏まえて、理事会とし

ての考え方を取りまとめたものです。今後は、逐次必要な検証を踏まえながら、理事会の責任の下に、

核心戦略を実現するための具体的なプロジェクトを実施するとともに、社会に対する説明責任を果たし

ていく所存です。 

また、本資料には、“Waseda Vision 150” の策定にあたって各学術院（学部・大学院・附置研究

所）・附属校・芸術学校等に提出を求めた将来構想の概要も掲載しています。それらの中には大学全体

としてさらなる検討を要するものもありますが、今後議論を深め、必要性と適切性が認められるものにつ

いては、所要の手続きを経て、順次実行に移していくこととなります。 

“Waseda Vision 150” に盛り込まれた改革を実施する際には、徹底的な経費削減を行い、全学の資

源を有効活用しなければなりませんし、現下の厳しい財政状況を考慮すれば、財政構造それ自体の改

革を図ることも必要となります。ただし、厳密な将来予測と公正な評価基準に照らして、教育・研究の質の

向上のために真に必要性が認められる新規事業については、これを積極的に実行してまいります。 

 “Waseda Vision 150” は、これを策定することで終わるのではなく、毎年の評価を通じて、不断に改

善し、より良いものへと進化させ、実現していかなければなりません。改革が抜本的であればあるほど、そ

れを実現するためには、理事会と関係各箇所が、また教職員・校友・学生の一人ひとりが、改革の目標や

問題意識を共有し、一丸となってこれに取り組むことが必要となります。教職員・校友・学生をはじめとす

る関係各位の改革への積極的なご協力を期待しています。 

 

２０１２年１１月１５日    

 

早稲田大学総長    
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「「WWaasseeddaa  VViissiioonn  115500」」  

 
ⅠⅠ．．早早稲稲田田のの教教旨旨    
 

「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。 

 

１１．．学学問問のの独独立立  －－世世界界へへ貢貢献献すするる礎礎－－    

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。 

 

 

２２．．学学問問のの活活用用  －－世世界界へへ貢貢献献すするる道道－－    

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。 

 

 

３３．．模模範範国国民民のの造造就就  －－世世界界へへ貢貢献献すするる人人－－    

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民を育成する。 

 

 【コラム ： 模範国民の造就 】  

早稲田大学の創設者・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」について次

のように述べています。現在の早稲田大学では、大隈の「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。(ママ)」の意を引継ぎ、「国民」を「地球市民」として捉えて、国籍を問わず、進んで世界に貢献する学生の育成に努め

ています。 

「大学に学ぶものは多数ではない。多数国民中の少数である。此少数の高等教育を受けたるものが、国民の模範とな

る。国民の中堅はこゝに存する。国民の勢力は茲に基するのである。それが国家を堅実に発達せしめ、総て文明的事業の

急先鋒となるのである。而して模範的国民とならんとすれば、知識のみではいかぬ。道徳的人格を備へなければならぬ。

而して一身一家、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。」 

「教育は、人格の養成を根義とする。唯だ専門智識を吸収するのみに汲々として、此点を閑却するに於ては、人間は利

己的となる。進んで国と世界との為に尽すといふ犠牲的精神は段々衰へて来るのである。恐るべきことである。是文明の

弊である。此弊を避けて、其利を収むるのは模範国民たるものゝ責任である。是が早稲田大学の教旨の最も根本を為すべ

き要点である。模範国民の、国家に対し社会に対し、自己に対する観念の根本を為すべきものはこゝにある。この理想を実

現する為には、吾人は終身努力しなければならぬ。」 

※出典：『早稲田学報』 第 225 号,大正 2 年 11 月,9 頁 
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＜早稲田大学教旨＞  

 
早稲田大学は学問の独立を全うし 学問の活用を効し 

模範国民を造就するを以て建学の本旨と為す 

早稲田大学は学問の独立を本旨と為すを以て 

之が自由討究を主とし 

常に独創の研鑽に力め 

以て世界の学問に裨補せん事を期す 

早稲田大学は学問の活用を本旨と為すを以て 

学理を学理として研究すると共に 

之を実際に応用するの道を講じ 

以て時世の進運に資せん事を期す 

早稲田大学は模範国民の造就を本旨と為すを以て 

個性を尊重し 身家を発達し 国家社会を利済し 

併せて広く世界に活動す可き人格を養成せん事を期す 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

改改革革姿姿勢勢
 

１．多様性や個性を尊重し、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

有して能動的・主体的に一丸となって改革を推進する。 

 

２．従前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・

事業を積極的に評価する。 

 

３．部門間、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、

財政を圧迫しない改革とする。 
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ⅡⅡ．．早早稲稲田田ののVViissiioonn    

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民として、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＞ 

１１．．世世界界にに貢貢献献すするる高高いい志志をを持持っったた学学生生  

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２２．．世世界界のの平平和和とと人人類類のの幸幸福福のの実実現現にに貢貢献献すするる研研究究  

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 

◆新たな教育・研究分野への挑戦 

 

＜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 
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３３．．ググロローーババルルリリーーダダーーととししてて社社会会をを支支ええるる卒卒業業生生  

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＞ 

４４．．アアジジアアのの大大学学ののモモデデルルととななるる進進化化すするる大大学学  

早稲田の大学経営が日本やアジアの大学のモデルとなるように、財政基盤を確立し、情報公

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て進化す

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 

◆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＞ 進化する大学の仕組みの創設 

＜関連核心戦略＞ 

◆進化す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 

◆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 

Vision150 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、また市民と

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＞ 進化す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。 

 

 

 

 

 【コラム ： 早稲田の育てるグローバルリーダー 】  
グローバルリーダーとは、何処にいても、またどのような分野で活躍するにしろ、「地球市民一人ひとりの幸せの実現をリードする能

力と意志を持ち、地球規模の視点で思考・実行する人材」です。グローバルリーダーは、人間力、洞察力、コミュニケーション力、創

造的構想力、問題発見力、問題解決力、批判的精神、異文化理解力などを有します。 

早稲田大学は、世界を舞台として活躍する卒業生だけではなく、グローバルな視点で地域の活性化、まちづくり、文化の発展をリ

ードする卒業生もグローバルリーダーとして考えます。 
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ⅢⅢ．．早早稲稲田田のの核核心心戦戦略略    

 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．進化す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 
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１１．．入入試試制制度度のの抜抜本本的的改改革革  

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。 

＜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、バランスよく多様な学生が入学し勉学に励む場の実現を目指す。 

 

＜改革のポイント＞ 

１）「入学者選抜オフィス（仮称）」を新設し、小規模な新思考入試を実施する。多様で優秀な学生の獲得のた

めの入試制度として有効性が確認されたものについては、各箇所への展開を図る。 

２）基礎学力を適正に評価するために、共通試験を含めた新たな方策を検討する。 

３）世界の様々な国、地域から受験が可能な入試の開発を目指し、世界から優秀な学生を能動的に獲得する

方策を検討する。 

４）２０１３年６月を目標に「入試開発オフィス（仮称）」の設置を目指す。ここで入試に係る諸調査、新規入試方

法の開発と、箇所に対する助言や改革案の提案を行う。 

核心戦略‐【入試戦略】 
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＜実現のためのプロジェクト（PJ）＞ 

１）多様で優秀な学生獲得のための方策の検討と推進PJ 

２）社会の変化に対応して定常的に入試を改革できる体制の確立PJ 

３）附属校・系属校を中心とした高大連携の推進PJ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【コラム ： 早稲田の特色と発展 】  

 多様性 

多様な学生・教職員・校友によって大学が構成されています。多様性は、発想の転換、攪拌、融合を生み、教育プロ

グラムおよび研究プロジェクトの独創性の基となります。 

 広がり 

周辺の街とともに歩んできた早稲田は地域的な広がりに加えて、130年以上の歴史の積み重ねという時間的な広がり

を有するに至りました。これをさらに進めて、世界中の至るところをキャンパスとする地球的な広がりの中で未来につな

がる教育・研究を展開します。 

 開放性 

門の無い早稲田は、地域への開放に加えて、どこの国からも受け入れ、どこの国へも送り出すという人の循環の中で

教育・研究の発展を期します。そのために、時間的な制約から解放された年中無休の24時間眠らない大学を目指しま

す。 

 暗記偏重型入試制度から、論理的思考力、国際適応力測定可能な新たな入試制度導入を目指す。（商学部） 

 入試制度見直し(一般、指定校推薦、附属・系属の差別化と推薦戦略、センター入試の再検討、女子学生数増加、エリ

ート選抜、大学院入試と推薦)と対応する奨学制度の強化を検討する。（理工学術院） 

 G30国際コースの英語による教育を発展させて、秋学期入試（外国人＋日本人）を本格的に導入する。（基幹理工学

部） 

 国際教養学部卒業生や稲門会との連携を強化し、現地の状況を敏速にくみ上げる仕組みを検討する。（国際教養学

部） 

【学術院等からの改革案例】 
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２２．．ググロローーババルルリリーーダダーー育育成成ののたためめのの教教育育体体系系のの再再構構築築  

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＞ 

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

力を活かす真の教養力を養う必要がある。本学の教養教育は、いわゆる一般教養科目の羅列ではなく、基礎教

育科目、外国語科目、および留学・ボランティアなどの体験科目で構成される全学共通副専攻科目群と各学部で

の専門科目群の総合によって教授するものである。 

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

思考をし、自らの思考内容を発信できるコミュニケーション能力とＩＴの素養を身につけるための全学基盤教育と、

人文科学・社会科学・自然科学のこれまでの成果を学び、学部の専門を超えて、学問とは何かを考える機会を用

意する全学共通教育よりなる。専門力の発揮を裏付ける深い洞察力の源である教養を身につける機会を全学生

に提供するために、オープン教育センター等におけるこれらの基礎教育プログラムと外国語教育プログラムの系

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

ラムや留学プログラム、ボランティアなどの体験科目を通して、幅広い知識と複眼的視点からの思考を身に付けた

グローバルリーダーとなるに相応しい学生を育成する。また、社会経験を基にグローバルリーダーを目指す社会

人向けの教育も充実させ、いつでも大学へもどって勉強できる機会を増やす。 

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

入れつつ必要な制度の柔軟化と体制の改革を行う。2013 年度から導入するクォーター制はその一つである。例え

ば、オセアニアと南米の夏休みは 11 月半ばに始まり、新学年度は 2 月に始まる。韓国の新学年度は 3 月に始まり、

北米の Quarter System の大学は 4 月に春学期が始まる。クォーター制は、日本も含めて世界中のアカデミック・カ

レンダーへの対応を可能とする。また、本学の海外拠点や 600 を超える海外協定校・機関と連携し、教育・研究の

場あるいはボランティア活動や文化の発信の拠点として有機的に活用する。 

＜改革のポイント＞ 

１） 全学に共通的な早稲田の教養教育の実施体制を確立す

るために、学部とオープン教育センターの連携や必要に

応じて学術院再編を含めた教育組織の再編に取り組む。 

２） 学部・大学院におけるクォーター制の導入と効果的な運用を行う。 

３） すべての学生が、留学、海外フィールドワーク、国際ボランティアなど、海外での学習を経験するための体

系を整備する。 

４） グローバルイシューに取り組む次世代のリーダーを育成するために、選抜された優秀な学生を対象とした

質の高い教育を行うための戦略的な全学横断型の教育プログラムを設置する。 

５） 学問分野ごとにルーブリックなどの評価指標サンプルを作成して、「思考、判断、スキル」等の評価基準を明

確化する。 

６） 共通科目等におけるコースナンバリングを導入したカリキュラムを体系化する。 

７） 海外拠点や海外協定校との連携による「共同学位プログラム」を進め、早稲田の教育を世界で展開させる。 

 

 

 

 

 【コラム ： ルーブリックとコースナンバリング】  
◆ルーブリック ： 「思考、判断、スキル」等の評価基準を明確にして、学修の達成度を判断する基準を示す教育評価法です。  

◆コースナンバリング ： 授業科目のレベルや内容によって数値で分類し、カリキュラムが体系化され、学生の履修を分かりや

すくさせます。  

核心戦略‐【教学戦略】 



Waseda Vision 150 

12 
 

 

 

８） 社会人教育を充実させ、国内外の経済界、官界等を対象とした教育および生涯教育を充実させる。特に、

学術院の枠を超えた知的資源ならびに人的ネットワークを活用して個別ニーズに則した展開を図る。 

 

 

 

【グローバルリーダー育成概念図】 

 

 【コラム ： 秋入学 】  
秋入学は日本の大学のグローバル化を推進する上での重要な指摘ですが、これだけで外国人留学生が増加するわけでは

ありません。外国から日本に留学しやすい環境の整備、特に授業の英語化の促進が必要です。入学時期に関しては、秋入学

は一部の国に適合的ですが、2 月または 3 月に新学期を迎える国には対応できませんし、また、現在の日本のセメスター制で

は、６～８月のサマースクールにも対応できません。 

早稲田大学は、サマースクールへの対応も含め、すべての国々の学期をカバーできるクォーター制を導入します。 

クォーター制のメリットとしては、短期間に集中的に学べること、2 カ月間の短期留学、ボランティア活動、インターンシップ等

を可能にすること、教員にとっても研究に集中できる期間が確保できることがあげられます。 
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＜実現のためのプロジェクト（PJ）＞ 

（教育内容・プログラム） 

１） 基盤・専門・教養教育の充実と連携ＰＪ 

２） 学部のカリキュラムに密接に連携した国際教育プログラム（ＳＳＡ）の開発PJ 

３） 中期・短期留学プログラムの開発PJ 

４） オナーズプログラムのあり方検討PJ 

※オナーズプログラム：各学部から選抜された優秀な学生に対して、グローバルリーダー育成のためのグローバル教育モデル

となる戦略的な全学横断型の教育カリキュラム 

５） 人材育成力および研究力強化のための大学院カリキュラムの体系化PJ 

６） TSA/ISAから交換留学プログラム（EX）へのシフトPJ  

※TSA：Thematic Studies Abroad ISA：Individualized Studies Abroad 

７） 日本語を中心とした外国学生導入プログラムの拡大PJ 

８） 語学と教養科目を組み入れた留学生受入プログラムの開発PJ 

９） 社会人教育プログラムの拡充PJ 

10) 社会貢献・ボランティア活動を通じた人材の育成PJ 

11) 人間力・地力強化プログラムの整備PJ 

（教育制度） 

12) 学部・研究科におけるクォーター制の促進PJ 

13) 「副学位」制度の確立とダブルディグリープログラム改革PJ 

14) 奨学金制度設計PJ 

（教育支援） 

15) 留学経験者キャリア支援の強化PJ 

16) 外国人留学生就職活動支援の強化・整備PJ 

17) 教育支援システムの構築PJ 

（教育連携） 

18) 海外協定校の見直しPJ 

19) 附属校・系属校を中心とした高大連携の推進PJ 

20) 教育・研究・大学経営・社会貢献における校友との連携PJ 

 

 

 

 【コラム ： 各国大学型高等教育機関への25歳以上の入学者割合】  
各国の大学入学者の内 25 歳以上の割合について、OECD 各国平均は約 20％に達し、社会人学生も相当数含まれます。 

一方、日本人の社会人学生比率は 2.0%という低さです。 

1 位：アイスランド 36.8%、5 位：オーストラリア 26.4%、13 位：北米 22.0%、15 位：英国 19.5%、17 位：韓国 18.4%、 

20 位：ドイツ 14.8%、26 位：日本 2.0%   OECD 各国平均 21.1% 

出典：OECD教育データベース(2009年)。ただし、日本の数値については、

「学校基本調査」および文部科学省調べによる社会人入学生数。 
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 基礎教育において、グループ・ディスカッションやTAによる個別指導等の学習支援体制を充実させる。（政治経済学部）

 社会で活躍する卒業生による教育参加と在学生の社会参加をサポートする。（政治経済学部） 

 大学レベルの海外留学プログラムに加えて、箇所レベルの学生交流協定、ダブルディグリー・プログラムを拡大し、海外

に留学する学生を倍増させる。（政治経済学部） 

 留学生を中心とするインターンシップ・プログラムの拡大に加えて、独自のキャリア支援プログラムを展開する。（政治経

済学部） 

 各外国語において、留学準備クラスや在学中の長短期の留学等のステップを適切に組み込み、どのようなステップを経

れば、それらの目標に達するレベルにまで学部入学時の語学力を引き上げることができるかを示す「ストリーム」を明確

にする作業を進める。（法学部） 

 留学生への日本語による発表・論文作成等における支援体制、教員への外国語での研究成果発表（グローバルな学術

情報発信）の支援体制の構築。（文学学術院） 

 校友による学校教育学会・校友会の活動の活性化と拡充を図る。（教育学部） 

 学生の学力を担保するため、科目系列ごとに教育の効果測定を図り、とくに外国語科目に関しては、年次毎の到達目

標設定による質保証を目指す。（商学部） 

 「導入ゼミ」（仮称）設置と「総合教育科目演習」改編により、学生の入学から卒業までゼミ形式の「対話型、問題発見・解

決型教育の場」を提供する。（商学部） 

 従来の海外留学に加え、短期留学、中期留学、インターンシップと連動したプログラム等を整備し、学生が積極的に異

文化体験を積む機会を提供することにより、１年間の派遣留学生数640名を目指す。（商学部） 

 シンガポールの研究拠点やアジア各国の連携大学を足掛かりとし、クォーター制等の活用によりグローバル連携教育を

推進する。（先進理工学部） 

 社会構想力の養成のため、①従来型の知の体系を理解し、②同時に、コミュニケーション能力を高め、③これを実践す

るという3段階のラーニング・システムに基づく将来像を設計する。その実現のため、➊ G30「現代日本学プログラム」によ

る留学生の受け入れ、および「中国中期留学プログラム」などによる中国語圏・英語圏への中期留学者の拡充を通して、

教育環境のさらなる国際化を図る。➋カリキュラム中の実践・実習系科目の数を現行の2倍以上に増やし、学問のさらな

る社会化・臨床化を図る。（社会科学部） 

 現代日本学研究プログラムをとおして、将来各国のリーダーとして活躍しうる“日本学スペシャリスト”を養成する。（社会

科学研究科） 

 初期教育の充実 ①リテラシー科目群：スキルの修得を主眼とし、主に1・2年次教育において共通基礎力の養成を担う。

【英語、初習外国語、日本語（学術的文章の作成・日本語と日本文化）、データリテラシー】②人間科学基礎科目群：人

間および「人間科学」を理解するための基盤の形成を担う。【スタディスキル、学生生活とセルフマネジメント、基礎ゼミ、

人間科学概論、人間環境科学概論、健康福祉科学概論、人間情報科学概論、リメディアル科目】③人間科学教養科目

群：社会の中での自己の役割やあり方を認識し、より高い次元で人間存在と現実を理解する力の獲得を目指した知的

訓練を行う。（人間科学部） 

 科目のナンバリングを導入する他、クォーター制、短期留学・研修制度および単位認定制度を導入し、インターンシップ

についても充実させる。（スポーツ科学部） 

 海外における現状の指定校制度を見直し、より効率的な受験生獲得を目指す。（国際教養学部） 

 「アジアに強い日本人ジャーナリスト、日本に強いアジア人ジャーナリスト」を養成し、グローバルな公共空間の創造に貢

献する早稲田ジャーナリズム大学院の新展開。（政治学研究科・経済学研究科） 

 日本のみならず、東アジアにおけるエグゼキュティブ教育分野、実践経営理論・手法開発でのリーダーとなることを目指

す。（ビジネススクール） 

 留学生日本語学習支援システム「わせだ日本語サポート」を立ち上げる。（日本語教育研究科） 

 多様な国際交流経験を積ませることを目的に、日韓高校生交流キャンプ(日韓経済交流協会)、国際学生シンポジウム

(学院協定校主催)、ワールドリーダーズサミット(馬場財団)、高校生国際交流プログラム(AIU)などに参加させる。（高等

学院） 

【学術院等からの改革案例】 
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３３．．教教育育とと学学修修内内容容のの公公開開  

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。 

＜目的・目標＞ 

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

トによるオンデマンドシステム、オープンコースウェアなどの活用や、学修ポートフォリオを構築し、レポート等だけ

ではなく、自己 PR なども発信することが可能となり、就職活動のツールとしても役立つことになる。既存のシステム

を利用してもかなりのことが可能であるが、本学の教育内容が受験生や保護者、学生や社会へ公開されることに

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

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

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

＜改革のポイント＞ 

１） 教育と学修内容の公開を進めるために以下の事項を検討していく。 

・「教育と学修内容の公開」の具体的な方法、範囲（ターゲット）、到達目標 

・具体的な実施策に基づく ICT 利用サービスの範囲 

・英語による科目の比率、学生の英語力向上カリキュラム、入学者に求める英語力 

・英語以外の言語による科目のカリキュラム内での位置づけ 

・公開方法については、既存サービス（システム）の OCW や iTunes/U、大学体験 Web サイト等との関係

を整理する。 

２） 教育と学修内容の公開のためのサポート体制の充実を図る。 

３） 学修ポートフォリオを構築し、学修成果や学修履歴、課外活動等を公開することにより、振り返りや新たな目

標設定に役立てるとともに、新たなキャリア形成支援ツールともする。 

 

核心戦略‐【教学戦略】 



Waseda Vision 150 

16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜実現のためのプロジェクト（PJ）＞ 

１）「Good Practice」の整理および普及・展開ＰＪ 

２）教育支援システムの構築ＰＪ 

３）授業におけるTA制度の活用・授業形式見直しＰＪ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 学修ポートフォリオを積極的に導入し、ボランティアや個々人が在学中になしえた課題発見と解決などの履歴などを公

開するなど、キャリア教育への活用を行う。（政治経済学術院） 

 社会人を対象とした「やり直し講座」や「研修講座」、「数学相談室」の開設により、大学と産業界との教育面での結び付

きを強化する。（基幹理工学部） 

 大学院と連携して、国際標準に基づいた体系的な多言語教育プログラムを整備する。（政治経済学部） 

 LL.M.（仮称法務修士）コース設置科目の言語については、英語、日本語、それぞれの科目があってもよいとする（パワ

ーポイント画面で字幕を付したオンデマンド授業の活用等も考えられる）。（法学研究科） 

【学術院等からの改革案例】 
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４４．．対対話話型型、、問問題題発発見見・・解解決決型型教教育育へへのの移移行行  

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。 

＜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。 

＜改革のポイント＞ 

１） 教員負担の軽減を実現する ICT 活用方法や教員サポートの充実策、教員の担当コマ数削減などの各

種方策を実施する。 

２） 教員がより深く指導し、かつ学生主体で実施する対話型、問題発見・解決型授業のあり方およびサ

ポートのあり方を検討する。 

 【コラム ：対話型、問題発見・解決型教育】  

教員からの一方的な知識の教授ではなく、教員と学生あるいは学生同士が意見を交わして授業内容の理解を深める対話

型・双方向型授業は、受講生の多い講義科目においても取り入れられるようになってきています。また、グローバル社会におい

ては、正解のない問題に対して、自ら思考し論理的に説明する能力を身につける問題発見・解決型授業の必要性も高まって

います。 

核心戦略‐【教学戦略】 



Waseda Vision 150 

18 
 

 

 

 

＜実現のためのプロジェクト（PJ）＞ 

１） 科目数削減、密度の高い教育の推進ＰＪ 

２） 授業におけるTA制度の活用・授業形式見直しPJ 

３） 「Good Practice」の整理および普及・展開PJ 

４） 教育支援システムの構築PJ 

５） 基盤・専門・教養教育の充実と連携PJ 

６） 大学院修士課程との連携を踏まえた学部カリキュラム改革PJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【コラム ：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・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。 

 入学から卒業まで、一クラス15名の「ゼミ」をカリキュラムの中軸におき、成熟した人間に必要な教養形成および社会

人として活躍するためのキャリア・デザインをサポートするとともに、学問への入門から、自ら問題を発見し解決を理論

的に導きうるような専門知の主体的な学びまで、個々の学生に目の行き届いた指導を行う。（政治経済学部） 

 政治学・経済学の必修科目には、講義に加えて、TAセッションを開講し、理解度の向上を図る。（政治経済学部） 

 実務家の指導による法廷教室を用いた模擬裁判の授業の新設等が考えられる。（法学部） 

 在学生と卒業生や社会人との相互連携システム（PBLや実践的科目、インターンシップ、社会人に対するノンディグリ

ー科目、寄附講座）。（理工学術院） 

 ボランティア・インターンシップの単位化、実習科目の増設などによって、アクティブラーニングを進める。（社会科学

部） 

 日本語教育研究科大学院生を中心としたアドバイザー養成と、教育補助制度の導入と留学生アドバイジング業務を

展開する。（日本語教育研究科） 

【学術院等からの改革案例】 
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５５．．大大学学のの教教育育・・研研究究へへのの積積極極的的なな学学生生参参画画のの推推進進  

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＞ 

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。 

＜改革のポイント＞ 

１） これまでの慣習や考え方に捉われない、斬新なアイデアで学生参画の仕組みや仕事を創出する。 

２） 学生参画の例 

＜教学関係＞  授業・教材評価、教育環境評価、Vision 150 学生提案コンペ 

＜学生関係＞  学園祭や文化イベントなどの行事の運営、課外活動環境評価 

３） 多人数科目を少人数のグループに編成分けして行う授業運営のサポートなどに

より、スチューデント・ジョブの創出と教育の質と効果の向上を両立させる。 

４） スチューデント・ジョブの例 

＜研究関係＞ 研究補助、研究室補助、研究機器運転補助、申請書・報告書作成補助 

＜教育・学習関係＞ 授業補助、ゼミ運営補助、全学基盤教育補助、留学生学習支援 

＜大学業務関係＞ 新入生支援補助、科目登録ガイダンス補助、定期試験監督補助 

＜入学試験関係＞ 入試監督、受験生対応補助 

＜広報関係＞ 英文化（多言語化）作業、広報媒体の企画・作成、キャンパスツアーガイド 

＜文化事業関係＞ 文化イベントの運営補助、博物館資料解説員補助、博物館資料整理補助 

＜学生支援関係＞ 学生イベント企画・運営、学生利用施設管理・運営、障がい学生支援、就職相談支援、学生寮支援 

＜ＩＴ支援関係＞ ＩＴ施設・ソフト利用支援、ＰＣルーム管理、端末・プリンター管理 

＜図書館関係＞ レファレンスカウンター、図書貸出、返本処理、書架整理、図書館利用講習会、図書館広報・案内 

＜スポーツ関係＞ スポーツ広報、体育各部員サポート（運動能力向上、傷害防止・回復、メンタル面、学習等） 

＜実現のためのプロジェクト（PJ）＞ 

１） 学生参画の仕組み創設 PJ 

２） 授業におけるＴＡ制度の活用・授業形式見直しＰＪ 

３） 教育支援システムの構築ＰＪ 

４） 基盤・専門・教養教育の充実と連携ＰＪ 

 

 

 

 

 

 

 

 【コラム ： ＴＡ、ＲＡ】  

＜ＴＡ＞ 本学では、TA を TAo（Teaching Associate：教育補助者）と TAi（Teaching Assistant：教務補助者）の２種類に分け

ています。TAo は教育指導上の補助を行い、TAi は教務上の事務補助を行います。 

＜ＲＡ＞ RA(Research Assistant：研究補助者）制度は、特定の期間に編成される研究グループまたは個人が行う研究活動の

効果的推進、研究体制の充実および RA 自身の育成を図ることを目的としています。 

また、教育・研究以外の補助者として、CA(Campus Assistant）なども考えられます。 

核心戦略‐【教学戦略】 
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６６．．早早稲稲田田ららししささとと誇誇りりのの醸醸成成ををめめざざししてて  －－早早稲稲田田文文化化のの推推進進  

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。 

＜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評される。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。 

＜改革のポイント＞ 

１）学生、卒業生、教職員、そして広く早稲田に関わる人たちの営みから生成・ 

蓄積された早稲田の文化を継承・発展させるための戦略を推進する。 

２）学生、校友、教職員等、早稲田に関係する人々一人ひとりが早稲田に持つ誇りの源泉を見つけ育てる。 

＜実現のためのプロジェクト（PJ）＞ 

１）世界に向けての文化発信PJ 

２）地域との連携による文化発信と施設の有効活用PJ 

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 

４）早稲田大学百五十年史編纂PJ 

５）早稲田スポーツの新たな展開PJ 

６）早稲田らしさと誇りの探求PJ 
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７７．．独独創創的的研研究究のの推推進進とと国国際際発発信信力力のの強強化化  

「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。 

＜目的・目標＞ 

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

効果を検証し、学内外連携や外部資金獲得のための新たな研究支援体制を構築する。個々の教員の研究力を文

理両面でのグローバルイノベーションに結びつける仕組みと環境の整備に取り組む必要がある。さらに、学内リソー

スを活用して研究発信を行うとともに、国際的な情報発信力を強化するための方策を検討し、「学問の活用」の国際

化を推進する。 

＜改革のポイント＞ 

１） 「研究成長スパイラル」を形成するためのシステムを組織的、戦略的に構築する。 

２） 研究者個々の研究力を引き出す環境・支援体制の整備、新たな学問分野・研究体制に対応できる戦

略的な研究組織への進化、そこから生まれる独創的な研究内容を世界に向けて効果的に発信する。 

３） 設立後数年を経た研究拠点、研究機構は新展開を図り進化させる。進化できない機関は廃止する。 

＜実現のためのプロジェクト（PJ）＞ 

１）研究支援体制・制度の点検・強化PJ 

２）若手研究者プロモーションの推進PJ 

３）研究組織・体制の整備PJ 

４）研究情報発信力の強化PJ 

５）大学総合研究センター（仮称）設置検討PJ 

６）研究支援に係る財政基盤点検・強化PJ 

７）研究支援システムの構築PJ 

８）研究の国際発信支援制度の創設PJ 

９）国際共同研究推進PJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人間の育成や健康を対象とした多様な研究テーマに関する企画事業・研究支援事業・出版事業を行い、学校教育と人

材養成の連携、協働をはかり、国際的・学術的観点から諸活動の成果を広く社会に発信する。（教育総合研究所） 

 日本橋キャンパスの立地を活かし、国際的な研究と成果発表の場を提供する。（ファイナンス研究科） 

 大学で開発した成果や作品を、オンライン／オフラインのミュージアム型フォーマットを通して国際的に流通させ、社会

に貢献するシステムを構築する。（基幹理工学部・研究科） 

【学術院等からの改革案例】 

核心戦略‐【展開戦略】 

【独創的研究の推進と国際発信力の強化 概略図】 
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８８．．世世界界ののWWAASSEEDDAAととししててのの国国際際展展開開  

「アジアのリーディングユニバーシティ」として早稲田大学の教育・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ャティブが重要であることは言うまでもない。しかし、世界貢献をより効果的に行うためには、

大学全体としての国際展開の戦略を策定することが不可欠である。その理由は、（１）大学組織全体は、個々の教

員・職員・組織に比べて、国際的な情報の取得に関して質・量ともに優位性がある、（２）個々の教員・職員・組織

の国際的な教育・研究活動のコーディネーションとシナジーが可能になる、（３）世界の有力な教育・研究機関との

ネットワークを構築できる、（４）早稲田大学の国際的なブランドの創出によって個々の教育・研究活動にプラスの

効果が望める、からである。 

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

と新たな仕組みの構築が必要となる。その際、個々の教員・職員・組織に国際展開戦略をどのように浸透するか、

国際展開戦略に基づいた具体的な施策をいかに実施するか、そしてそれらの責任を誰が負うのか、等を考慮した

うえで、新しい組織の設置や既存の制度の改革を行われなければならない。なお、海外拠点に関しても、国際展

開戦略との関係でその役割を明確化し、拠点の地理的配置や適切な人員構成・組織形態・運営体制を検討す

る。 

＜改革のポイント＞ 

１） 世界中の大学・機関の教育・研究マップおよび早稲田の各教員・各組織と海外の大学・機関（企業

含む）・人物（海外大学の重要人物、さらには早稲田ＯＢも含む）との関係を示すマップの作成。 

２） 海外の有力大学・機関との戦略的パートナーシップ（Strategic Partnerships）の構築（海外協定

校の見直しを含む）。 

３） 学内組織の改革（各箇所の国際担当教務主任の設置、グローバル化担当職員の各箇所・各部と国際

部の兼務体制等）。 

４） 海外拠点の見直しと役割の再定義。 

＜実現のためのプロジェクト（PJ）＞ 

１） 国際展開戦略策定PJ 

２） 海外協定校の見直しPJ 

３） 戦略的広報の推進PJ 

４） 海外拠点の役割の明確化と、

その活用PJ 

５） 外国人研究者受入制度の再構築PJ 

６） 教員派遣制度の見直しPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【海外コンソーシアム】

  APRU (Association of Pacific Rim Universities) 
  U21 (Universitas 21) 
  IAU（International Association of Universities) 
  Venice International University 
  APAIE (Asia-Pacific Association for International Education) 

【海外への情報発信】 
 多言語・多方式による取組 
 情報の積極的な外部公開  
 コンソーシアム・参加機関 

を通じた情報発信 
 YouTube 等を利用したオ 

ンラインによる海外への 
授業公開（多言語化）  

【早稲田のグローバルネットワーク】 

 日本のみならず、東アジアにおけるエグゼキュティブ教育分野、実践経営理論・手法開発でのリーダーとなることを目指

す。（ビジネススクール） 

 多様な国際交流経験を積ませることを目的に、日韓高校生交流キャンプ(日韓経済交流協会)、国際学生シンポジウム

(学院協定校主催)、ワールドリーダーズサミット(馬場財団)、高校生国際交流プログラム(AIU)などに参加させる。（高等学

院） 

【学術院等からの改革案例】 
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９９．．新新たたなな教教育育・・研研究究分分野野へへのの挑挑戦戦  

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。 

＜目的・目標＞ 

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

の横断的分野の教育・研究を展開してきたが、これらをさらに拡充・推進し、人文・社会・自然科学を横断する新た

な学問領域の創出に挑戦する。また、これを推進するために若手研究者の養成と対外連携強化の仕組み作りに取

り組む。 

＜改革のポイント＞ 

１） 健康・医療分野については、国際医療、医理工連携、超高齢社会、地域医療、予防医学などをキー

ワードに総合大学の強みを活かして、健康・医療に関わる研究・人材育成のあるべき姿の実現に向

けて検討を進める。 

２） 中国をはじめアジアやアフリカでは農学分野の需要が高い。また、環境、エネルギー及び高齢化、

防災・安全も重要なグローバル課題である。これらについては、学内に分散して活動している関連

研究者の連携の下に、国際的視点からの進出を検討する。 

３） 本学は演劇、美術をはじめとして多くの芸術分野でも突出した研

究者を擁するとともに学生の芸術活動も極めて盛んである。これ

らを総体として「芸術の早稲田」の可視化を検討する。 

 

＜実現のためのプロジェクト（PJ）＞ 

１）健康・医療分野検討PJ 

２）分野連携検討PJ 

３）芸術分野検討PJ 

核心戦略‐【展開戦略】 
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1100．．教教職職員員のの役役割割とと評評価価のの明明確確化化  

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。 

＜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。 

＜改革のポイント＞ 

１） 教員の評価基準を明確化し、教員評価を実施する。 

２） 業務構造を改革し、業務の高度化・効率性を徹底的に追及する。 

３） 職員業務の再定義と事務組織の見直し 

核心戦略‐【経営戦略】 
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＜実現のためのプロジェクト（PJ）＞ 

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 

２）科目数削減、密度の高い教育の推進PJ 

３）授業におけるＴＡ制度の活用・授業形式見直しPJ 

４）学部・研究科におけるクォーター制の促進PJ 

５）社会人教育プログラムの拡充PJ 

６）職員人事諸制度の改革（人事制度、管理職制度改革）PJ 

７）多様な職員採用、人材育成PJ 

８）業務構造改革PJ 

９）大学運営支援システムの構築PJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 女性教員および外国人教員の採用を意識した教員人事を積極的に行い、教員の多様性を推進する。（スポーツ科学

部・研究科） 

 客観的評価、外部評価、自己評価、学生による評価などを多角的に勘案し、減点方式ではない、特長を明確化するよ

うな評価方法を導入する。（基幹理工学部） 

 論文の掲載数や引用数、研究費の導入実績などのみならず、作品の外部発表や各種社会活動など、教員の多様な

アクティビティを適正に評価し、インセンティブとして還元し得る基準や規則を確立する。（基幹理工学部） 

 従来以上に厳格な審査手続きを実施し、教員の質の一層の改善を図ること。特に教員の新規採用にあたっては、国

際的評価に耐えうる研究業績を有する（またはその可能性の高い）人材の確保を最優先する。（アジア太平洋研究科） 

【学術院等からの改革案例】 

核心戦略‐【経営戦略】 
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1111．．財財務務体体質質のの強強化化  

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＞ 

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

ものであり、支出の主なものは、人件費、教育研究事業のための教育研究経費、法人事業のための管理経費で

ある。これら収支構造および収支構成比をどのようにしていくかということが、本学の将来の財政政策そのものとな

る。したがって、財務体質の強化のためには、これら諸事業の計画・実行・評価・改善(PDCA)サイクルを確立し、こ

れを財政政策とその遂行に反映させていく必要がある。このことにより、各事業における「選択と集中」を図り、実施

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

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

握し、これを事業評価制度に連携させＰＤＣＡサイクルを確立する。これらの実現を通じて毎年度帰属収支差額が

５０億円超を確保できる安定的な財政基盤の確立を目指す。また、財政規律保持のための財務指標を設定するこ

とも有用な手段として考える。 

＜改革のポイント＞ 

１） 中長期的な視点で、収支構造を見直し、財務体質を強化させる。 

２） 事業別予算制度を構築し、予算との連動による事業評価・改善を実施する。 

＜実現のためのプロジェクト（PJ）＞ 

１） 予算編成の在り方PJ 

２） 事業別予算制度の構築PJ 

３） 財政戦略懇談会の設置PJ 

４） 財政規律指標の確立とその遵守PJ 

５） あるべき学費体系の検討PJ 

６） 賃金構造の改革PJ 

７） 常時資金獲得体制の構築PJ 

８） 校友会費の恒常的確保PJ 
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1122．．進進化化すするる大大学学のの仕仕組組みみのの創創設設  

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

進化す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。 

＜目的・目標＞ 

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

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

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

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

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

てのダイナミズムを保障するガバナンスとコンプライアンスの仕組みを構築する。 

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

を確立する。 

＜改革のポイント＞ 

１） 教育改革、FD 推進、新規研究分野の創出、大学経営、IT 分析など、統合的な分析を行う高等教育研究機

関（大学総合研究センター[仮称]）の設置を検討する。 

２） 既存の学部・大学院の枠組みにとらわれることなく、組織改革を進める。本部機構においては、「大学ガバ

ナンス検討 PJ」と連携し、迅速な意思決定を可能とする組織改革とする。 

３） すべての事業に対して評価制度を確立し、事業の内容を高め、評価内容を公開する。 

４） 戦略的な情報発信により本学に対する社会の信頼性を向上させ、グローバルなブランド価値を創出する。 

５） ガバナンスを強化し、大学の進化を支える組織の枠組みを構築する。 

６） 女性、外国人教職員の参画を推進し、多様性を推進する。 

７） 今後予想される大震災・自然災害への対応について、大学として貢献できる仕組みを確立する。 

＜実現のためのプロジェクト（PJ）＞ 

１）大学総合研究センター（仮称）設置の検討PJ 

２）学術院体制検討PJ 

３）東日本大震災復興支援室PJ 

４）事業評価制度・新規事業立案の構築PJ  

５）戦略的広報の推進PJ 

６）サイバーセキュアキャンパスの整備PJ 

７）大学ガバナンス検討PJ 

８）男女共同参画・ダイバーシティの推進PJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 国際学会のホスト校としての役割が果たせるような事務的サポート体制を整える。（国際教養学部） 

 ガバナンスの視点から、自己点検評価、第三者評価を見直し、多元的な評価システムをもとにした新制度を導入する。

（創造理工学部） 

 研究所および研究員の研究活動向上を図るため、外部有識者等からの意見を積極的に取り入れ、また第三者評価を進

める。（理工総合研究所） 

【学術院等からの改革案例】 

•

•

•

1「新時代の女子教育｣を講演中の大隈重信（1910年代頃）

核心戦略‐【経営戦略】 
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1133．．早早稲稲田田をを核核ととすするる新新たたななココミミュュニニテティィのの形形成成  

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、地域住民、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＞ 

学部・学科、大学院・専攻、クラス、ゼミ、サークルなど、また、学会、専門分野、言語、地域、校友会など既存の

コミュニティをさらに大きく発展させるとともに、従来のコミュニティに加えて、これまでの結集軸とは異なる新機軸の

コミュニティの形成を支援することにより、大学のステークホルダーの有する多様なエネルギーを結集し、新たな早

稲田ファミリーの形成を図る。 

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

進めながら、新たなコミュニティ形成の起爆剤となるプログラム作り、組織の強化、プロジェクト実現のための財源

獲得策等を講じて、それらのコミュニティの活動の基盤となる施設を整備して、早稲田大学が常に広い層から支え

られる存在となることを目指す。 

＜改革のポイント＞ 

１） 学生、教員、職員、校友、地域住民など、年齢、性別、専門、地域などを超えて、目的を共有するコミュニテ

ィ形成の仕掛けやスペースを設け、小さなコミュニティからでも始める。 

２） 特に学生が関係するコミュニティの活性化は、人材育成の面においても重要な視点となるので強化する。 

３） 研究交流の活性化は、学術研究の高度化、産学官での連携強化が推進され、知の創造の連鎖を生む。 

＜実現のためのプロジェクト（PJ）＞ 

１） 新たなコミュニティ形成のための基盤施設整備PJ 

２） 課外活動等の場の充実PJ 

３） 中野国際コミュニティプラザ推進PJ 

４） 地域との連携による文化発信と施設の有効活用PJ 

５） 校友を核とする新たな早稲田ファンの獲得PJ 

６） 学生・校友支援システムの構築PJ 

７） 男女共同参画・ダイバーシティの推進PJ 

８） 多様なコミュニティの創出PJ 

 

 

 

 

 

 理工学術院周辺の新宿区との密な連携による大学を中心としたアカデミックな環境と文化を持つ知のエリアを形成する。

（理工学術院） 

 創造理工コミュニティ（異なる属性、能力、思考を有する人と）の交流の場（創造理工ラウンジ）を設け、学生自身に運営させ

る。（創造理工学部） 

【学術院等からの改革案例】 

 【コラム ： 早稲田の考える新たなコミュニティ 】  

Vision150 では、早稲田大学に関係している人々の様々な新たなコミュニティを形成したいと考えています。大学を中心とするコミ

ュニティを通じて、大学で育まれる知情意と心技体のすべてをより多くの人々と共有し、新たな知と文化の創生とより良い社会の実現

に参加します。それは、「大学」とそこで行われる「学問」の有り様を自ら変革し、文明（時代）の新たな展開に備えることでもあります。 
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ⅣⅣ．．早早稲稲田田をを支支ええるるPPoolliiccyy＜＜基基本本方方針針＞＞  

 

早稲田大学の教育・研究活動およびその成果のすべては、より良き世界の構築へ貢献することを最大の目

標とします。貢献とは単に世界の要請に応えることだけではなく、社会を構成する人と自然を愛し、人類社会の

解くべき課題と行くべき先を指し示し、新たな世界を切り拓いていくことです。 

 

【学生関係】 

早稲田大学の学生すべてに共通する人材育成の方針（ディプロマ・ポリシー）を明確にして、そのためには、ど

のような教育方針（カリキュラム・ポリシー）が必要なのか、どのような方針で学生を支援していくのか、そしてどのよ

うな学生に入学（アドミッション・ポリシー）してほしいのかを明確にします。ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリ

シー、アドミッション・ポリシーについては、各学部・大学院の特徴を生かした個別のポリシーが既に存在しており、

ここでは、大学全体のポリシーを示します。 

 ディプロマ・ポリシー 

本学の三大教旨（学問の独立、学問の活用、模範国民の造就）を深く体得し、様々な分野や役割で地球社

会に貢献できる人材を輩出する。すなわち、学問が産み出す新たな知見の重要性を理解し、これら知見を地

球社会に対して有益に活用するとともに、地球市民一人ひとりの幸せの実現をリードする能力と意志を持つ人

材として、創造的構想力、問題発見力、問題解決力、批判的精神、異文化理解力を有するリーダーを育成す

る。 

 カリキュラム・ポリシー 

学問を学ぶために必須であり、同時に社会に出て貢献するために必要な学術的な基盤を提供する。その上

に、地球社会に貢献できるように、学生各自が問題発見し問題解決するために、各自が求める専門性を学術

的にも実践的にも高めていくことを促すカリキュラムを各学部・大学院において構築する。本学の教育内容は、

世界水準を超えるものを目指し、その内容を世界中の人々と共有し、世界の教育に貢献する。 

 アドミッション・ポリシー 

本学の教育に耐えうる基礎学力を持ち、本学の理念である進取の精神に富んだ知的好奇心が旺盛であり、

同時に、地球社会に貢献する意志が強く勉学意欲の高い学生を世界のあらゆる地域から迎え入れる。 

 学生支援ポリシー 

学習、文化・スポーツの課外活動、ボランティア活動などを支援するとともに、学

生一人ひとりの自立を促し、安心して学べる環境を整備する。学生が自発的な活

力を最大限に発揮できるようなキャンパス環境を整えるとともに、学生に大学の教

育・研究を支援する仕事に就く機会を与え、経済的支援と社会的トレーニングの双

方を提供し、学生が能動的に成長し、社会に巣立って行く環境を整える。 

 

【教員関係】 

早稲田大学が教育・研究を通じて世界に貢献する上で、大学全体の教育・研究の方向性や目標を定めた教

育・研究活動を実践することが不可欠です。また、時代的転換にあわせた研究の飛躍を図ることも必要です。さら

に、演習・ゼミを主体とする教育、学生の個性を重視した教育へと移行する上では、明確な教育目標を定め、教

育力を高めることも要請されます。このような教育・研究を展開するために、今後、どのような教員を採用するかを

指し示すことも欠かせません。 
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 リサーチ・ポリシー 

最先端の研究を推進し、先進的な「国際研究大学」としての地位を確立することをめざす。基礎研究に重点を

置きながら応用研究へと対象を拡大し、総合性・文理融合、学理と実践・現実の相互作用を促し、独創的な新

学術分野の創出に挑戦する。その基底には、常に地球社会全体に貢献する気概を持って研究に向かう姿勢が

貫かれていることを心がける。 

 ファカルティ・ディベロップメント（FD）・ポリシー 

本学の全教員が、学生に対する教育者としての責任と社会に対する研究者としての責任を強く自覚し、その

価値観を共有するように促す。その結果、教員がカリキュラム・ポリシーとリサーチ・ポリシーを体現し、実践する

覚悟を持つ。そのために、個々の教員の特性に応じた教育・研究力の向上と評価方法を確立する。 

 教員採用ポリシー 

三大教旨に共感するとともに、独創性、高い教養と学識を持つ教育者および研究者の両面を備えた教員を

国内外から採用する。特に、海外からの優秀な教員を獲得・招聘するとともに、国内外から優秀な女性教員の

獲得を促進する。そのために、全教職員が時間とエネルギーを惜しまずにかけることを慣習化する。 

 

【大学運営関係】 

大学運営は、学部・大学院や研究所等と大学本部の有機的連携を通じて推進する必要があります。教員、職

員、学生、校友や地域住民が、国籍、地域、性別、年齢等を超えた多様性の中で大学のビジョン実現のために

協働し、自律的変革を可能とするサイクルを確立します。大学運営、情報公開についての方針とともに、大学運

営の一翼を担う職員の採用方針やその育成方針を示します。 

 職員採用ポリシー 

三大教旨に共感するとともに、多様性を認め、異文化を理解し、進取の精神を持って教育・研究活動を支え

る熱意と経営マインドを持った職員を国内外から採用する。必然的に国籍、教育を受けた国・地域、性別、年

齢を問わず優れた能力を有する人材を採用する。 

 スタッフ・ディベロップメント（SD）・ポリシー 

学生のニーズは多様化し高度化している。そのニーズに迅速かつ的確に対応出来るように、職員一人ひとり

の教育・研究支援力、経営力、新たな価値を生み出す創造力を向上させるシステムを開発する。また、それら

の能力の評価方法を確立する。 

 情報公開・発信ポリシー 

本学の教育と研究、文化資産、経営等に関する情報の積極的な公開を進めることで、社会に対する説明責

任を果たすとともに、本学の教育・研究並びに社会貢献に取り組む姿勢と内容を広く社会と共有する。これらの

情報の公開と発信を通して、社会に開かれ、世界に評価される大学を目指す。 

 大学運営ポリシー 

本学の教育と研究が広く地球社会に貢献する人材を生み出すために、本学でな

ければ出来ない、または本学が行うことが相応しい教育・研究活動と学生の活動を

促進していく環境を構築する。学部・大学院など様々な教育・研究組織の緊密な連

携を通して本学を運営するとともに、教員・職員・学生・校友や地域住民が協働し、

社会的責任やコンプライアンスを果たしながら、男女共同参画を推進し、自律的変

革を可能とするサイクルを確立し、間断なく教育・研究活動を支える。 
人は眠るが大学は眠らない
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ⅤⅤ．．改改革革のの概概念念図図  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vision 

 
教 旨 

 
核心戦略 

【教学戦略】 

◆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 

◆対話型、問題発見・解決型教育への移行 

◆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 

【展開戦略】 

◆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 

◆新たな教育・研究分野への挑戦 

【経営戦略】 

◆教職員の役割と評価の明確化 

◆財務体質の強化 

◆進化す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 

【入試戦略】 

◆入試制度の抜本的改革 

 
Project 

 
Policy

１．学問の独立    －世界へ貢献する礎－ 
２．学問の活用    －世界へ貢献する道－ 
３．模範国民の造就 －世界へ貢献する人－ 

＜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 

【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 

 

２．世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究 
【基軸２】 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３】 校友・地域との生涯にわたる連携の強化 

＜大学経営ビジョン＞ 
４．アジアの大学のモデルとなる進化する大学 

【基軸４】 進化する大学の仕組みの創設 

核心戦略を実現する多彩なプロジェクト 早稲田を支える１１の基本方針 



Waseda Vision 150 

32 
 

 
ⅥⅥ．．ロローードドママッッププとと数数値値目目標標  

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。 

 

【ロードマップ】 

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」として 

世界へ貢献する大学であり続けます 

グランドデザイン 

Next 125 

      

Vision 150       

評価と改善 

⇒PDCA 

 

 

     

 

【数値目標】 

１．学生数 

  2012年度 2032年度 備 考 

学部 通学（通信除く） 

 

 

43,974人 35,000人 ・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。 

大学院 修士、博士後期、

専門職 

9,357人 15,000人 ・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。 

 合計 53,331人 50,000人  

社会人教育 ﾋﾞｼﾞﾈｽ講座(WBA･

WBS)、日本語講

座、ｴｸｽﾃﾝｼｮﾝ等 34,944人

 
 
50,000人

・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。 

＜関連核心戦略とプロジェクト(PJ)＞ 

◆グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築 

・基盤・専門・教養教育の充実と連携PJ  ・社会人教育プログラムの拡充PJ   

・人材育成力および研究力強化のための大学院カリキュラムの体系化PJ 

◆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PJ 

創立 125 周年 創立 150 周年 

STAGE１ STAGE４ STAGE３ STAGE２ 

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 
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２．教員数（学部・大学院） 

 2012年度 2032年度 備 考 

常勤教員 1,679人 2,000人 
 

・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。 

常勤教員と学生比率 

（常勤教員数：学生数） 

1:32 1:25 

＜関連核心戦略とプロジェクト(PJ)＞ 

◆教職員の役割と評価の明確化 
・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 
・科目数削減、密度の高い教育の推進 PJ 

 

３．国際化 

 2012年度 2032年度 備 考 

外国人学生（留学生） 4,362人 10,000人
(20%)

・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。

海外派遣留学生 2,399人 全学生 ・卒業までにすべての日本人学生が外国へ留学等をす

る。 

・海外派遣留学生数は短･中･長期留学プログラムの他、

海外で何らかの学習機会を経験する人数とする。 

外国人教員 147人 400人
(20%)

・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。 

＜関連核心戦略とプロジェクト(PJ)＞ 

◆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 PJ 

◆グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築 

・学部・研究科におけるクォーター制の促進 PJ  ・学部のカリキュラムに密接に連携した国際教育プログラム（ＳＳＡ）の開発 PJ 
・中期・短期留学プログラムの開発 PJ  ・オナーズプログラムのあり方検討 PJ  
・TSA/ISA から交換留学プログラム（EX）へのシフト PJ  ・日本語を中心とした外国学生導入プログラムの拡大 PJ 
・語学と教養科目を組み入れた留学生受入プログラムの開発 PJ  ・「副学位」制度の確立とダブルディグリープログラム改革 PJ   
・留学経験者キャリア支援の強化 PJ  ・海外協定校の見直し PJ   ・奨学金制度設計 PJ   
・外国人留学生就職活動支援の強化・整備 PJ 

◆世界の WASEDA としての国際展開 
・国際展開戦略策定 PJ  ・海外協定校の見直し PJ  ・海外拠点の役割の明確化と、その活用 PJ 

◆進化する大学の仕組みの創設および早稲田を核とする新たなコミュニティの形成 
・男女共同参画・ダイバーシティの推進 PJ 

 

４．女性人数（学部・大学院） 

 2012年度 2032年度 備 考 

女子学生（学部・大学院） 18,800人 25,000人/50,000人

(50%)

・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。 
女性教員 226人 600名(30%)

女性職員／職員 344人/1,073人 537人/1,073人

(50%)

＜関連核心戦略とプロジェクト(PJ)＞ 

◆進化する大学の仕組みの創設および早稲田を核とする新たなコミュニティの形成 
・男女共同参画・ダイバーシティの推進 PJ 
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５．教育方法等                                 （*は2011年度） 

  2012年度 2032年度 備 考 

授業の公開率（一部公開を

含む） 
*0.3% 100% ・2012 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。 

授業規模 20名以下 学部*45% 

大学院*78％ 

学部50%

大学院80%

・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。 

 21-50名 学部*34% 

大学院*18％ 

学部35%

大学院15%

 51名以上 学部*21% 

大学院*4% 

学部15%

大学院5%

LMS利用授業比率 *61% 100% ・2012 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。 

対話型、問題発見・解決型

の授業比率 

学部29%

大学院55%

学部75%

大学院80%

・2012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。 

外国語による授業の割合ﾞ 学部6% 

大学院9% 

学部50%

大学院50%

・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。 

＜関連核心戦略とプロジェクト(PJ)＞ 

◆グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築 

・基盤・専門・教養教育の充実と連携 PJ 
◆教育と学修内容の公開 

・「Good Practice」の整理および普及・展開 PJ  ・教育支援システムの構築 PJ  
・授業における TA 制度の活用および授業形式の見直し PJ 

◆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 PJ  ・授業における TA 制度の活用および授業形式の見直し PJ 
・「Good Practice」の整理および普及・展開 PJ  ・教育支援システムの構築 PJ  ・基盤・専門・教養教育の充実と連携 PJ 
・大学院修士課程との連携を踏まえた学部カリキュラム改革 PJ 
 

６．科目クラス数 

 2012年度 2032年度 備 考 

学部 17,779 13,300 ・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。 

大学院 7,707 5,800
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＜関連核心戦略とプロジェクト(PJ)＞ 

◆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 PJ  ・授業における TA 制度の活用および授業形式の見直し PJ 
・「Good Practice」の整理および普及・展開 PJ  ・教育支援システムの構築 PJ  ・基盤・専門・教養教育の充実と連携 PJ 
・大学院修士課程との連携を踏まえた学部カリキュラム改革 PJ 

 

＜教育方法等、科目クラス数について＞ 

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。質の

良い授業を行う体制をつくるために、科目クラス数を削減し外部の教育資源も積極的に活用して、常勤教員が

一つの授業にかけるエネルギーを 大化する。常勤教員の担当科目クラス数も削減するが、本学の教育の主体

は常勤教員が担う形を明確に示し、非常勤講師に過剰に依存しない体制を目指す。総合大学の利点を活かして

箇所間の重複を省き、効率的にカリキュラム体系を整備する。クォーター制を導入することにより、一つひと

つの授業に対する学習時間を増やし、大学全体のカリキュラム体系の質の保証と学力向上を目指す。 

 

７．研究費 

 2011年度 2032年度 備 考 

受入研究費 89億円 200億円 ・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。 

＜関連核心戦略とプロジェクト(PJ)＞ 

◆独創的研究の推進と国際発信力の強化 
・研究支援体制・制度の点検・強化 PJ  ・若手研究者プロモーションの推進 PJ  ・研究組織・体制の整備 PJ  
・研究情報発信力の強化 PJ  ・研究支援に係る財政基盤点検・強化 PJ  ・研究支援システムの構築 PJ  
・研究の国際発信支援制度の創設 PJ  ・国際共同研究推進 PJ  

◆世界の WASEDA としての国際展開 
・国際展開戦略策定 PJ  ・海外拠点の役割の明確化と、その活用 PJ  

◆新たな教育・研究分野への挑戦 
・健康・医療分野検討 PJ  ・分野連携検討 PJ  ・芸術分野検討 PJ  

 

８．寄付金 

 2011年度 2032年度 備 考 

寄付金 22億円 100億円 ・20年後までに収入の約10%を達成することを目標とす

る。 

＜関連核心戦略とプロジェクト(PJ)＞ 

◆財務体質の強化 

・常時資金獲得体制の構築 PJ  ・校友会費の恒常的確保 PJ 

 

９．校友数 

 2012年度 2032年度 備 考 

校友（会費納入者） 約58万人

(約13万人)
約70万人

(約35万人)
・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。 

＜関連核心戦略とプロジェクト(PJ)＞ 

◆財務体質の強化 

・校友会費の恒常的確保PJ 
◆早稲田を核とする新たなコミュニティの形成 

・中野国際コミュニティプラザ推進 PJ  ・校友を核とする新たな早稲田ファンの獲得 PJ  ・学生・校友支援システムの構築 PJ 
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Ⅶ．核心戦略の関連プロジェクト一覧  

 

１．入試制度の抜本的改革（主管箇所：教務部） 
１）多様で優秀な学生獲得のための方策の検討と推進 PJ（***,教務部入学センター） 

２）社会の変化に対応して定常的に入試を改革できる体制の確立 PJ（***,教務部入学センター） 

３）附属校・系属校を中心とした高大連携の推進 PJ (**,教務部附属・系属校プロジェクト室) 

（間接的なプロジェクト） 

・大学運営支援システムの構築 PJ  ・日本語を中心とした外国語学生導入プログラムの拡大 PJ 

・奨学金制度設計 PJ  ・中野国際コミュニティプラザ推進 PJ 

 

２．グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築（主管箇所：教務部） 

１）基盤・専門・教養教育の充実と連携 PJ (***,教務部教育システム課) 

２）学部のカリキュラムに密接に連携した国際教育プログラム（ＳＳＡ）の開発 PJ (***,国際部国際教育企画課) 

３）中期・短期留学プログラムの開発 PJ (***,国際部国際教育企画課) 

４）オナーズプログラムのあり方検討 PJ (***,国際部国際教育企画課) 

５）人材育成力および研究力強化のための大学院カリキュラムの体系化 PJ (**,教務部教育システム課) 

６）TSA/ISA から交換留学プログラム（EX）へのシフト PJ (**,国際部国際教育企画課) 

７）日本語を中心とした外国学生導入プログラムの拡大 PJ(**,国際部国際教育企画課) 

８）語学と教養科目を組み入れた留学生受入プログラムの開発 PJ (**,国際部国際教育企画課) 

９）社会人教育プログラムの拡充 PJ(***,教務部教務課) 

10）社会貢献・ボランティア活動を通じた人材の育成 PJ (***,平山郁夫記念ボランティアセンター) 

11）人間力・地力強化プログラムの整備 PJ (***,学生部キャリアセンター) 

12）学部・研究科におけるクォーター制の促進 PJ (***,教務部教育システム課) 

13）「副学位」制度の確立とダブルディグリープログラム改革 PJ (**,教務部教務課) 

14）奨学金制度設計 PJ (**,学生部奨学課、国際部国際教育企画課) 

15）留学経験者キャリア支援の強化 PJ (***,国際部国際教育企画課) 

16）外国人留学生就職活動支援の強化・整備 PJ (***,学生部キャリアセンター) 

17）教育支援システムの構築 PJ (***,教務部情報企画課) 

18）海外協定校の見直し PJ (**,国際部国際教育企画課) 

19）附属校・系属校を中心とした高大連携の推進 PJ (**,教務部附属・系属校プロジェクト室) 

20）教育・研究・大学経営・社会貢献における校友との連携 PJ (**,総長室校友課) 

（間接的なプロジェクト） 

・早稲田スポーツの新たな展開PJ  ・社会の変化に対応して定常的に入試を改革できる体制の確立PJ 

・多様で優秀な学生獲得のための方策の検討と推進PJ  ・中野国際コミュニティプラザ推進PJ 
 

３．教育と学修内容の公開（主管箇所：教務部） 
１）「Good Practice」の整理および普及・展開 PJ（***,教務部 FD 推進センター） 

２）教育支援システムの構築 PJ (***,教務部情報企画課) 

３）授業における TA 制度の活用・授業形式見直し PJ（**,教務部教務課） 

（間接的なプロジェクト） 

・世界に向けての文化発信PJ  ・社会の変化に対応して定常的に入試を改革できる体制の確立PJ 

・多様で優秀な学生獲得のための方策の検討と推進PJ  ・「副学位」制度の確立とダブルディグリープログラム改革PJ 

・人材育成力および研究力強化のための大学院カリキュラムの体系化PJ ・社会貢献・ボランティア活動を通じた人材の育成PJ 

 

４．対話型、問題発見・解決型教育への移行（主管箇所：教務部） 
１）科目数削減、密度の高い教育の推進 PJ（***,教務部教務課） 

２）授業における TA 制度の活用・授業形式見直し PJ（**,教務部教務課） 

３）「Good Practice」の整理および普及・展開 PJ（***,教務部 FD 推進センター） 

４）教育支援システムの構築 PJ(***,教務部情報企画課) 

５）基盤・専門・教養教育の充実と連携 PJ（***,教務部教育システム課） 

６）大学院修士課程との連携を踏まえた学部カリキュラム改革 PJ（**,教務部教育システム課） 

（間接的なプロジェクト） 

・世界に向けての文化発信PJ  ・社会の変化に対応して定常的に入試を改革できる体制の確立PJ 

・多様で優秀な学生獲得のための方策の検討と推進PJ  ・「副学位」制度の確立とダブルディグリープログラム改革PJ 

・大学院修士課程カリキュラムの体系化PJ  ・社会貢献・ボランティア活動を通じた人材の育成PJ 

*** 当面の重点施策 

**  ２・３年以内に実行もしくは実行 

段階まで進める施策 

*   中期的に検討する施策 
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５．大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進（主管箇所：学生部） 
１）学生参画の仕組み創設 PJ（***,学生部） 

２）授業におけるＴＡ制度の活用・授業形式見直し PJ（**,教務部教務課） 

３）教育支援システムの構築 PJ（***,教務部情報企画課） 

４）基盤・専門・教養教育の充実と連携 PJ（***,教務部教育システム課） 

（間接的なプロジェクト） 

・職員人事諸制度の改革（人事制度、管理職制度改革）PJ  

・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 

・大学院修士課程との連携を踏まえた学部カリキュラム改革 PJ  ・業務構造改革 PJ 

・社会貢献・ボランティア活動を通じた人材の育成 PJ  ・人間力・地力強化プログラムの整備 PJ 

・外国人留学生就職活動支援の強化・整備PJ  ・奨学金制度設計PJ  ・中野国際コミュニティプラザ推進PJ 
・多様で優秀な学生獲得のための方策の検討と推進PJ ・社会の変化に対応して定常的に入試を改革できる体制の確立PJ 
・校友会費の恒常的確保PJ  ・教育・研究・大学経営・社会貢献における校友との連携PJ 

 

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（主管箇所：文化推進部） 

１）世界に向けての文化発信 PJ（***,文化推進部文化企画課） 

２）地域との連携による文化発信と施設の有効活用 PJ（***,文化推進部文化企画課） 

３）バーチャルミュージアム－文化資源データベース公開の強化・拡充 PJ（***,文化推進部文化企画課） 

４）早稲田大学百五十年史編纂 PJ（*,文化推進部文化企画課） 

５）早稲田スポーツの新たな展開 PJ（***,競技スポーツセンター） 

６）早稲田らしさと誇りの探求 PJ（**,総長室経営企画課） 

（間接的なプロジェクト） 

・附属校・系属校を中心とした高大連携の推進 PJ  ・教育・研究・大学経営・社会貢献における校友との連携 PJ 

・学生・校友支援システムの構築 PJ  ・社会貢献・ボランティア活動を通じた人材の育成 PJ  ・東日本大震災復興支援室 PJ 

 

７．独創的研究の推進と国際発信力の強化（主管箇所：研究推進部） 

１）研究支援体制・制度の点検・強化 PJ （***,研究推進部研究企画課、研究支援課） 

２）若手研究者プロモーションの推進 PJ （***,研究推進部研究企画課、研究戦略センター） 

３）研究組織・体制の整備 PJ （***,研究推進部研究企画課、研究院） 

４）研究情報発信力の強化 PJ （***,研究推進部研究企画課、産学官研究推進センター） 

５）大学総合研究センター（仮称）設置の検討 PJ （*,研究推進部研究企画課、教務部教務課） 

６）研究支援に係る財政基盤点検・強化 PJ （**,研究推進部研究支援課） 

７）研究支援システムの構築 PJ （***,教務部情報企画課） 

８）研究の国際発信支援制度の創設 PJ (***,国際部国際課) 

９）国際共同研究推進 PJ (***,国際部国際課) 

 

８．世界の WASEDA としての国際展開（主管箇所：国際部） 
１）国際展開戦略策定 PJ (***,国際部国際課) 

２）海外協定校の見直し PJ (**,国際部国際教育企画課) 

３）戦略的広報の推進 PJ (***,広報室広報課、国際部国際課) 

４）海外拠点の役割の明確化と、その活用 PJ (***,国際部国際課) 

５）外国人研究者受入制度の再構築 PJ (***,国際部国際課) 

６）教員派遣制度の見直し PJ (***,国際部国際課) 

 

９．新たな教育・研究分野への挑戦（主管箇所：研究推進部） 
１）健康・医療分野検討 PJ （***,教務部教育システム課、総長室経営企画課） 

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、教務部教務課） 

３）芸術分野検討 PJ （**,文化推進部文化企画課） 

 

１０．教職員の役割と評価の明確化（主管箇所：教務部・人事部） 

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（**,教務部教務課） 

２）科目数削減、密度の高い教育の推進 PJ（***,教務部教務課） 

３）授業におけるＴＡ制度の活用・授業形式見直し PJ（**,教務部教務課） 
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４）学部・研究科におけるクォーター制の促進 PJ（***,教務部教育システム課） 

５）社会人教育プログラムの拡充 PJ（***,教務部教務課） 

６）職員人事諸制度の改革（人事制度、管理職制度改革）PJ（***,人事部人事課） 

７）多様な職員採用、人材育成（新たな SD プログラムの開発、国際化推進体制の整備）PJ（***,人事部人事課） 

８）業務構造改革 PJ（***,人事部人事課） 

９）大学運営支援システムの構築 PJ（***,教務部情報企画課） 

（間接的なプロジェクト） 

・戦略的広報の推進PJ  ・賃金構造の改革PJ  ・男女共同参画・ダイバーシティの推進PJ  ・研究支援体制の点検・強化PJ 

 

１１．財務体質の強化（主管箇所：財務部） 
１）予算編成の在り方 PJ（***,財務部財務課） 

２）事業別予算制度の構築 PJ（***,財務部財務課） 

３）財政戦略懇談会の設置 PJ（***,財務部財務課） 

４）財政規律指標の確立とその遵守 PJ（***,財務部財務課） 

５）あるべき学費体系の検討 PJ（***,教務部教務課） 

６）賃金構造の改革 PJ（***,人事部給与厚生課） 

７）常時資金獲得体制の構築 PJ（***,総長室渉外局、総長室募金課） 

８）校友会費の恒常的確保PJ（**,総長室校友課） 

（間接的なプロジェクト） 

・社会人教育プログラムの拡充PJ   ・事業評価制度・新規事業立案の構築PJ   ・大学ガバナンス検討PJ 
・大学運営支援システムの構築PJ ・科目数削減、密度の高い教育の推進PJ  

      ・海外協定校の見直しPJ ・ＴＳＡ／ＩＳＡから交換留学プログラム（EX）へのシフトPJ 

・語学と教養科目を組み入れた留学生受け入れプログラムの開発PJ  ・日本語を中心とした外国学生導入プログラムの拡大PJ 

 

１２．進化する大学の仕組みの創設（主管箇所：総務部） 
１）大学総合研究センター（仮称）設置の検討 PJ (*,研究推進部研究企画課、教務部教務課) 

２）学術院体制検討 PJ (**,教務部) 

３）東日本大震災復興支援室 PJ（***,総務部総務課） 

４）事業評価制度・新規事業立案の構築 PJ（***,総務部法人課、総長室経営企画課） 

５）戦略的広報の推進 PJ（***,広報室広報課、国際部国際課） 

６）サイバーセキュアキャンパスの整備 PJ（***,教務部情報企画課） 

７）大学ガバナンス検討 PJ（***,総務部法人課） 

８）男女共同参画・ダイバーシティの推進 PJ（**,人事部男女共同参画推進室） 

（間接的なプロジェクト） 

・科目数削減、密度の高い教育の推進PJ  ・研究支援体制の点検・強化PJ  ・研究支援に係る財政基盤点検・強化PJ 

・職員人事諸制度の改革（人事制度、管理職制度改革）PJ  ・賃金構造の改革PJ 

・多様な職員採用、人材育成（新たなSDプログラムの開発、国際化推進体制の整備）PJ   

・教育・研究・大学経営・社会貢献における校友との連携PJ  ・大学運営支援システムの構築PJ 

・世界に向けての文化発信PJ  ・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 

・地域との連携による文化発信と施設の有効活用PJ  ・早稲田大学百五十年史編纂PJ 

 

１３．早稲田を核とする新たなコミュニティの形成（主管箇所：キャンパス企画部） 

１）新たなコミュニティ形成のための基盤施設整備 PJ (***,キャンパス企画部企画・建設課) 

２）課外活動等の場の充実 PJ(*,学生部) 

３）中野国際コミュニティプラザ推進 PJ (***,キャンパス企画部) 

４）地域との連携による文化発信と施設の有効活用 PJ (***,文化推進部文化企画課) 

５）校友を核とする新たな早稲田ファンの獲得 PJ（**,総長室校友課） 

６）学生・校友支援システムの構築 PJ（***,教務部情報企画課） 

７）男女共同参画・ダイバーシティの推進 PJ (**,人事部男女共同参画推進室) 

８）多様なコミュニティの創出 PJ (**,総長室経営企画課) 

（間接的なプロジェクト） 

・学生参画の仕組み創設PJ  ・社会貢献・ボランティア活動を通じた人材の育成PJ 

・社会人教育プログラムの拡充PJ  ・授業におけるＴＡ制度の活用・授業形式見直しPJ 

・附属校・系属校を中心とした高大連携の推進PJ  ・世界に向けての文化発信PJ  ・サイバーセキュアキャンパスの整備 PJ 

・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   ・早稲田大学百五十年史編纂PJ 
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＜参考資料１＞ 
 

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、将来構想を策定しました。 

これらは各学術院等の構想段階のものであり、大学として決定したものではなく、今後議論を深め、必要性と

適切性が認められるものについては、正規の手続きを経て順次開始していきます。 

本資料は、各学術院等の将来構想の概要を示しており、詳細は各学術院等のホームページを参照願いま

す。 

 

＜学術院＞ 

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

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

文学学術院 －文化構想学部、文学部、文学研究科、総合人文科学研究センター 

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

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

ファイナンス研究センター、会計研究科 

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

先進理工学研究科、理工学術院総合研究所、国際情報通信研究科、 

国際情報通信研究センター、環境・エネルギー研究科、環境総合研究センター、 

情報生産システム研究科、情報生産システム研究センター 

社会科学総合学術院 －社会科学部、社会科学研究科 

人間科学学術院 －人間科学部、人間科学研究科、人間総合研究センター 

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

国際学術院 －国際教養学部、アジア太平洋研究科、アジア太平洋研究センター、日本語教育研究科 

 

＜中・高等学校＞ 

高等学院・高等学院中学部 

本庄高等学院 

 

＜専修学校＞ 

芸術学校 

 

 【コラム ： 学術院 】  

早稲田大学は、２００４年９月に新しい教員組織として「学術院」を設置しました。それ以前は独立した機関として位置付けられてい

た学部・大学院・研究所を、系統ごとに学術院として一体化し、より緊密な連携を可能とすることが目的でした。また、学術院の設置

により、系統内の学部教育、大学院教育、研究機能の一層の強化だけでなく、学術院内の各機関が一体となって管理運営上の

様々な問題に柔軟に対応することが可能となった他、系統ごとの主体的な教育・研究活動が促進されました。 
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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。 

 

１． 自学自修を促す教育の展開 

 共に語り、共に活動し、共に生きる＝共生の学びの新空間として甦る 3号館と伝統ゾーン。 

 少人数でアクティブな教育＝人間形成と知的能力の自己開発を促す「ゼミ」とディスカッション・セ

ッション。 

 あらゆる学問とキャリアの基礎となる方法＝正しい道の教育の重視。問題発見からアプローチ、情報

処理、判断、行動の総合力を涵養する基礎教育に、あらゆる学位プログラムで立ち返る。 

 地球市民としての自律のための自学自修。自ら立てる英語・多言語コミュニケーション能力の到達目

標、自ら学ぶリベラルアーツ、実践において身に付けるキャリア・デザイン力。 

 自ら残す航海日誌＝ログブック。GPA だけではない多様な努力と成長の過程の自己確認と自己アピー

ル。 

２． グローバル・パースペクティブをもつリーダー養成 

 政治経済学部においては、グローバル・パースペクティブの涵養を目指して、政治学科、経済学科、

国際政治経済学科のポリシーを再定義し、カリキュラムを根本から再構築。 

 PPE の理念で学科間・研究科間を学際的に統合し、学部から大学院まで立体的に体系化された政経メ

ソッドのグローバル・リーダー養成。 

 大学院政治学・経済学研究科国際政治経済学コースにおける博士後期課程設置と５年一貫の Global 

Governance Program。 

 「グローバルからローカルへ、ローカルからグローバルへ」を実践する人材を養成する早稲田公共経

営大学院の再定義。 

 グローバル・パースペクティブをもとに「アジアに強い日本人ジャーナリスト、日本に強いアジア人

ジャーナリスト」を養成し、グローバルな公共空間の創造に貢献する早稲田ジャーナリズム大学院の

新展開。 

３． マルチカルチュラルな教育空間の形成 

 EDESSA（English-based Degree Studies September Admission）プログラム（9月入学英語学位プロ

グラム）の展開。 

 日本語学位プログラムと英語学位プログラムのハイブリッド化によるグローバル・リーダー養成。 

 海外協定校との国際連携など、本学術院がもつグローバル・ネットワークを活用し教育におけるグロ

ーバル・コラボレーションのより積極的な展開。 

４． 卓越した知の共同体の構築 

 早稲田大学現代政治経済研究所に、「現代政治経済研究センター」、「制度構築センター」、「ジャーナ

リズム・メディア研究センター」および研究戦略会議を設置。 

 世界的研究拠点形成のために、研究に関するグローバル・ネットワークを構築。 

 大学院政治学研究科政治学コースおよび経済学研究科経済学コースにおける、卓越した研究者養成の

ための５年一貫の博士学位プログラム。学部の特に優れた早期卒業者を対象とした博士学位までの

短 6年の学部・大学院一貫した指導プログラム。 

 カリキュラムの再構築を通じた設置授業コマ数の削減と担当コマ数の適切化、共通教育と専門教育の 
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垣根を取り払った、すべての教員のグローバル・リーダー養成を目標とする教育への積極的コミット

メント、さらに教員基礎数の見直しによるファカルティ構成の充実によって、学術院としての教育力

を飛躍的に向上させるとともに、教育・研究エフォートのスマートなバランスの実現。 

５． 開かれた学術院をめざして 

 政治学、経済学、国際政治経済学の研究および大学院教育における全学連携 

 早稲田キャンパスにおける教養、外国語教育の連携。専門学部間の連携によるキャリアサポートとし

ての副専攻の展開 

 英語学位プログラムにおける全学連携 

 社会において活躍する卒業生による教育参加と在学生の社会参加のサポート 

 グローバルなアカデミック・リンケージの拡大 

 

＜将来イメージ＞  
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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

なものとして確立する。 

 

１．法学基幹教育、法律実務家養成ならびに研究者養成における連携 

法学学術院所属の法律科目担当の教員は、そのほとんどが、法学部、法学研究科、さらには教育機関とし

て独立性を要求される法務研究科のいずれにおいても教育を担当し、また比較法研究所や、グローバル COE

プログラムを中心に、活発に協同して研究にあたってきている。そのような相互性、一体性という特性を基

礎に、各箇所が緊密に連携し、これまで以上に、多数の、優秀な法律実務家を生み出していくととともに、

社会の各方面に、法学学修者に期待される法学的知見と論理的思考を身につけた人々を送り出していくため、

改革を継続する。 

法学部では 2013 年度から、法律科目の充実を主眼とする新カリキュラムが実行される。それによって、

より広く、またより深く法律学に触れることができ、ひいてはそれが法学研究科や法務研究科に研究者ある

いは法曹になろうと志す優秀な学生を送り出すことにもつながる。法務研究科ではすでに入試ならびに教育

体制を既修者教育型に切り替えており、学術院全体として、法学部を経て既修者コース進学を考える者の要

望に応えうる体制を、より充実させていく。 

法律実務家の養成と並んで、法学研究者の養成は重要な課題である。法学研究科は修士・博士一貫教育体

制の導入などを通じ、その課題解決のために 大限の努力をしてきた。しかし、法科大学院開設以来、研究

者志望者が減少していることも事実である。法学学術院では、箇所間の人事交流を密にし、法学研究科に必

要かつ適切な指導教員を配置するとともに、法学研究科への法務研究科出身者の受け入れをより積極的に進

めることで、実務的感覚と研究能力の両者を備えた研究者、教育者の育成を図っていく。 

 

２．研究面における連携 

 比較法研究所をハブとした教員間の共同研究の一層の充実をはかるとともに、2012 年度を以って終了する

GCOE プログラムに代わる、各種公的資金による共同研究プロジェクトの立案、実現を図る。 

 

３．教育・研究の国際化における連携 

法学研究科において、アジア連合大学院プログラム構想の検討に着手し、留学生向けの LL.M.コースの設

置を計画する。法務研究科では、交換留学や海外エクスターンシップ等の拡大、法学部では、英語による法

律科目の開講、留学希望者向けの副専攻の設置を図る。これら各箇所個別のプログラムを進行させると同時

に、学術院全体としても、日本法に関する英語による集中的なセミナー形式の教育プログラムなど、箇所横

断的に利用できる共通のプログラムの設置の可能性を検討する。また、研究面でも、比較法研究所を中心に

海外研究機関との連携を一層拡大する。 
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比較法研究所 

 

法学部 

 

法学研究科 

法務研究科 

海外向け 

共通プログラム 

・英語による法律科目の実施 

・留学を目指した副専攻の設置 

・留学支援 

・アジア連合大学院プログラム 

・LL.M.コースの設置 

・協定による学生受け入れ 

・交換留学の拡大 

・海外エクスターンシップの拡大 

 

・海外研究機関との連携 

・末延プロジェクト(海外ﾜｰｸｼｮｯﾌﾟ) 

 

 教育・研究の国際化における連携 

 法学教育ならびに研究者養成・研究における連携 

共
同
研
究
の
推
進 

法学研究科 

修士・博士一貫ｺｰｽﾜｰｸ

法務研究科 

2 年プログラム 

 
研究者 

 
法曹 

 
公務員・企業人 

研究者希望 

科目 

ｺｰﾄﾞｼｪｱ 既修者 実務家教員 

法学部 

法学基幹教育（カリキュラム改革） 

 
比較法研究所 

研究者希望 
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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。 

 

文学学術院は 2007 年度に新しい 2 学部１研究科体制に移行した。とくに文化構想学部・文学部の２学部

の発足は、60 年近く続いた第一文学部・第二文学部の 2 学部体制からの全面的な改革であった。半世紀に一

度の極めて大規模なこの改編は、次の半世紀に対応する枠組み作りであり、その意味で Waseda Vision 150

が掲げる 2032 年の将来像を見越し、さらに長期的な展望に立ったものであると言えるだろう。 

 

１．学部教育について 

2007 年度創立の 2 学部は、2010 年度に完成年度を迎えたばかりであり、他に例を見ない大規模なこの学

部改革は、ほぼ軌道に乗ったものと見なすことができるだろう。一方で、Waseda Vision 150 の核心戦略に

ある「対話型、問題発見・解決型教育への移行」や「大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進」とい

った点に鑑みながら、当初の学部設置理念を実現するべく、教育内容のさらなる強化・改善が必要であり、

その一部は実行に移されつつある。 

ことに、700 科目を超える 2 学部間の共通（ブリッジ）科目群の運営、所属論系・コースさらには学部を

越えて科目担当・論文指導にあたる柔軟な教員の協力体制とそれが可能にする領域横断かつ先進的な教育・

研究活動の実現、また多様な外国語教育の提供という、学術院体制のスケールメリットを 大限に活かすこ

とで可能となった諸点については、常にその実効性が問われ、検証されなければならない。現在は基本構想

委員会・カリキュラム委員会・人事委員会など基幹委員会が学術院全体を俯瞰する視点に立って十全にその

役割を果たしているが、これまでの成果に甘んじることなく、さらなる改善と改革に向けて歩み続けなけれ

ばならない。 

 

２．大学院文学研究科について 

大学院文学研究科には 130を超える研究指導プログラムが用意され、国内他大学との協定による履修制度、

海外諸国の大学との協定に基づく多様な留学プログラムの提供、留学生の受け入れも進んでおり、研究者の

養成は着実に成果を挙げている。 

このように、伝統に培われて多くの研究者を育ててきた実績がある一方で、近年、志願者数の減少傾向が

続いている。その原因は様々考えられるが、大学院をめぐる諸状況の大きな変動を見据えたうえでの、中長

期的な展開を構想する必要に迫られている。とくに、学生の進学希望・修了後の進路の多様化に応じた研究

教育体制の整備、文化構想学部・文学部の 2 学部体制に呼応した、広領域研究に対応する教育課程、研究環

境の整備、文学学術院が誇るマンパワーの十全な活用といったことが課題とされるが、その一部はすでに実

現を見ているものの、多くはこれからの展開に期すところである。 

 

３．総合人文科学研究センター 

2012 年度に文学学術院の附置研究所として、総合人文科学研究センターが開設された。研究支援部門とし

ては、外部資金獲得、国際情報発信、学術院内学会、データベース統括を柱としたうえで、6 つの研究部門

が立てられて、トータルな研究の進展を目指している。2011 年度において 17 学会が活動し、科学研究費の

採択プログラムは 69 件に及んでいる。すでに人文系としてはトップクラスの研究機関となっているが、統

括的な研究組織ができたことにより、新領域の開拓など、一層の飛躍が期待される。 
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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。 

 

学術院、学部および大学院の将来像の構築 

  

【課題】 

1. 高度な専門性（学科専修等が担う高度に専門的な研究と教育の機能を、外部に向けて強くアピールし、

広く認知されるような仕組みを、大学院研究科・学部・学科再編の可能性を視野に入れつつ構築する）。 

2. 教員養成機能（優れた教員養成機能を将来にわたって維持するための方策を、学部・大学院の組織の

あり方を視野にいれつつ策定する）。 

3. 大学院組織（学部・大学院の一貫教育が可能な仕組み、複数の研究科（現在は教育学研究科と教職研

究科（教職大学院））の連携をより強固にし、学内外の環境の変化に対応出来る仕組みを、組織・カリ

キュラム・研究指導のあり方などを考慮しながら構築する）。 

4. 学際的なカリキュラム（文系から理系まで幅広い専門分野にわたる研究者・組織（学科専修等）を擁

する学術院の特徴を活かして、文理融合型或いは文理交流型のカリキュラムを可能にする体制を整備

する）。 

 

 

以上の課題に対応するために、本学術院では以下の各項について検討を進める。 

 

1. 現行の教育学部を（新）教育学部と新学部とに分割し、「教育・総合科学学術院」の両輪をある程度分

離することで、現行の教育学部の特徴をより明確にし、より質の高い受験生を受け入れることができ

るようにする。 

2. 教育・研究活動の重点を「総合科学」においてきた教員のポテンシャリティを顕在化させ、文系と理

系が共存している学部の魅力を学部名やカリキュラムに反映させることで、早稲田大学には従来なか

った学部を作る。 

3. 教員養成を担当する学部としての現行の教育学部には、教職課程委員会が設置されているが、これを

本学術院を構成する一箇所として独立させる。 

4. 本学術院に属する学部と大学院の組織的なありようと相互連携を強化しつつ、同時に専任教員の持ち

コマ数の削減に資するために、二つの学部間および学部と大学院との間で「ブリッジ科目」を設置す

る。 
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現在検討している各項が実現した場合は、以下のイメージになる。 
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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、基礎から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。 

 

１．商学部 

商学部は、1904 年の創設以来「学識ある実業人（ビジネス・リーダー）」育成を教育の基本理念としてき

た。大学・学部を取り巻く環境は変化しているが、この基本理念は、不変的価値を持つといえる。本学部卒

業生は、産業界のみならず、政治・文化など多方面で活躍しており、これら卒業生の活躍を通じて、本学部

は社会から高い評価を得ている。 

他方、国際化・グローバル化、少子高齢化、デフレの長期化などの環境変化にともない、本学部に対する

社会の評価も磐石とは言い難く、時代の変化に即応した対応が不可欠である。こうした危機意識を持ちつつ、

先達の築いた伝統を活かし創立 150 周年に向けて「国際適応力を備えた学識ある実業人（ビジネス・リーダ

ー）」を育成し続けるための一里塚として「向こう５年程度の将来像」を描くと、以下の３点に集約される。 

（１） 論理的思考力、国際適応力を備えた学生の獲得（「入試制度の抜本的改革」と関連して）：暗記偏重型

の入試制度から、論理的思考力、国際適応力測定可能な新たな入試制度導入を目指す。 

（２） 基礎学力強化と教育の質保証（「対話型、問題発見・解決型教育への移行」）と関連して：全学基盤教

育（「学術的文章の作成」「数学基礎プラスα・β・γ」など）を積極活用することで、学びの充実を

図り，学生が自信を持って卒業出来る新たな仕組みを導入する。その際、学生の学力を担保するため、

科目系列ごとに教育の効果測定を図る。とくに外国語科目に関しては、年次毎の到達目標設定による

質保証を目指す。 

（３） 学生の異文化体験推進（「グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築」と関連して）：ビジ

ネスの世界が否応なしに国際化・グローバル化する時代において、学生時代に異文化のなかで、彼我

の違いを認識しながらコミュニケーションを図る機会を持つことは非常に重要である。そのために、

従来の海外留学に加え、短期留学、中期留学、インターンシップと連動したプログラム等、多様なプ

ログラムを整備し、学生が積極的に異文化体験を積む機会を提供し、１年間の派遣留学生数 640 名を

目指す。 

 

２．商学研究科 

 商学研究科は、研究者養成を主目的とし同時に若年層中心に高度の専門性を要する職業等に必要な能力を

養成することを副次目的とする商学専攻と、原則として実務経験を持つ者が経営幹部を目指すための再教育

機関であるビジネス専攻（ビジネススクール）からなる。両者は、独立のカリキュラム、独立の教員体制を

持っており、専攻別に将来像を議論するのが適当である。 

 商学専攻は、博士後期課程の競争力の大幅強化を目標にし、修士課程とのカリキュラムの一貫性を高めて

いくことを将来像とする。 

 ビジネス専攻は、夜間主プログラムの国内 NO.1 の評価を完全に確立させると同時に、全日制プログラムの

国際性を高め、応募者増を図る。なお、ビジネス専攻は 2012 年度から大幅なカリキュラム改革を行っており、

その改革を含めて将来構想と位置づける。 

 これを通じて、商学研究科全体として、「世界へ展開する教育・研究と社会貢献」の実現を図る。 
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３．ファイナンス研究科 

 金融技術の高度化のもとでのグローバル金融市場の質的変化と金融に対する社会的要請の広がりは、ファ

イナンス研究と高度専門職業人育成機関として、ファイナンス研究科が果たすべき役割をこれまで以上に重

要なものとしている。ファイナンス研究科、ならびにファイナンス研究センターは、日本の産業界と金融シ

ステムを支える、高度専門職業人育成機関・先端ファイナンス研究拠点としての役割を果たすことを使命と

する、わが国で唯一の専門職大学院として、「早稲田ファイナンス」のブランドを確立している。今後 5 年間

において、①グローバル金融人材教育の推進、②先端的ファイナンス研究の推進と金融教育の一体化、③金

融システムの構造変化と社会的課題に対応した新たな研究・教育分野への挑戦、の 3 点を将来構想における

基本方針とし、引き続きトップ校としての役割を果たしていく。 

 

４．会計研究科 

 会計研究科は、会計分野の専門職大学院（会計大学院）として、わが国において も高い評価を得ている。

この状況を今後も維持し、さらなる発展を目指すことにより、創立 150 周年に向けた向こう 5年後において

は、「不動のトップ」としての地位確立を図る。 

 

５．商学学術院総合研究所 

（産業経営研究所） 

産業経営研究所は、産官学等の共同研究を推進し、学部・研究科での研究・教育を支援するとともに、よ

り多くの研究成果を広く社会に伝達・還元することを目指す。また、緊急性の高い問題をテーマとしたシン

ポジウムなどを行うため、その機動的な開催を支えるような組織的・資金的体制を整える。 

（WBS 研究センター） 

WBS研究センターは、ビジネス環境の変化に対応したグローバルな企業経営のあり方について研究を推進

し、日本のみならず東アジアにおけるリーダーとなることを目指す。また、日本企業を中心としたグローバ

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を発展させる。 

 

＜将来イメージ＞ 

商 学 学 術 院 将 来 構 想 イ メ ー ジ 図

経 営 幹
部 層

中 堅
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N o 1 の 地 位 確 立

フ ァ イ ナ ン ス 研 究 科
先 端 的 フ ァ イ ナ ン ス 研 究

と 金 融 教 育

会 計 研 究 科
不 動 の ト ッ プ 確 立 商 研 商 学 専 攻

修 士 課 程 と の 一 体 化 に よ る
博 士 後 期 課 程 の 競 争 力 強 化

商 学 部
基 礎 学 力 強 化 、 教 育 の 質 保 証 と

学 生 の 異 文 化 体 験 推 進

商 総 研 （産 業 経 営
研 究 所 、W B S研 究
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フ ァ イ ナ ン ス
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プ ロ グ ラ ム入 学 者

産 業 界
な ど

学 界
有 能 な

人 材
輩 出

有 能 な
人 材 輩 出

優 秀 な

研 究 者
輩 出

受 託 研 究
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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－ 

 

基 幹  基幹理工学部・研究科 
伝統ある日本の中で世界の人がわくわくするような理工文化を作り、社会の基幹として成長させる人材を育成 

創 造  創造理工学部・研究科 
エンジニアリング・デザインによる創造性涵養と社会への貢献 

先 進  先進理工学部・研究科 
研究大学としての新たな取り組みにチャレンジし、『先進のその先へ』 

I P S  情報生産システム研究科 
グローバルキャンパス構想とグローバル人材の育成 

G I T S  国際情報通信研究科 
ボーダレス ICT 教育・研究の実現 

環 ｴ ﾈ  環境・エネルギー研究科 
地域から地球の規模にわたって最も重要な環境・エネルギーに関わる諸問題の解決の新たな技術と政策を提案・実践 

理 総研  理工学術院総合研究所 
複合的社会連携をめざした知のネットワーク・ソーシャルインフラとしての研究拠点構築 

１．教育改革について 

全体 国際的に際立つ教育の展開／教育の国際化・カリキュラム／3学部横断専修コース／大学院博士課程における科目設置

と単位化 基幹 学部・大学院のグローバル化の推進／2014 年情報系の強化・再編／学部基礎教育のさらなる充実／基幹共

通科目／基幹副専攻科目 創造 創造の基礎となる技術・文明史観の確立／研究フィールドの多元化／分野横断による研

究・教育の多様化／カリキュラムの見直し／卒業・修了水準の確保／国際化の推進 先進 グローバルレベルでの卒業（学

部）・修了（修士・博士）の「質」保証／博士課程教育の改革（海外・産学連携による 5年一貫博士課程） IPS グローバ

ルキャンパス構想の実現に向けた進展／グローバル人材の育成 GITS 情報通信学の新しい広がりを先取りした教育／理工

学術院内における国際的な情報通信学教育の中核 環ｴﾈ 文理融合教育の実践／地域学習の促進／国際化の推進、本学の学

生受け入れの強化／環境・エネルギー・資源に関わる授業の学内外でのオープン化／国際的な場や地域、行政の場で活躍し

得る能力のある人材の育成 

２．研究改革について 

全体 国際的に際立つ研究の展開／若手研究者の養成／理工学術院研究企画戦略室／横断的な理工重点領域と研究者マップ

の作成 基幹 学科・専攻を超えた横断的研究連携・協力体制の強化／先端的・独創的な研究の推進と基盤的研究の深化／

国際的研究展開の更なる促進 創造 創造の基礎となる技術・文明史観の確立／分野横断による研究・教育の多様化／研究

フィールドの多元化／若手研究者支援・育成／東アジア(ASEAN+3)重点大学との戦略的強化 先進 先導的な研究の推進と、

その実現のための「研究室」支援 IPS 産学連携を通じた研究活性化・多元化／研究環境の高度化・発信力の強化／国際産

学研究連携の推進 GITS 世界的な ICT の研究を推進するアジア太平洋の研究センターとしての位置付け／研究者が伸び伸

びと研究出来る柔軟な研究体制の構築 環ｴﾈ 公的資金を獲得し、地域や海外、産官と連携して研究・事業を推進／企業研

究者の参加（招聘研究員、嘱託研究員制度の充実） 理総研「(1)研究戦略機能強化」 理工学術院研究企画戦略室の設置

／研究センターとの連携／理工学術院一体となった研究戦略／人文・社会科学との融合／理総研研究重点教育報告会／理総

研 1種行事（エネルギー関連シンポ）など 「(2)若手研究者の育成」 研究者の雇用促進／キャリアパスサポート／学内

競争的資金の拡充／企業若手研究者との異分野交流／アーリーバードプログラム／次席研究員報告会など 「(3)産学連携

の促進」 異分野融合型の研究交流／産業・官界との緩やかな知の交流／研究シーズの発掘と外部資金獲得／若手研究者の

キャリアパス形成／産学連携室から先端研究交流室へ／先端研究者交流会（WINeST)、材研オープンセミナー／教育プログ

ラム 

３．社会貢献について 

全体 研究・教育を通した科学技術の貢献と責任の明示／世界的な問題に対する専門的な貢献突破力のある大学院修士 

学生／博士学生の教育、多くの優秀な外国人学生の排出／諸地域や諸外国との連携・問題解決／新宿区と密な連携 基幹 研

究推進のためのグローバルな協業体制の構築／社会人教育制度の充実と人材流動化拠点の構築 創造 創造の基礎となる技
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術・文明史観の確立／多様な学生・人材の交流による人間力強化／創造性の涵養と社会への貢献／学外や地域に開かれた教

育・研究交流の場／研究成果の政策化、卒業生／企業との連携強化 先進 多様な人材の受入／校友、地域とのコミュニケ

―ションを深化 IPS 社会に開放された教育研究環境の構築 GITS 情報通信学を担う次世代の育成／地域と連携して中高

等教育への参画 環ｴﾈ 公開シンポジウムの開催／地域サービス活動の実践／講義の公開 

４．入試制度改革 

全体 入試制度抜本的検討／理工 3学部の一般入試改革／推薦入試制度見直し／外国人入試の見直し 基幹 新しい学系別

入試の導入／G30 国際コースの英語による教育を発展させて、秋入学学生（外国人＋日本人）の確保／秋学期入試（英語に

よる）を本格的に導入 創造 創造の基礎となる技術・文明史観の確立／2018 年問題（大学進学者数の恒常的減少）への対

応／優秀な学生確保の施策 先進 TA センターを設立／博士人材の高度産業人材としてのキャリア支援活動／大学院定員充

足率の向上／多様な人材の受入 IPS 優秀で多様なグローバル人材の確保 GITS グローバルスタンダード入試制度の導入

推進 環ｴﾈ 学内進学者の受入／社会人学生の受入 

５．学生支援改革について 

全体 在学生と卒業生や社会との相互連携システム／チューター制の充実／在学および卒業外国人学生のＤＢ作成／学 

費の奨学金による軽減・免除 基幹 博士後期課程および外国人学生に対する支援の強化／海外留学制度の推進と支援 創

造 優秀な学生の支援／多様な学生・人材の交流による人間力強化 先進 校友とのコミュニケーション／サイエンスの魅力

を次世代に伝える啓発活動 IPS グローバルキャンパスに対応した生活環境の改善 GITS 先端分野研究及び学費の両面か

ら学生を支援 環ｴﾈ 奨学金制度の充実／海外活動の支援／外国学生の支援 

６．点検・評価制度改革について 

全体 新たな評価システムの構築／教育評価システムの構築／教員の認証評価のあり方の検討 基幹 多次元的尺度による

教員評価 創造 点検評価の見直しと新制度の導入 先進 学外評価制度を整備 IPS 海外留学生を考慮した教育制度の点

検・評価の推進／外部評価の推進 GITS 内部評価や外部評価の恒常的な仕組みの構築 環ｴﾈ 自主的改革／外部評価／学生

の授業評価 

 

＜将来イメージ＞ 
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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。 

 

１．核となる概念：〈社会構想力〉 

社会科学総合学術院は、〈国際化〉、〈社会化〉、〈学際化〉を理念とし、スペシャリストにしてジェネラリス

ト／ジェネラリストにしてスペシャリストである人材の育成に努めてきた。向こう 5 年間を展望し、社会科

学総合学術院では、これまでの方針をさらに発展させ、次のような将来像を描くこととした。 

 現在の日本社会には、その閉塞感・先行きの不透明感を打破する人材が求められている。本学術院は、そ

のような人材に求められる能力を、〈社会構想力〉と設定する。これは、先の見通せない社会において、既存

の学問的な知に関する深い理解と、国際感覚や人間としての感性とに基づき、新しい解決策を生み出し、社

会を進化させ、よりよい社会の在り方そのものを設計・構想する能力を意味する。 

 このような能力は、単一の学問分野を前提とした、特定の「社会像」「人間像」に依拠する教育では養成で

きない。それ自体多義的である「社会」はもとより、分野ごとに異なる理解がされる諸概念（「効率」「公平」

「正義」）の背後にある様々な価値基準を、相対化し、総合的に理解する能力を前提に、社会の設計を、その

現場で実践することで初めて養成される能力である。 

 社会構想力は、本学術院が理念とする 3 理念を具体化したものである。価値基準の相対化は、異なる分野

を複合的・体系的に学ぶ（学際化）と同時に、日本とは異なる社会に出ていくことで（国際化）修得される。

また、社会設計を実践することは、学問を社会へ還元することであり、社会科学の臨床的使用である（社会

化）。 

 

 

２．社会科学部：教育環境の国際化、学問の社会化・臨床化 

社会構想力の養成のため、社会科学部は、①従来型の知の体系を理解し、②同時に、コミュニケーション

能力を高め、③これを実践するという 3 段階のラーニング・システムに基づく将来像を設計する。 

その実現のため、以下の 2 点を目標とする。 

➊G30「現代日本学プログラム」による留学生の受け入れ、および「中国中期留学プログラム」などによ

る中国語圏・英語圏への中期留学者の拡充を通して、教育環境のさらなる国際化を図る。 

➋カリキュラム中の実践・実習系科目の数を現行の 2 倍以上に増やし、学問のさらなる社会化・臨床化を

図る。 

 

３．社会科学研究科：〈ジェネラリストにしてスペシャリスト〉〈日本学スペシャリスト〉の養成 

社会科学研究科では、ジェネラリストにしてスペシャリストの育成に重点を置く。学部の上位に位置する

教育機関として高度な専門性に重点を置いた教育を行い、自らの専門分野をジェネラルな観点から評価でき

る人材の輩出を目的とする。 

そのために、現状細分化されている専攻課程の再編成を行うことで科目間のつながりを強め、学生がジェ

ネラルな科目履修を進んで行うような制度設計を試みる。同時に、高度な専門性を養成するには相当程度の

時間を要し、これには修士・博士課程一貫教育で対応する。 

また、現代日本学を核とした “日本学スペシャリスト”を養成する（現代日本学研究プログラム）。その

課程を修了した人材を世界各国に輩出し、彼らが日本に対して深い学際的理解を有する人材として成長し、

かつ将来各国のリーダーとなって、日本と世界との更なる相互理解に寄与し日本の国際化に貢献してくれる

ことを期待する。 

 



Waseda Vision 150 

資 1-15 
 

 

 

 

＜将来イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Waseda Vision 150 

資 1-16 
 

 

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

れを支える戦略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。 

 

今後５年間は、2003 年再編の学術院の方向性を継承、発展させるとともに、創立 150 周年 2032 年に至る

社会の諸問題の変化に対応できる、人間科学学術院の基本的なあり方を考え、基礎的な問題を着実に実現し

ていく期間として位置づけたい。 

 

１．学部・大学院一貫の質の高いカリキュラム 

 ①2013 年度のカリキュラム改革の実施 

2013 年度から人間科学部（通学制・通信制）・人間科学研究科のカリキュラム改革を実施する。 

 ②2013 年度以降のカリキュラムの見直し 

2013 年度以降は、実際に人間科学部（通学制・通信制）・人間科学研究科のカリキュラムを運用してい

くなかで、ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーを再検討するとともに、問題点を洗い出し

て対応策を実施し、カリキュラムの完成度を上げていく。 

 ③大学院教育・研究の検討 

人間科学研究科の博士後期課程のあり方、教育と研究の接続について検討する。 

 ④オンデマンドコンテンツの利用方法の検討 

オンデマンドコンテンツの利用方法を検討する。大学院教育、高大連携、e スクール科目等履修生、指

定校等の事前教育などが想定される。 

２．安定した入試制度 

  現状の「人間環境科学科」「健康福祉科学科」「人間情報科学科」という、３つの学科を単位にした人

間科学部の一般入試の制度は安定的であり、これを維持していくことが前提となる。その上で、一般入

試と指定校推薦入学の他に、新たに安定的な入試制度を検討する必要がある。 

また、人間科学学術院は「文系」「理系」の枠組みを越えた教育・研究をめざしており、文系学生と理

系学生の適正なバランスをとることが条件となる。 

３．戦略的な研究推進 

  人間科学学術院を構成する、人間科学部・人間科学研究科・人間総合研究センターが一体となった戦略

的な研究体制の構築をめざす必要がある。 

４．学内外との連携の推進 

  人間科学学術院は、これまで研究・教育に関わる様々な面において、所沢市をはじめとする地域連携や

海外の大学・研究機関との箇所間協定などを積み重ねてきた。これらの実績を踏まえつつ、今後の教育・

研究における「地域性」と「世界性」を志向した、学内外連携の基本的な方向性を考える必要がある。 

５．人間科学学術院の将来の方向性の検討 

   2032 年（早稲田大学創立 150 周年）を展望して、人間科学学術院（人間科学部（通学制・通信制）、人

間科学研究科、人間総合研究センター）の将来の課題や目標について様々な角度から検討を加え、今後の

方向性を考えるための開かれた議論を開始する。 
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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。 

 

１．スポーツ科学学術院における将来像 

 スポーツ科学部は 2003 年に、大学院スポーツ科学研究科およびスポーツ科学研究センターは 2006 年に創

設された。学部創設時の目標は、日本で有数のスポーツ科学における教育・研究拠点を目指すことにあった。

学部創設後、今年で10年目を迎えたが、この間の優秀な学生の確保、教員による顕著な研究業績およびGCOE

への採択などから、当初掲げた目標はほぼ達成されたといえる。従って、早稲田大学が創立 150 周年を迎え

る2032年までには、スポーツ科学学術院はグローバル化に対応するとともにさらなる飛躍を遂げることで、

スポーツ科学の分野において世界のトップテンを目指すことを目標とする。 

 そのためには、SWOT 分析において明らかとなった学術院の「強みと弱み」について、「強み」をさらに

際だたせる一方で、「弱み」を出来るだけ解消する努力を行う必要がある。つまり、「強み」として抽出され

た早稲田ブランド、教員の質・量および研究の質・量をより一層深化させるとともに、学生の競技力をより

高める方策を考えることが必要である。一方、「弱み」として抽出された諸点については、早急に解決を図ら

なければならない課題である。 

２．学問領域としてのスポーツ科学の位置づけ 

 スポーツ科学は、人文・社会科学系から自然科学系を含む複合領域と位置づけられており、教育・研究に

おいて対象とすべき領域が幅広い学際的分野である。これまでの受験生の動向を見ると、受験科目における

「国語あるいは数学」の選択では約 2/3 が国語を選択し、また、入学後のゼミの選択状況をみても、約 2/3

の学生は人文・社会科学系ゼミを選択している状況にある。これらのことから学生の 7 割近くがいわゆる「文

系」の学問領域を志向していると考えられなくもないが、しかし、スポーツ科学の学問領域を考慮すれば、

スポーツ科学を人文・社会科学系領域として捉えるのではなく、自然科学系領域を包含した中間的な学問領

域と考えるのが妥当であろう。 

 従って、今後はスポーツ科学の学問領域としての位置づけを改めて明確にした上で、それに相応しい学費

の設定と教員数の確保が必要であると言える。このことにより、スポーツ科学学術院が抱えている 大の「弱

み」を解消することができ、今まで以上に留学生を含めた優秀な学生の確保が可能になると思われる。同時

に、優秀な教員の増員をはかることで、スポーツ科学部およびスポーツ科学研究科におけるカリキュラムが

より一層充実するとともに、学術院全体の研究活動もより活性化することとなろう。 

３．求められる教育・研究 

 これからの時代を考えれば、教育・研究におけるグローバル化は今まで以上に重要となる。そのためには、

これまでにスポーツ科学学術院が行ってきた国内外の大学および研究機関との連携をより一層充実させるこ

とが必要である。また、昨今、大学および大学院における「教育の質」保証も求められるようになっている。

従って、スポーツ科学学術院でも、「教育の質」を向上させるための取り組み（カリキュラム改革、FD など）

を積極的に行わなければならない。これらの課題に適切に対応することによって、スポーツ科学の知識を身

につけた社会に役立つ有為な人材の育成が可能になると考える。 

一方、2011 年にはスポーツ基本法が施行され、「スポーツを通じて幸福で豊かな生活を営むことは全ての

人々の権利である」ことが唱われた。そして、その基本計画においては、スポーツ科学系大学が果たす役割

についても触れられている。例えば、確かな力量を備えた教員の養成、健康づくりのための普及・啓発およ

びスポーツ参加の促進、スポーツ環境の整備やスポーツクラブへの支援、ならびにスポーツ科学研究の社会

還元、国際競技力向上に向けた人材の養成やスポーツ環境の整備などである。それゆえ、スポーツ科学学術 
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院では、社会から求められているこれらの課題に対しても、積極的に関わっていくことが必要であると言え

る。 

 

 

＜将来イメージ＞ 
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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。 

 

１． 国際教養学部 

国際教養学部は、世界に存在する文化的、言語的、社会的、歴史的に異なった多様な意見や考え方を交換

し総合的に考えることができる、広い視野と理解力を持つ国際的リーダーとして社会に貢献できる人材の育

成を目指し、教育・研究における「国際標準」環境をいち早く実現させる。 

〇入試制度：世界中から優秀な学生を確保するために、従来の入試制度の見直し、卒業生や各地の稲門会と 

の連携による情報収集など、大胆な入試制度改革をはかる。 

〇教育体系：徹底した少人数制・参加型授業で、個々人の学習スキルと学習研究能力を世界レベルへと強化・

向上する。長期留学の充実と第２・第３言語学習の強化により、多言語多文化主義の体得をめざす。 

〇世界へ展開する教育・研究と社会貢献：本学部の持つ多様な領域にまたがる学科目群は、各領域内の深化

とともに学際的融合の展開など大きな潜在的可能性がある。2013 年の「国際コミュニケーション研究科」の

開設を機に、海外経験の豊富な本学部教員のリソースを活かし、海外大学との学術交流・学生交流の一層の

活性化をはかる。そのため、関係箇所と連携し、より国際的な交流を促進するための弾力的な研究支援体制、

受入施設や事務体制の整備等をはかる。 

２．アジア太平洋研究科 

 アジア太平洋研究科は、早稲田大学全体の国際的競争力強化に向けた諸改革の 前線に位置するという認

識に基づき、外部資金を積極的に獲得しつつ、旧来の制度や慣習にとらわれない研究・教育両面での改革を

継続し、その成果や教訓を早稲田大学全体の改革のために還元したい。 

その具体化の一環として、文部科学省『大学の世界展開力強化事業』による「キャンパス・アジアＥＡＵ

Ｉプログラム」（２０１５年度まで）を成功・発展させ、アジア太平洋研究科が東アジアのトップ大学院と肩

を並べていることを積極的に PR し、質の高い日本人学生・留学生を確保する。また、同事業の共同実施校

との間での学生交流の実効を上げるためには、授業の量及び質を国際標準に合わせてゆく必要があるので、

単位要件や授業時間数なども含めた総合的カリキュラム改革が必要である。 

質の高い留学生の確保にあたって障害となりつつある国際大学ランキングにおける早大の低迷改善に寄与

すべく、国際評価に直結する施策を重視する。例えば、教員採用・資格変更等に当たって厳格な審査手続き

を実施し、教員の質の一層の改善を図る。特に教員の新規採用にあたっては、国際的評価に耐えうる研究業

績を有する（またはその可能性の高い）人材の確保を 優先にする。数年以内に専任教員・助手等の科学研

究費応募率１００パーセントを実現する。 

３．日本語教育研究科 

第 1 に、オープン教育センターに設置した日本語教育学副専攻の、より充実したカリキュラムの展開と日

本語教育研究センターとの強固な連携が求められる。公的助成の支援を受け、学部生の海外実習制度の確立

をめざし、日本語教育への関心を高めるとともに、日本語教育研究科への優秀な人材の確保につなげる。 

第 2 に、留学生 8,000 人計画に対応した日本語学習カリキュラムの大幅改訂とインストラクター制度の配

置と整備の充実である。およそ 4,000 人の日本語講座受講が見込まれ、こうした大量の学習者のニーズに応

えるには、かつてのような画一的なプログラムを一律に配信するような教育方法では立ち行かない。1998

年当時にいわゆる「統合プログラム」として、分野・領域別に自由に学生が選択できるカリキュラムを開発

したが、これは教員養成と一体化させ、多くの教育的立場を内包させつつ、さまざまな形態の教育実践を多

様に提供することである。これこそが早稲田メソッドと称されるべき、早稲田独自のカリキュラム改訂の方

向性である。 
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 第 3 に、日本語教育研究科大学院生を中心としたアドバイザー養成と教育補助制度の導入と留学生アドバ

イジング業務への展開である。早稲田ほどの規模の外国人留学生に対して行われる例は、全国的にも例を見

ないものであり、今後の留学生受け入れアドバイジングのための先駆けとなる。 

 

＜将来イメージ＞
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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― 

 

学校形態を 2010 年に中高一貫併設型に変更したことをふまえ、より優れた教育を提供できる学校とする

ため新たな取り組みを含めて、教育の全般的な質的向上を目指す。 

 

１．2032 年に向けて：教育内容の進化・深化の可能性を追求   

21 世紀中葉に向け、早稲田大学の建学の趣旨・高等学院の教育目標をふまえ、一人ひとりが豊かで有為な

人生を送ることのできる基礎作りをする。具体的には、国内外における各分野でリーダー的存在として活躍

できる人(a)、社会に貢献できる人(b)の育成を期して教育活動をおこなう。そのために、基礎力(c)に加えて理系

文系の枠を超えた幅広い教養の涵養(d)、専門としていく領域への深い関心(e)の醸成、コミュニケーション能

力(論理的思考力や表現力など)(f)の育成を目指す。 

(1) 国際化と各種プログラム(a),(b),(d),(f) 

(2) 地域連携と各種プロジェクト活動(a),(b) 

(3) 卒論指導やプレゼン能力の向上(f) 

(4) 高大一貫教育の推進(d),(e) 

(5) 新教育課程・SSH の活用(c),(d),(e),(f) 

 

２．教育の環境整備 ―ソフト・ハードの改善― 

・ＦＤの推進：授業改善(研修会など)、教員の交流(国内外) 

・新たなクラス数、授業時数、クラブ活動、行事等に対応できるキャンパス整備(3 期～) 

 

３．オープン化の推進  

・上記 A１、A２に加え、保護者・同窓生・地域・その他関係者との新たな連携 

 

４．その他 

・大震災への備えと対応 

・積極的な募金活動の継続 

・入試と広報体制の充実 

 高校一般(帰国生)入試、自己推薦入試試験内容検討。 

 中学部入試における評価の定着。 

 学校説明会、メディア、ホームページなどの広報活動。 

・限りある校舎・空間・財源の有効活用 
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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

科横断型の教育・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。 

 

早稲田大学本庄高等学院は、早稲田大学教旨および本庄高等学院教育方針を踏まえ、地域社会から国際社

会までの各分野で活躍できる、視野の広い感性豊かな人材の育成を目指す。そのために、教育方針を再確認

したうえで、具体的にそれを実現するための方策を検討し、実現を図る。 

本庄高等学院教育方針 

  ■断片的な知識の集積でない、総合的な理解力、個性的な判断力を涵養する。 

  ■地域とのさまざまなレベルでの交流を通じて、人間・社会・自然に対するみずみずしい感性を育成す

る。 

  ■知識と実行力（気力と体力）との結合を期する。 

  ■「自ら学び、自ら問う」ことを学習姿勢の基本とする。 

 

１．早稲田大学・社会の中核的存在となる人材の育成 

変化が激しく、不確実で不透明な時代のリーダーにあっては、判断力と決断力と実行力が求められる。

１つの分野の確かな知識と豊かな経験に加え、横断的な知識・経験を持っていること、さらにそれらの知

識・経験を判断・行動に結びつけ、ものごとを横断的・俯瞰的にとらえることができるリーダーの育成を

目指す。 

２．地域の特性、特に大久保山（本庄キャンパス）の環境を活用した教育の推進 

複雑に絡んだ問題を解決するために、多くの分野の協力が必要になってきている。また、断片的な知識

の集積ではなく、総合的な理解力と判断力も求められている。思考力と総合的な理解力と判断力を涵養す

ることを、地域の特性を 大限活かす教育を展開する中で模索する。 

本庄高等学院は、都会から離れた、中規模な学校ではあるが、広大なキャンパスと恵まれた自然環境の

中にある。本庄高等学院の設立準備段階では，「森に想い土に親しむ」教育が構想されていたし、既に多

くの教科が、それぞれ独自にこの自然環境を活用した教育を実践している。これまでの実践例をさらに発

展させた形で、「大久保山学」をテーマに、教科を超え、横断的かつ有機的に、しかも学校として組織的

かつ継続的に取り組むことを構想する。 

３．附属校としての高大一貫教育の充実 

「対話型、問題発見・解決型教育への移行」を意識したカリキュムラムと教育方法を検討する。 

４．教育の質の一層の向上 

本庄高等学院生が、早稲田大学に進学してその豊かな才能をさらに伸ばし、やがてはグローバルリーダ

ーとして国際社会の各界で活躍できる人物になるために、本庄高等学院では基礎・基本をしっかり鍛えた

うえで、豊かな教養を身につけさせる。 

従来行われてきた、知識を与え、それを確認するという教育から、知識だけではなく、自分の頭で考え

ることができる生徒を育てる。そのためには、生徒のモチベーションを高めるシステムを作る。また、生

徒の問題解決を効果的に促すファシリテータとしての教員の教育力を高める。 

５．優秀生徒確保のための入試改革 

優秀な生徒を確保する前提として、魅力ある学校作りを引き続き行うとともに、社会の各分野で活躍で

きる人材を育成するためには、これまでと同様に、多様で優秀な生徒を国内外から能動的に確保する仕組

みを探求しなければならない。そのための選抜方法を検討する。 
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６．同窓会・地域との連携強化 

卒業生はさまざまな分野で活躍している。この人的資源を有効に活用する仕組みを一層推進する。また、

地域との交流なくして、学校の存立はない。地域とのさまざまなレベルでの交流を一層促進する。 

７．効果的な予算配分と赤字状況の改善 

効果的な予算配分と赤字状況の改善に向けて検討する。 

８．教員人事のあり方 

今後１０年程で定年を迎える教員が多い。その教員の後任人事の進め方について、優秀な教員を採用す

るという視点を含め、本庄高等学院教育の展開を考慮しながら、開かれた議論の中で、広く検討する。 

 

 

＜将来イメージ＞ 

 

•基礎・基本を学ぶ
•幅広い教養
•みずみずしい感性の育成

優秀な生徒の確保

国内・海外

地域

各種
プロジェクト 本庄キャンパス施設

自然環境

同窓会

国内外交流

高大連携となめらかな接続

各学術院

専門的知識の獲得
総合的判断力の涵養、及び
コミュニケーション能力、
コラボレーション能力、
プレゼンテーション能力、
指導力 の一層の向上

地域社会から国際社会の
各分野でリーダーとして活躍

本庄高等学院



Waseda Vision 150 

資 1-26 
 

 

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。 

 

第２次改革による将来像と目標 

２０１０年度より施行した第一次改革の効果から、ありうるべき将来像を見直し、これまで通り続行すべ

き３つの主題に加えて、新たに建築学科／建築学専攻との連携を前提とした次の３つの目標を定めた第二

次改革を近未来へ向けて以下の検討を行う。 
 

１．ハイブリッド・エクスプレス・デザインコース（H.E.D コース）の新設 

専門学校と大学院との連携体制の構築。芸術学校（新２年制専門課程）から、大学院創造理工学研究科

建築学専攻への特別推薦入学制度を新たに導入し、同大学院内に芸術学校卒業生の受け皿としての新たな

建築芸術論研究室を新設する。これにより専門学校（専門課程２年制）と大学院（修士課程２年制）を連

結させた 短４年の修業期間で、国家試験受験資格と修士号を続けて取得できる混成的な高度建築家養成

コースを新設する。 
 

１）芸術学校の第２次再編 

現体制においては建築科(２年制)は２年間で１級建築士受験資格に必要な８０単位を取得することが

できる。また建築都市設計科(３年制)は同じく２年間は建築科との合同授業により必要な８０単位を取得

した後に、さらにもう１年高度な専門技術を習得するために４０単位を取得し、計１２０単位取得によ

り専門士の資格が授与される。しかし昨今の傾向としては、より高い知的欲求に加えて短期集中をさら

に望む要望も多くあり、高年齢化と高学歴化を考慮し、これまでの２年制と３年制の区分をなくし、両

科を従来の３年制(１２０単位)の授業内容を可能な限り２年制へと圧縮し統合した濃密な新建築科の単

科(８０単位：７０名×２＝１４０名)へ再編する。これにより一級建築士受験資格に必要な８０単位は保持

しながらも、以前より濃密なカリキュラムを設定する。 

 

２）創造理工学研究科建築学専攻への特別推薦入学制度※の導入と同大学院内に建築芸術論研究コース 

の新設（夜間・修士課程２年制） 

現体制においては、両科ともに２年までは大学の建築系学部レベルの高い到達水準をもち、またここ

よりさらに高度な３年制の建築都市設計科への希望者も進学と編入学を合わせて常に一定である。３年

次のディプロマクラスの到達レベルは大学院とほぼ同等であり、 近はこれを越える人材も多く現れて

いる。さらに、 近の傾向からはより上位の大学院進学希望者も増え始めている。このように現在の新

しい動向を多角的に判断して、これまでの建築都市設計科の３年ディプロマクラスを廃止し、これに代

わる、より高度な教育を行うべく、新たに芸術学校(新２年制)卒業後に現大学院（創造理工学研究科建

築学専攻修士課程）へ進学できる特別推薦入学制度を導入する。あわせて同制度による入学者の受け皿

として同大学院内に芸術学校専任教員の大学院兼担による建築芸術論研究コースを新設し、同一教員に

よる４年間の一貫教育を徹底する。また編入学者は、建築芸術研究室以外の他の計画研究室への入学も

可能とする。これにより急増する社会人学生の高いニーズに適確に応えることが可能と考える。 
  ※特別推薦入学制度の対象者は学士号取得者に限る。 

３）ハイブリッド・エクスプレス・デザインコース（H.E.D コース）※の概要 

上記芸術学校（２年制）と大学院建築芸術論研究コース（夜間修士課程２年制）を連結させた夜間の社会

人対象のハイブリッド・エクスプレスデザインコース（混成型短期デザインコース）※を新設する。こ

れによって、合計４年間の習得期間で一級建築士の受験資格に加えて、より高度な専門能力取得を大学

の修士号として授与する。 
この大学院修士号を取得することで、これまで懸案であった優れた人材であっても、卒業時に専門士資

格のみの限界による、一流の事務所や企業への就職困難な現況が大きく改善され、芸術学校出身者のよ

り広い社会進出の可能性が大きく開かれることが予想される。 
  ※ハイブリッド・エクスプレス・デザインコース（H.E.D コース）の対象者は学士号取得者に限る。 
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２．その他の改革 

１．リクルート・広報活動の強化 

１）文化イベント事業（定例講演会、国際コンペの主催、ワークショップ開催、建築ツアーなど） 

２）AA 教材の作成 

３）IT 戦略の先鋭化 

２．世界進出とグローバル化の推進 

米国・欧州・アジア各国の著名な建築デザイン校との連携体制の構築により、学生及び教員の知的交

流を図り、高級ブランド化を加速させる。 

 

 

＜将来像イメージ図＞ 

 

現在検討している各項が実現した場合は、以下のイメージになる。 

 

学術院内外の関係 

 

早稲田大学

研究機関 芸術学校 他学部

一般社会人入試による入学

大学院

(研究科)

創造理工学研究科建築学専攻

(修士課程2年制)

新建築科2年制

専門課程

70名×2=140名

ハイブリッド・エクスプレス・デザインコース

（高度建築家短期養成コース）

＜Ｈ・Ｅ・Ｄコース＞

芸術学校専任教員による一貫教育

・学外のダブル

スクール生

・一般社会人

(主に文科系)

卒業生※

（10名）

外部

建築系大学卒

一般社会人

10名

建築芸術論研究室

(夜間、修士課程2年制)
20名×2＝40名（予定）

入学

特別推薦入学制度による入学

（ダブルスクール）

※学士号を有する卒業生



Waseda Vision 150 

資 2-1 
 

 
＜参考資料２＞ 

「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「ＷＡＳＥＤ

Ａ」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
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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。 

 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、民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て、危機的な状況に陥る前に必要

な改革を行い、20年後に向けて準備を行う覚悟が必要です。 
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【Waseda Vision 150 全体の検討】 
 

 

 
2012/ 3/30 経営執行会議 

3/30 拡大基本問題懇談会  

4/3 教職員への核心戦略の学内公開と意見収集  

4/11 教職員への各学術院等将来構想（中間報告）

の学内公開と意見収集  

6/16 理事会・学術院長等集中討議 

6/18 終報告書作成に向けての教職員から 

の意見収集  

7/6 学術院長会 

7/21 理事会集中討議 

8/10 教職員への核心戦略および各学術院等の 

将来構想の学内公開と意見収集 

～継続中  

9/7 理事会 

9/14 経営執行会議 

9/21 拡大基本問題懇談会 

9/28 経営執行会議 

10/5 理事会 

10/5 学術院長会 

10/11 教職員説明会 

（教職員意見収集 ～随時受付中） 

10/12 職員管理職説明会 

10/12 経営執行会議 

10/19 理事会 

10/19 評議員会 

10/26 拡大基本問題懇談会 

10/26 経営執行会議 

11/2 理事会 

11/2 学術院長会 

11/15 総長記者発表 

11/15 Web による学外公開 

12/10 全学説明会（教職員学生および学外者対象）

 

2010/12/19 理事会集中討議 

2011/ 3/27 理事会集中討議 

4/15  拡大基本問題懇談会  

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 学術院長会  

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 学術院長会 

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 学術院長会  

1/20 理事会 

1/20 評議員会  

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。 

  ◆核心戦略検討ワーキング・検討部会・分科会等 121 回開催 

  ◆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～2012 年 7 月 

  学術院等の教授会・検討会等で将来構想を検討しました。 


