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はじめに

2018 年 11月に早稲田大学の第 17代総⻑に就任して以降、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

した中⻑期計画 "Waseda Vision 150"を継承し、さらに Next Stage

へと進化させるべく、新たなスローガンとして「世界で輝くWASEDA」を掲げ、

その実現に向けて、本学のトランスフォーメーション【＝抜本的な体質改善】

を実⾏しています。

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。この間の具体的な実⾏例を挙げれば、世界の⼤

学と⽐較しても卓越しているといえる「基盤教育」を更に充実し、学部を問わない全学的な⽂理融合教育（デ

ータ科学入門・日英両言語によるアカデミックライティング等）の実践や、社会実装を目指したデータ科学セン

ターの発展、世界中の文学者・翻訳研究者が集う研究拠点としての「国際文学館（村上春樹ライブラリー）」

の設置など、真に研究・教育の "効果" を高める諸施策を積極的に展開してきています。さらに特筆すべきは、

東京大学と本学は研究教育の本格連携の推進で合意し、2020 年 3⽉に五神真東京⼤学総⻑と私が協

定調印をいたしました。すでにいくつかの分野では、具体的な研究連携の検討が開始されています。

併せて、過去の慣習にとらわれることなく、シンガポール研究拠点および重点領域研究機構の⾒直しや、松

代セミナーハウスの利⽤停⽌など、効果の低い会議や組織等は Scrap もしくは Renovation しています。

本書は、"Waseda Vision 150"について、2019年度の活動報告をまとめたものです。他の広報媒体には

無い、現時点での課題や検討状況といった 「世界で輝くWASEDA」 を実現する道程、まさに本学が変革し

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

2019年度末以降、世界中の⼈々が新型コロナウイルスの影響を受けています。本学においても、卒業式

や各種イベント等を中止しました。2020年度以降の諸活動の計画については、本書に⽰したものから、状況

を⾒極めながら随時変更を加えていく必要があると考えています。刻々と変化する情勢を踏まえ、優先順位を

整理しながら苦渋の選択をし続けていくことは、まさに学⽣、校友、教職員等が⼀丸となって正解のない課題に

⽴ち向かう実践であり、本学の団結⼒と総合⼒が試されています。

引き続き私たちの取り組みにご理解を賜り、⼀層のご⽀援・ご協⼒をお願い申し上げます。

Waseda Vision 150 Next Stage

世界で輝く WASEDA へ
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◆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

めた中⻑期計画である、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。

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。



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

4

１．Waseda Vision 150 の概要

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

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

この⽅向性を踏襲しつつ、創⽴ 150 周年を迎える 2032年の⼤学のあるべき姿をイメージし、向こう 5-10 年間でなすべき

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

の検証と改善を繰り返しながら、不断の改⾰を実⾏しています。

13 の核⼼戦略と44 のプロジェクトにより構成
（2020 年 04 月現在）

①⼊試制度の抜本的改⾰
▶多様で優秀な学生獲得のための方策の検討と推進

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

③教育と学修内容の公開
▶教育方法の革新と学生の主体的・能動的な学びを支え
る情報基盤構築

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

④対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏
▶科⽬数削減、密度の⾼い教育の推進

⑤大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進
▶学生参画の仕組み創設

⑥早稲田らしさと誇りの醸成をめざして－早稲田文化の推進
▶文化・芸術の推進とキャンパスからの文化発信
▶地域との連携による文化発信と施設の有効活用
▶バーチャルミュージアム－文化資源データベース強化・拡充
▶早稲⽥⼤学百五⼗年史編纂
▶早稲田スポーツの新たな展開
▶早稲田らしさと誇りの探求
▶ワセダ演劇の発信⼒強化
▶国際文学館開設

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

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

⑨新たな教育・研究分野への挑戦
▶健康・医療分野検討
▶分野連携検討

⑩教職員の役割と評価の明確化
▶教員と職員の役割の明確化と教員の評価基準の明確
化、諸制度改⾰

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

⑪財務体質の強化
▶予算編成の在り方
▶あるべき学費体系の検討
▶常時資⾦獲得体制の構築
▶校友との連携・校友会認知度拡⼤による早稲⽥ファン
獲得

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

⑬早稲田を核とする新たなコミュニティの形成
▶新たなコミュニティ形成のための基盤施設整備
▶課外活動等の場の充実
▶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

学問の独⽴

－在野精神－

学問の活用

－進取の精神－

模範国⺠の造就

－地球市⺠の育成－
教 旨

Vision
1. 世界に貢献する高い志を持った学生

【基軸】⼈間⼒・洞察⼒を備えたグローバルリーダーの育成

2. 世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究

【基軸】未来をイノベートする独創的研究の推進

3. グローバルリーダーとして社会を支える卒業生

【基軸】校友・地域との生涯にわたる連携の強化

4. 世界に信頼され常に改革の精神を持って進化し続ける大学

【基軸】進化し続ける大学の仕組みの創設

教育・研究
Vision

大学経営
Vision

核⼼戦略・
プロジェクト
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２．核⼼戦略の進捗状況

■■■

■■ 核⼼戦略１ ⼊試制度の抜本的改⾰

■

＜目的・目標＞

各学部・⼤学院の教育理念・⽬標と照らし合わせ、求める学⽣の資質をさらに明確にし、これまで

の各種⼊試制度での⼊学者について、在学中および卒業後の活動の相関関係などを総合的に調査する。

その上で必要な制度改⾰を⾏い、求める資質の学⽣を国内外から発掘し、積極的に獲得する⽅式を検

討する。このことにより、日本および世界の各地域から、バランスよく多様で優秀な学生が入学し勉

学に励む場の実現を目指す。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１） 多様で優秀な学生獲得のための方策の検討と推進

（入学センター）
－

○学部一般入試改革について

・2019 年秋に⽂部科学省が発表した、2020 年度開始予定の⼤学⼊学共通テストにおいて、①英語⺠

間試験のスコアの活⽤の⾒送り 国語と数学の記述問題導⼊を⾒送りになったことにより、本学も⼊

試制度改⾰に⾮常に⼤きな影響を受けた 1 年だったが、都度迅速に対応している。

・既に入試改革を進めていた学部は影響を受け、改革を検討中の学部はより慎重になっている。状況の

推移を注視しながら、学部と連携しつつ入試改革を進めていく。

○新思考入試受入学生数

・文化構想学部や文学部、国際教養学部の 4⽉⼊学者が増加したことから、過年⽐では順調に増えてい

る。また、ミャンマー（⼤学院）⼊試に関しては、趣旨に照らして点検・⾒直しを実施し、より相応

しい学生の受入れが可能になった。

○TOEFL 等外部試験の学部入試への活用

・順調に推移している。

○英語学位プログラム（学部）志願者数

・前年度に⽐べて増えており堅調である。このことは、⾹港の公的な中等教育修了証書試験（Hong Kong

Diploma of Secondary Education (HKDSE)）により出願できる学部が増えたことや継続的な海外

リクルート活動（外国⼈学⽣在籍者の多い１２の国・地域を中⼼とした学校訪問、留学フェア出展、

本学への来訪対応など約２８０件を実施）の効果、さらには外部エージェントの活用等により、増加

年 間 報 告
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したものと考えられる。一方で、英語学位プログラムのすべての実施学部において、大学進学希望者

を対象とした共通試験 SAT(Scholastic Assessment Test) / ACT（American College Testing）、国

際的教育プログラム IB（International Baccalaureate）の合格者平均スコアのいずれかを公開する

ことにより、志願者の「数から質への転換」も図っている。今後も優秀な志願者を獲得するための効

果的な⼊試広報の仕組みの策定、実⾏等により、さらなる志願者増に取り組んでいく。

○附属・系属校からの受入

・現在各学部でアドミッションポリシーを改訂しているので、それを踏まえて附属校・系属校に求める

人材像を提示していただくとともに、附属校・系属校の生徒が進学希望学部を選択する際に出来るだ

けミスマッチが生じないよう、大学と高校が協働して丁寧な進学指導を実施していく。

・附属・系属校の入学前導入教育について、2018年度に情報、2019年度に統計・数学が廃⽌になり、

それに代わり2020年度から⾼校⽣特別聴講制度開放科⽬である「データ科学⼊⾨」について、まず

は両高等学院にパイロットケースとして提供されることになった。今後、系属校にも提供できるよう

GECと連携して取り組んでいきたい。
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■■■

■■ 核⼼戦略２ グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築

■

＜目的・目標＞

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

に専⾨の⼒を活かす真の教養⼒を養う必要がある。本学の教養教育は、いわゆる⼀般教養科⽬の羅列

ではなく、基礎教育科⽬、外国語科⽬、および留学・ボランティアなどの体験科⽬で構成される全学

共通副専攻科目群と各学部での専門科目群の総合によって教授するものである。

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

論理的な思考をし、⾃らの思考内容を発信できるコミュニケーション能⼒とＩＴの素養を身につける

ための全学基盤教育と、人文科学・社会科学・自然科学のこれまでの成果を学び、学部の専門を超え

て、学問とは何かを考える機会を⽤意する全学共通教育よりなる。専⾨⼒の発揮を裏付ける深い洞察

⼒の源である教養を⾝につける機会を全学⽣に提供するために、グローバルエデュケーションセンタ

ー等におけるこれらの基礎教育プログラムと外国語教育プログラムの系統化と専⾨教育との適切な

接続を図る。さらに、異⽂化交流やスポーツ振興を促進するとともに、国際教育プログラムや留学プ

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

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

目指す社会人向けの教育も充実させ、いつでも大学へもどって勉強できる機会を増やす。

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

をも視野に⼊れつつ必要な制度の柔軟化と体制の改⾰を⾏う。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

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

２）⼈間的⼒量の増進 PJ（キャリアセンター・教育連携課） －

３）奨学⾦制度設計 PJ（奨学課・国際教育企画課） －

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

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

６）教育制度改⾰ PJ（教務課） －

７）社会人教育プログラムの拡充 PJ（教務課） －

（１） 教育システム改革 PJ

・EDGE-NEXTについては、⽂部科学省「次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」の中間評

価において、最高の S評価を受けた。また、補助⾦終了を⾒据え、全学的にプログラムを推進、管理

することが出来るような体制を整え、必要に応じて教務部以外の部局とも協⼒しながら運営する「マ

ネジメント委員会」および、GECでのプログラム運営を視野に、実⾏委員会の位置づけを再定義した。

・博士キャリア支援については、その機能が明確化出来てきたことから、教務部、研究推進部、学生部

との協議の結果、大学のキャリア教育の一部として位置づけることが確認され、2020 年度より現状

年 間 報 告
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の機能を学生部キャリアセンター等に吸収・移管することが検討された。

・D-DATaについては、⽂部科学省「データ関連⼈材育成プログラム」の中間評価において、A 評価を

受けた。また、補助事業終了後を⾒据え、データ科学センターを中⼼とした全学部・⼤学院向け教育

プログラム整備に加え、研究プラットフォームWIRP による産学連携によるデータ分析基盤・データ

科学研究相談等の研究⽀援を⾏う形で、データサイエンス分野における教育から研究への橋渡し部分

の⽀援まで⾏えるよう、運営体制の整理、強化をはかっている。

・また、データサイエンス分野における産学連携を更に推進することを⽬的として、データ科学研究教

育コンソーシアムを設置し、産官学連携部会・社会人教育部会・キャリア教育部会の３つの部会を通

じた活動を⾏うこととした。今後は、データサイエンス分野における他⼤学等との連携強化を⽬的と

して、データ科学教育機関連携ネットワーク（仮）を構築し、他の教育機関との情報共有・交流を更

に推し進める予定である。

・100分授業の導⼊による課題整理を進めている。

・帰国後科⽬登録、半期科⽬の継続履修制度については、順調に学⽣に活⽤されている。

・新型コロナウイルス感染症の影響により、オンライン授業を一気に導入したことを踏まえて、合わせ

て改⾰が可能な制度、施策を検討する必要がある。

（２） ⼈間的⼒量の増進 PJ

・大学全体のカリキュラムポリシーに「⼈間的⼒量の増進」が明記されたことを受け、⼊学案内、キャ

ンパスハンドブックにおいて GEC と同一コンセプトの元誌面を作成、正課と正課外を連動させた大

学全体の取り組みを広報。

・「⼈間的⼒量増進」関連のプログラムの共通広報として、①入学案内②キャンパスハンドブック③

みらい設計ガイダンス（開催日程、参加人数は上記【上期の進捗状況】の通り）④みらい設計フェア

（11/19、11/20、11/21 の 3日間開催、延べ参加者数 53名）⑤みらい設計ガイドブック（25,000

部作成）の各施策を実施。また、C Space やWEB（大学HP）において正課外プログラムの一覧性、

視認性を向上させるリニューアルを⾏った。

・本 PJにおける能⼒分析は、計画通り年間2回の調査分析（延べ 305名の学生が参加）を進め、学生

の内面変化およびプログラムごとの学修成果についての分析結果を得た。今後はその成果を GEC と

共有し、GEC が進める予定の「⼈間的⼒量に関する学術的体系化と教育プログラムとしての具現化」

と協働しながら、本学における⼈間的⼒量の正課、正課外の全体像を学⽣にわかりやすく⽰すことを

目指す。

・2025 年をターゲットに、学⽣の⼈間的⼒量を⼊学から就職活動、卒業まで⼀気通貫で多⾓的、複合

的に育む組織体制の検討を進める。そのため、将来的な⼈間的⼒量の増進の全学的体制についての素

案を作成し、GECと当プロジェクトとの今後の情報共有、意⾒交換の素地を作った。⼀⽅、社会情勢

が⽬まぐるしく変化する中で、そうした変化にも対応できる本質的な⼈間的⼒量を備えた⼈材の重要

性は高まっているが、現状のプロジェクト体制では取り組みのスピード面や内容面に課題がある。

（３）奨学⾦制度設計 PJ

・国による⼤学等への修学⽀援新制度（以下「国の新制度」という）が 2020 年度から開始されること
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に伴い、めざせ！都の⻄北奨学⾦（以下「めざせ」という）、⼩野梓記念奨学⾦（予約採⽤型）（以下

「⼩野予約」という）、⼩野梓記念奨学⾦（在学採⽤型）（以下「⼩野在学」という）の 2020 年度、

ならびに 2021 年度以降の制度⾒直しを実施することができた。「国の新制度」開始に伴う奨学⾦制

度の⾒直しは 2021年度⼊学者から適⽤されるため、完成年度は 2024 年度となるが、2017 年度の

Vision150⽬標策定の際には予期できなかった「国の新制度」への対応を、約 5か⽉を掛け、理事会

において6度付議議論し（その他、TF等を複数回実施）、持続可能な奨学⾦制度として理事会におい

て合意を得る事ができた。

なお、本制度⾒直しが達成できなかった場合、2020年度において最⼤で 5.4億円程度の⽀出増が⾒

込まれたが、⾒直し案の合意により約 3.8億円の⽀出増、完成年度の 2024 年度は 1.1 億円の支出増

に抑えることができた。

・「めざせ」は地⽅からの進学促進の制度である（地⽅性の回復、多様性の確保）・「⼩野予約」は経済

⽀援のための奨学⾦である。（「国の新制度」と⽀援対象が重複する）

・「国の新制度」は授業料減免と給付奨学⾦で成り⽴っており、過大な支援になってしまうおそれもあ

る。

・国が低所得者層に配慮していることに留意する必要がある。

そして特に、これまで本学の経済⽀援型奨学⾦に対して、半額補助されていた経常費補助⾦特別補助

が 2020年度から廃⽌されることから、財政的な制約により、これまでどおりの奨学⾦制度を続ける

ことは難しいという合意のもと、真に勉学に励む学⽣を⽀援するための奨学制度を構築することがで

きた。

・急な「国の新制度」の開始に端を発して、学部学⽣の奨学⾦制度の⾒直しについて理事会での議論を

十分に深めた上で、実施することができた。一方で、⼤学院⽣のための奨学⾦制度については、⼤学

院博⼠後期課程研究者養成奨学⾦など⼤規模奨学⾦制度は⽤意されているものの、まだ議論が尽くさ

れていない。従って今後は、⼤学院⽣、研究者養成のための奨学制度について検討を進める必要があ

る。

（４）海外留学促進 PJ（国際教育企画課）

→核⼼戦略⑧に記載

（５）留学⽣受⼊促進 PJ（国際教育企画課）

→核⼼戦略⑧に記載

（６）教育制度改⾰ PJ

・「教員採⽤に関する報告書」は定着し、テニュアトラックの制度の改定を実現し、教員増を伴う学術

院等将来計画の支援も実施できた。

・上述３件以外の施策は⼗分に実⾏できていない。なお、「複数の研究科を跨いだプログラムの検討」

については、卓越大学院の申請のなかで、これに似た施策が実施できることから、採用された場合に

はこの施策は実施できることとなる。

・特に卓越大学院が採択された場合には、一つの研究科を中心に全研究科が関わるプログラムとなるた
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め、複数の研究科を跨いだプログラムが円滑に実施できるように取り組んで⾏く。

（７）社会人教育プログラムの拡充 PJ

・リカレント教育事業の計画として、既に始めているWASEDA NEO事業の 2022年度事業計画の⾒直

しの他、エクステンショセンターの新規事業を進めており、新たにセカンドステージを意識した社会

人教育の構想について検討を開始した。

・社会人等、学外者を対象とした本学が提供する教育プログラムについて、学外から様々な形態、レベ

ルで期待が高まる中、学内各箇所によってプログラムが展開されてはいるものの、学内における運営、

制度、⼿続きが明確でないため、⼤学全体としての強みを⽣かし切れていない現状を踏まえ、全学的

にプログラムの開設、継続⼿続きの整理を⾏った。このことにより、学内各箇所が実施する学外者向

けの教育プログラムの独⾃性、強みは活かしながら、⼤学全体としての受講料設定含めた開設⼿続き

を明確にすることで、学外者向け教育プログラムに関する情報が一元化され、学外に向け、早稲田の

教育を効果的に情報発信し、⼤学全体としてより強⼒に外部資⾦の獲得にもつなげていく。
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■■■

■■ 核⼼戦略３ 教育と学修内容の公開

■

＜目的・目標＞

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

ターネットによるオンデマンドシステム、オープンコースウェアなどの活用や、学修ポートフォリオを

構築し、レポート等だけではなく、自己 PR なども発信することが可能となり、就職活動のツールとし

ても役⽴つことになる。既存のシステムを利⽤してもかなりのことが可能であるが、本学の教育内容が

受験⽣や保護者、学⽣や社会へ公開されることにより透明性を⾼め、本学の教育活動への理解と評価を

求めることとする。同時に、世界の優れた授業を積極的に取り入れる、あるいは授業交換・共有などを

通して、多様な授業展開をできるところから始めていく。

さらに英語化の次を⾒据えた「教育の多⾔語化」の検討と準備を進める。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１）教育方法の革新と学生の主体的・能動的な学びを支え

る情報基盤構築 PJ（情報企画課）
④対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏

２）「Good Practice」の整理および展開・定着 PJ（大学

総合研究センター）
④対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏

３）授業における TA制度の活⽤・授業形式⾒直し PJ（教

務課）

④対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏

⑤大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進

○核⼼戦略総括

・授業の公開については、動画制作・配信ツール Contents Creation Studio と次期 Learning

Management System（LMS、以下、Waseda Moodle）の機能連携に伴い、動画コンテンツの収録、

保存、配信までの⼀連の流れをスムーズとした結果、新型コロナ影響拡⼤によるオンデマンド動画

収録の対応も増えたこともあり、昨年度と⽐べて、利⽤者を⼤幅に増加させることができた。

・LMS利⽤授業⽐率については、90.8％と前年より更なる利⽤率向上が実現できた。今年度は、Waseda

Moodleのトライアル利⽤を実施し、LMS利⽤のメリットを周知しながら 2020 年春学期からの本番

利⽤にむけて、システム改善を実施してきた。また、新型コロナウイルスの影響拡⼤による対応とし

て、リアルタイム配信授業でも対話型、問題発⾒・解決型教育を担保するための Tips を Waseda

Moodle や Teach Anywhere（本学オンライン授業実施のための情報サイト）にて広く共有する事が

できた。

・外国語による授業割合については、英語学位数の増加に伴って微増している。今後、目標に向けての

アプローチ方法として、各学術院へどのように働きかけるかを引き続き検討する必要がある。

・シラバスの英語化については、「授業内の使用言語でシラバスを作成する」という本学方針に基づき、

英語化対象科目や手段、目標達成に向けた積極策を検討した。学部においては割合が 17.5%と年度

⽬標を達成しているものの、⼤学院については主に⽇本語による授業のシラバス英語化率が⽬標より

年 間 報 告
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低く、今後大学院や英語学位設置学部を中心にシラバス概要の英語化を進め、学修内容の公開に貢献

することで、目標値の改善を図りたい。

○プロジェクト総括

（1）教育方法の革新と学生の主体的・能動的な学びを支える情報基盤構築 PJ

・授業支援システムの再構築と普及、CTLT 教室及びラーニングコモンズの利⽤促進、動画コンテンツ

統合プラットフォームの導入は、計画どおりに進捗しており、目標達成している。

・新 LMS の導⼊によって、対話型・問題発⾒型教育の実現に寄与する機能が導⼊できている（個別フ

ィードバック機能の充実、ピアレビュー機能の導入など）。新システムの導入を契機として新たな教

育スタイルを取り⼊れている科⽬もあり、今後は事例の発掘と周知を進める。２０２０年度は「導入

フェーズ」から「拡張フェーズ」への移⾏と考えており新たな機能（plugin）を積極的に追加・導入

を⾏っていく。また、システム利⽤⼈数・利⽤科⽬数だけではなく、利⽤者満⾜度の向上を⽬指す。

・学修ポートフォリオの普及に関しては、新⼊⽣向けの配布物など⼀定の効果があった。また、留学セ

ンターが実施している帰国報告書を取り込むなどの成果が得られている。ただし、春学期に授業での

活⽤を実験的に⾏った学部では、⼗分な教育的効果が確認できず、２０２０年度以降の活⽤について

は⾒送りとなっている。今後授業以外での課外活動での活⽤に集中して利⽤ニーズの発掘を⾏う。

・edXの全講座の延べ受講者数は、2020年 1月時点で 10万人を超えた。

（2）「Good Practice」の整理および展開・定着 PJ

→核⼼戦略④に記載。

（3）授業における TA制度の活⽤・授業形式⾒直し PJ

→核⼼戦略④に記載。
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■■■

■■ 核⼼戦略４ 対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏

■

＜目的・目標＞

授業の簡易収録・⾃動収録の仕組みや教材の電⼦化を⽀援する体制を構築し、授業内容のデジタル

化を促進し、多くの講義科目のオンデマンド化を図っていく。 その上で、１年次より演習・ゼミを

主体とする学生の発表やディベートなど、学生参加型の授業を展開することにより、個別的直接指導

を強化する。また、プロジェクト型の授業形態により、集団での問題発⾒・解決の機会を増やすこと

とする。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１）「Good Practice」の整理および展開・定着 PJ（大学

総合研究センター）
③教育と学修内容の公開

２）教育方法の革新と学生の主体的・能動的な学びを支え

る情報基盤構築 PJ（情報企画課）
③教育と学修内容の公開

３）授業における TA制度の活⽤・授業形式⾒直し PJ（教

務課）

③教育と学修内容の公開

⑤大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進

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

５）科⽬数削減、密度の⾼い教育の推進 PJ（教務課） －

６）多様なｺﾐｭﾆﾃｨ形成のためのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ環境

の実現PJ（情報企画課）
⑬早稲田を核とする新たなコミュニティの形成

○CTLT拠点開設

2020 年 4月に CTLT（Center for Teaching, Learning and Technology）を開室した。教職員を対

象に、大人数授業における双方向型授業や、アクティブ・ラーニングを使った授業の運営支援、IT利

⽤⽀援などワンストップサービスを提供し、対話型、問題発⾒・解決型教育授業運営に関する多様な

支援を強化している。

○「Good Practice」の整理および展開・定着 PJ

・全学 FD について、以下の内容を実施している。①学生授業アンケートの集計結果を授業担当教員

全員にフィードバックすること、②新任教員セミナーの開催、③海外 FD 派遣、④授業支援システ

ム LMS の教員向け利⽤研修、⑤教員表彰制度の実施、⑥アクティブ・ラーニング手法に関する動

画の視聴、⑦教員相互の授業⾒学、⑧FD のオンデマンド研修コンテンツを作成し、全学に公開。

・Learning Management System（LMS：現在はCourse N@vi、次期新システムはWaseda Moodle）

教員向け利⽤研修を⾏い、これまで本学教員が蓄積してきた対話型、問題発⾒・解決型教育をオン

ライン上で実現するためのGood PracticeをWaseda Moodleトライアル報告会にて共有すること

ができた。

・学生授業アンケートの集計結果等を、授業担当教員全員にフィードバックしており、少人数授業に

年 間 報 告
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も対応する実施形態や設問内容を検討した。また、学生授業アンケートの結果を活用し、優秀な授

業を表彰する早稲田大学ティーチングアワード、ITCを活用し優れた教育効果を上げている授業を

表彰する WASEDA e-Teaching Award を実施し、表彰された教員の教育手法を中心に Good

Practice の普及に努めた。

・教員表彰制度の全学展開を⽬標に、改定を検討課題として着⼿した。⼀層の教育内容の透明化およ

び社会からの理解と評価に対して有効性を⽬指し、既存の早稲⽥⼤学ティーチングアワードならび

にWASEDA e-Teaching Award の一体化を教育方法研究開発委員会にて協議し、委員会において

理解を⽰されたことを確認した。今後教員表彰制度の全学展開は必須と考えており、そのための運

用方法の改善を図っていく。

・海外連携 FDについて、クィーンズランド大学（UQ）招聘講師による研修ワークショップ、ワシン

トン大学（UW）への教員派遣プログラム、米国五⼤湖・中⻄部私⽴⼤学連盟加盟校（GLCA）への

教 員派遣プログラムを実施した。ワシントン大学に派遣する前のオンラインプログラムやセミナ

ー内容を同大学に詳しく共有し、現地で実施されるプログラムと連携し、学習効果を向上させるこ

とができた。また、ワシントン大学とジョイントアポイントメントとして次席研究員（Instructional

Consultant）の招へいを⾏い、授業コンサルテーションやワークショップを実施することで、2020

年度にオープンするCTLT拠点にて提供する授業コンサルテーションサービスを計画するうえで参

考になった。

・海外連携 FD へ応募する教員、特に専任教員がなおも少ない。日程のほかに阻害要因がないか、次

年度以降に分析したい。2020 年度より新設予定の英語プログラム担当教務主任へ個別に依頼し、

専任教員や着任後5年以内の教員、テニュアトラックの教員に対して広報を⾏う。また、参加可能

な枠組みを増やす取組として、オンラインによる FDプログラムを展開する可能性を検討する。

・TA カンファレンスを定期的に開催し、各箇所の⾼度授業 TA 従事者による Good Practice の共有

を⾏っている。

・全学 FDプログラムならびに⾼度授業 TA研修プログラムの開発を進めた一方、全学 FDコンテンツ

の視聴実績は十分なものではなく、今後、コンテンツの拡充に加えて、教員が主体的に視聴するた

めの仕掛けを検討していく必要がある。

○授業における TA制度の活⽤・授業形式⾒直し

・前年度に申請があり配置された⾼度授業 TAに対して、⾼度授業 TA 研修を経て授業に至っている。

教育⽅法研究開発委員会でワーキンググループを⽴ち上げ、⾼度授業 TA配置について、対象授業、

申請⽅法、審査⽅法などについて議論し選出基準を決定した。⾼度授業 TA が身に付けるべきスキ

ルを学ぶためのオンデマンドコンテンツは⾼度授業 TA 対象者の視聴を必須としている。

・2020 年度 TA 配置対象授業の採択方針、申請方法、申請スケジュール、配置対象授業採択決定方

法について、前年度と同じ⽅法を採用した。また、新たに、複数クラス開講している授業の申請方

法、学部・研究科のカリキュラム上、必修科⽬などに⾼度授業 TA の配置を希望する場合の学術院

としての申請方法、次期 LMSを活用した Good Practice ための申請方法について教育方法研究開

発委員会に提⽰し、委員会で議論して選出基準を決定し、⾼度授業 TAの拡大を図った。

・⾼度授業 TA を労働⼒としてではなく、大学院生の「育成」に関する視点の再確認をし、2019 年
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度春学期に⾼度授業 TAと大学院生向けのワークショップを 6回開催し、2020年度からGEC設置

科目として、準備を進めている。
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■■■

■■ 核⼼戦略５ 大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進

■

＜目的・目標＞

学生は単に教育を享受する存在ではなく、教職員とともに大学の主人公であると位置づける。学生

の参画により教育・研究を豊かに展開するとともに、それらの活動を通じて学生の声や提案を取り入

れる仕組みを構築する。

早稲⽥⼤学の特徴であるボランティアやサークル活動で学⽣が⾝に付けた知識や経験などを⼤学

の発展に活かすとともに、例えばＴＡやＲＡの役割を⾒直し、学⽣の志向、能⼒、専⾨性を活かした

仕事をスチューデント・ジョブとして創出する。スチューデント・ジョブは、学内でできる就労体験

としてキャリア教育となるばかりでなく、地⽅出⾝学⽣や留学⽣の経済⽀援にも役⽴つはずである。

このような学⽣参画の中で、⼤学は次代を担う世代の潜在⼒と新鮮な発想を組み込んだ改⾰を進め

ることができ、学生たちは大学という共同体における自らの存在意義を自覚し、卒業後に社会を支え

る⼀員としてそれぞれの持ち場を担う準備を⾏うことができる。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１）学生参画の仕組み創設 （学生部） －

２）授業におけるＴＡ制度の活⽤・授業形式⾒直し（教務課）
③教育と学修内容の公開

④対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏

○核⼼戦略総括

・下期に開催された⼤規模な⾏事等に参画した学⽣団体や⼊試監督等が対象となったこともあり、達成

率は約 150％と目標を大幅に上回っている。

・これまで対価の生じない学生参画活動については学生部でも実態を把握しきれていなかったため、下

期においては全学的な調査を⾏うことで実態把握に努めた。

・既存の学生参画活動については、調査により実態を把握しつつあるため、今後は新たな学生参画の場

を創出する取り組みを検討したい。また、学生参画活動についての調査は今後も継続的に実施し、

2020年度の結果を⾒ながら、2021 年度以降の KPI の再設定を検討したい。

・⾼度授業 TA、カリキュラムTA、自学自修TA（以下、「Vision 枠 TA」とする）の予算は前年度⽐＋

1.16 倍、2⽉勤務分までの執⾏額＋1.02 倍という点からも、TA等の活用実績は増大している。

・過年度の予算執⾏状況より、Vision 枠 TAについてはいずれの種別においても執⾏率 100％を超えて

いる一方、既存 TA予算については 68％にとどまっていることから、従来の授業事務補助的役割か

ら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ことのできる⾼度授業TA等に移⾏が進ん

でいることが伺える。現在 Vision 枠 TA を活用している箇所については、今後もVision 枠 TA の活

⽤にさらなる拡⼤が⾒込まれることから、⼤学全体として Vision 枠 TAの活用の拡大が促進される

よう、現在、Vision 枠 TAを活用してない箇所について、実態やその原因を調査し、活用を促したい。

年 間 報 告
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○プロジェクト総括

（１）学生参画の仕組み創設

・全学的な学生参画の取り組み状況の調査を実施したことで、学内に点在している学生参画活動を把

握しつつあると⾔える。それぞれの⽬標については、順調に進捗し、ほとんどの年間⽬標は達成し

ている。但し、年度末に実施予定だった企画（SPECやWaseda Vision 150 Student Competition）

については、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、開催を中止・延期している。

また、スチューデント・ジョブについては2020年 4月 1⽇より「学⽣スタッフ就業規程」の施⾏

開始が決まっている。

・下期においては、対価の⽣じない学⽣参画活動について全学的な調査を⾏ったことで、これまで学

内に点在して把握しきれていなかった活動とそこに携わる学生を把握しつつある。

問題点としては、新定義である「⼤学の利益、価値向上につながる活動をしている学⽣」の対象と

なるか否か、今回の調査では各箇所の判断に委ねたため、同じ活動をしていても所属箇所によって

対象とするかどうかの判断が分かれていたことが挙げられる。

・次期⽬標の数値⽬標については、現⾏を維持し、達成に努める。また、新型コロナウィルスの感染

拡大に伴い、イベント等が中止や延期の措置を取られているため、2020年度については、それぞ

れの数値について減少が⾒込まれるが、数値の推移について要因の分析を進めた上で、2021 年度

以降の KPI の再設定を検討したい。

（２）授業におけるＴＡ制度の活⽤・授業形式⾒直し

→核⼼戦略③に記載
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■■■

■■ 核⼼戦略６ 早稲田らしさと誇りの醸成をめざして—早稲田文化の推進 

■

＜目的・目標＞

早稲⽥⽂化を早稲⽥の内外、特に、外から⾒たとき、それは早稲⽥らしさと結びつく。早稲⽥らしさ

が語られるとき、早稲⽥の関係者は、早稲⽥への帰属意識と誇りをあらためて感ずることになる。

本戦略の⽬的は、

１）早稲田文化とは何かをあらためて確認するとともに、その充実と展開のプロセスを明らかに

すること

２）早稲田文化を早稲田らしさの評価につなげ、その評価を高めること

３）早稲田の誇りの一層の醸成

にある。目的の実現を通して、新たな文化の創成への寄与をめざす。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１）文化・芸術の推進とキャンパスからの文化発信 PJ（文

化推進部）
－

２）地域との連携による文化発信と施設の有効活用 PJ（文

化推進部）
⑬早稲田を核とする新たなコミュニティの形成

３）バーチャルミュージアム－文化資源データベース公開

の強化・拡充 PJ（文化推進部）
－

４）早稲⽥⼤学百五⼗年史編纂 PJ（文化推進部） －

５）早稲田スポーツの新たな展開 PJ（競技スポーツセン

ター）

－

６）早稲田らしさと誇りの探求 PJ（文化推進部） －

７）ワセダ演劇の発信⼒強化 PJ（文化推進部） －

新設）国際文学館開設 PJ（文化推進部） －

・広報室等と連携し、文化推進に関する最新の取組みをWeb サイト・SNS・メールニュース・ショー

ウィンドウ等を通じて継続的に訴求したり、Museum Week 等を通じて 4ミュージアムやキャンパ

ス内の文化財を楽しみながら回遊できるイベントを多数展開し、ステークホルダーがキャンパスを実

際に訪れ、多様な早稲田文化に触れる機会を提供した。SNS等を積極的に展開する一方、アクセス

数やフォロワー数よりも、自ら希望しなければ配信されない「メールニュース」の登録者数を目標値

としている。2019年度は⼤幅に上⽅修正した⽬標値にはわずかに達しなかったが、熱⼼な早稲⽥⽂

化ファンを開拓し、本プロジェクトを着実に遂⾏していると考えられる。

・地域連携では、本庄早稲田の杜ミュージアムに関する基本契約書を 7月に本庄市と締結、8月には

改修工事に着手し、2020年度の開館に向けて準備を進めている。深⾕市や美⾥町、上⾥町、神川

町等の周辺⾃治体と協⼒した地域連携展覧会も計画するなど、⼤久保⼭周辺の貴重な遺跡に囲まれ

年 間 報 告
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た一帯「本庄早稲田文化の杜」の中核として、地域文化の発信拠点を目指している。新規事業とし

てミュージアム開館との相乗効果を狙い、本庄市での学生団体コンサートの実施も計画していたが、

新型コロナウイルスの影響により中止となった。

・⽂化資源データベースは、収蔵品管理システムを安定的に運⽤する一方、公開件数も 2022年度⽬

標 87万件を大幅に超える状況のため、目標値を100万件に上⽅修正したが、すでに今年度で登録

件数は 100 万件を超え、搭載データベースも 87種に達した。種々の改善により利便性も向上し、

研究・教育等に広く活⽤され、年間アクセス数は⽬標値を⼤幅に上回っている。バーチャルミュー

ジアムについては、サーバの設置・構築など機能の開発を完了、⽂化資源データベースとの連携も

実現し、現在コンテンツ構築の段階にある。

・百五⼗年史編纂については、①Wiki と多目的掲示板の 2種類のシステム構築を目指し、業者選定

を⾏った。②「課程表・学科配当表データベース」がまもなく公開できる⾒込みとなり、「留学⽣

関係情報データベース（仮称）」も新規構築予定となった。③12月に「大学史に学生は入っている

か―『⼩樽商科⼤学百年史』の経験から―」と題して第 5回大学史セミナーを開催した。④専門委

員による校閲が始まるなど、第 1巻草稿の執筆・編集がさらに進展した。⑤キャンパス企画部、商

学学術院、教育・総合科学学術院、政治経済学術院へヒアリング調査を⾏い、うち数か所から資料

寄贈の申し出があった。

・早稲田スポーツ関係では、WAP（早稲田アスリートプログラム）テキストを刊⾏し、全部員および

指導者に配布した。天候や新型コロナウイルスの影響を受けながらも、WAPの各活動を以下のよ

うにほぼ目標通り実施した。

①ボランティア・地域貢献活動プログラムには、体育各部の部員が伴走など各種ボランティアに参

加したり、スポーツ教室の運営等に参画している。2019年 4⽉〜2020 年 3月を通じて、のべ

1,352 名の参加があった（前年度実績 1,319名）。また、東伏⾒スポーツフェスタは、⾬天のな

か約3000 人が参加した。

②国際交流プログラムは、野球部の海外遠征のほか、海外研修⽀援制度を利⽤して、上半期は空⼿

部、ゴルフ部、アーチェリー部、下半期は水泳部（10/31〜11/5 オーストラリア、5名参加）

と剣道部（2/18〜2/27 スペイン、6名参加）が海外遠征を⾏った。

③人格陶冶のための教育プログラムでは、山口香氏（ソウル夏季オリンピック 柔道銅メダリスト）

および⼤⽇⽅邦⼦⽒（校友、⻑野冬季パラリンピック スキー滑降⾦メダリスト）を招いて講演

会を開催。前者は体育各部 1年⽣、後者は体育各部 2年⽣がそれぞれ約 400 名聴講した。

・歴史館やスポーツミュージアム（昨年3⽉開館）では、定期的な展⽰更新等の⼯夫により、着実に

入館者数を伸ばしてきたが、2⽉以降の新型コロナウイルスの影響も⼤きかった。歴史館について

は入館者数の目標値を上方修正し、スポーツミュージアムは新たにKPIとして入館者数を設定した。

6⽉には『歴史館でたどる早稲⽥⼤学』を出版部より刊⾏し、歴史館の周知だけでなく⼤学の歴史

や現状、将来計画について幅広く発信している。スポーツミュージアムでは、44の体育各部を3

か月ごとに 6部づつ入れ替えながら展示している。

・演劇博物館は、悲願のエレベーター・入口スロープ・誰でもトイレの設置のため、下期も開館期間

が 2か月弱という厳しい状況だったが、上期に続いて二つの企画展・特別展のほか、野外映画上映

会や児童演劇、パフォーマンス等のイベントや、展示解説の多言語化（英・中・韓）、こども向け
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小冊子『エンパク鑑賞ガイド』作成、狂言や常盤津の特別支援学校への出張教室など、「多様な意

味でのワセダ演劇の効果的発信」に資する活動を展開できた。

・どらま館は、下期に予定した演劇サークル座談会や連続ワークショップを、演劇サークルの個別ヒ

アリングと⾃主ゼミ企画に変更して実施した。2020年度年間プログラム作成や運営体制の整備と

並⾏して、演劇博物館連携企画の運営、テレビマンユニオン企画への協⼒、制作ワークショップ、

自主ゼミ企画、全国小劇場ネットワーク連携事業への参加、学生スタッフによる早稲田演劇批評紙

『どらま館通信』（どら通）発⾏の監修等を⾏ったことで、通年度では数値⽬標を⼤きく上回る結

果となった。

・国際文学館（村上春樹ライブラリー）については、6⽉に箇所として正式に設置されて以降、資料

の受⼊・整理等とともに、4号館における必要施設や配置の調整を⾏いながら、隈研吾事務所とも

連携して設計作業を進めている。11月には「村上春樹と国際文学」と題して演劇と国際シンポジ

ウムを組み合わせたイベントを井深ホールで開催、WASEDAサポーターズ倶楽部を通じた寄付募

集を10月から開始するなど、2021年度の開館に向けて計画通り事業を進めている。助手も10月

から 1名を雇用したほか、この 4月に新たに 1名を雇用予定で、研究体制を着々と整えている。6

⽉の総⻑記者発表も多数のメディアに取り上げられ、本学の⽬指す「世界で輝くWASEDA」の実

現に向けた事業の一つとして、国際的な文学研究の発展に寄与する事業をアピールした。

・施策の方向性や達成手段に大きな問題はなく、早稲田スポーツミュージアムの開館（2019 年 3月）

により 4ミュージアム体制が確⽴したことで、⽂化推進活動やキャンパスのミュージアム化への取

組みが、これまで以上に注目を集める契機となっている。ただ、大型台風や新型コロナウイルスの

影響で、早稲田や連携地域でのイベント等が中止になったことはマイナス要因となっている。

・⽂化資源データベースの保守・運⽤ミーティングを今年度は計 11 回開催し、文化資源データベー

スおよびバーチャルミュージアム機能にかかる諸課題の検討・対応を⾏い、公開システムや管理シ

ステムの機能改修を実施した。

・百五⼗年史編纂については、第１巻執筆について、執筆者が授業コマ数の関係もあり繁忙のため、

やや遅れが生じている。また、事務局スタッフに退職者が相次いだため、データベース化事業や資

料調査・収集等に遅れが⽣じている。

・東伏⾒スポーツフェスタは、⾬天のため⽬標の来場者数に達しなかったが、屋内イベントのみにも

関わらず約 3,000 人もの来場者数があり、地域のイベントとして定着してきている。ボランティ

ア・地域貢献活動プログラムは、新型コロナウイルスの影響で3月の活動がほとんど中止だったが、

年間の参加者は前年⽐増となった。国際交流プログラムも、柔道部の台湾遠征等が中⽌となったが、

各部とも独⾃に海外遠征を⾏うなど、積極的に国際交流を図っている。

・演劇博物館では、Waseda Vision 150の予算や外部資⾦を積極的に申請・獲得し、多彩な対象を

⾒据え、館のリソースを活⽤した多くの活動を展開することができた。なお、台⾵により「こども

演劇教室」は中止となった。

・どらま館については、若⼿校友主宰の劇団を中⼼とした学外団体の利⽤促進、在学⽣の来場者数増

と若⼿学外団体との交流⽀援、稼働率向上による学内外への認知度向上、劇場マネジメントスタッ

フの業務効率向上等の課題に着⼿した。引き続き、年間定例企画（招聘公演・技術講習会・演劇ワ

ークショップ・演劇サークル合同座談会）の設定、どらま館利⽤ルールの改善等を⾏い、劇場利⽤
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の⼟台づくりに尽⼒する。

・2019年度にメールニュース登録者数の⽬標値を⼤幅に上⽅修正したが、積極的な登録促進活動に

よりほぼ目標値に達したため、数値目標の設定は妥当であったと考える。あわせて2020 年度以降

の目標値も大幅修正しているので、引き続き早稲田文化ファン増加につながる文化発信活動を展開

し、目標値の達成を実現したい。

・本庄早稲田の杜ミュージアムの2020 年度開館に向け、引き続き本庄市と連携しながら、展示物の

準備や広報施策等を進めていく。学生団体コンサートについては、本庄市からの委託費を原資に来

年度の実施を⽬指し、実施後に事業の継続に対する評価を⾏う。

・⽂化資源データベースは、バーチャルミュージアム機能の開発を完了したことから、来年度はデー

タベースとの融合性を高め、大学が所有する貴重な文化資源を広く社会に公開するとともに、教

育・研究への支援を⾏う。

・百五⼗年史編纂については、①仕様がまだ確定していない多目的掲示板は、人員、運用体制、他箇

所との連携等について引き続き検討を⾏う必要がある。②第1巻の編集作業に人員を割くため、構

築スケジュールを再検討する必要がある。③今後も学内教職員の関心が高いテーマを選定し、学内

広報を重点的に⾏う。④集まった草稿の読合せを⾏い、内容の調整と⽂体の統⼀を図る。⑤可能な

限り、ヒアリング未実施箇所へのヒアリングを進める。

・東伏⾒スポーツフェスタは、会場規模からこれ以上の動員は難しく、来場者数は 4,500 人の維持を

目標とする。WAPについては、2018年度までは「⽇本版 NCAAにおけるWAPの浸透」を目標に

掲げ、適宜UNIVASにも情報提供を⾏い、UNIVAS Awards 2019-20 で「成績管理・対策に関す

る優秀取組賞」最優秀賞のほか、「パーソン・オブ・ザ・イヤー」「安全確保に関する優秀取組賞」

「大会・プロモーションに関する優秀取組賞」「スポーツ統括部局/SA賞」「学修機会確保に関する

優秀取組賞」でそれぞれ優秀賞を獲得するなど、当初の⽬標は⼀定程度達成したと考える。2020

年度以降は、WAPの各活動のさらなる充実を目指し、具体的にはボランティア活動への部員の参

加率向上、WAPで定めた卒業に必要な最低基準の取得単位数を2学期連続で下回る学生の割合の

低下を、新たな目標として設定したい。

・早稲田大学歴史館や早稲田スポーツミュージアムは、定期的に展示を入れ替えながら、訪れるたび

に新たな発⾒や刺激があるような⼯夫を随所に凝らしていくことで、着実に⼊館者数を伸ばしてい

く。

・演劇博物館のWebアクセス数は、今年度上期に下⽅修正した⽬標値を達成できたことから、現実

的な数値になったものと考えるので、次年度以降この修正⽬標値を継続していく。⼀⽅、外部資⾦

の獲得も必要不可⽋であり、演博の多彩な活動の指標となることから今後も⽬標値とする。ただ、

これまでの「共同利⽤・共同研究拠点に対する機能強化⽀援補助」（⽂科省）が 2018 年度で終了

し、「舞台芸術・芸能関係映像資料のデジタル保存・活⽤」（⽂化庁）が 2020 年度は募集しないな

ど、新たな補助⾦獲得に向けた体制構築が必要である。

・どらま館は、新型コロナウイルスの影響で利⽤停⽌中のため、年間プログラムに未確定な部分があ

るが、再開の⽬処が⽴ち次第、実施企画の具体的な準備に取りかかる。学⽣参画数・SNSフォロワ

ー数・Webアクセス数の目標達成、ワセダ演劇の振興への寄与およびどらま館の認知向上につなげ

たい。
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・国際⽂学館は、恒常的な外部資⾦の獲得をもとに研究センターとしての⼟台を築くことを⽬指し、

10年間の中⻑期事業計画を⽴案する。当⾯は、資⾦⾯での協⼒の申し出がある団体の意向を汲み

ながら、効果的な事業を実施し、実績を作る。今後も新型コロナウイルスのため、国内外の出張が

⻑期にわたり制限される可能性が⾼いため、2020年度は開館に向けた施設・展⽰の準備とともに、

データベース構築、Webサイトの製作と著者・著作年譜の作成を軸に進める。さらに、開館後の利

⽤者サービスや利⽤ルール策定の準備を進めると同時に、2021年度以降の研究者・⼤学院⽣の招

聘事業の準備を開始する。
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■■■

■■ 核⼼戦略７ 独創的研究の推進と国際発信⼒の強化

■

＜目的・目標＞

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

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

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１）国際研究大学に相応しい研究人材の集積と活用

（研究企画課・研究⽀援課・研究戦略センター・研究院・国際課）

－

２）独自の強みを基調とした世界と伍する研究拠点の創出

（研究企画課・研究⽀援課・研究戦略センター・研究院・国際課）

－

３）研究の事業化を加速する研究環境と研究組織の拡充

（研究企画課・研究⽀援課・研究戦略センター・産学官推進センター）

－

・「世界で輝くWASEDA」に向けて、2019 年度から、本学の研究推進の総体（プロジェクト）を「早

稲田オープン・イノベーション・バレー構想」と称し、その根幹となる、「オープン・イノベーショ

ン・エコシステム※」の構築を⽬指し、その体現となる核⼼戦略 7 においては、3つの PJ（「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」）に取組み、2019 年度の総括を以下にまと

める。

※オープン・イノベーション・エコシステム：オリジナリティ溢れる研究成果を産業界の高付加価値製

品の開発につなぎ、そこで⽣まれた利益の⼀部を⼤学での次世代研究開発への再投資や⼈材育成、ベ

ンチャー創出等につなげるといった産学連携を推進する際の一連のサイクルが機動的に、発展的に回

転する仕組み。

〇受⼊研究費・戦略的間接的経費増⼤と運⽤⽅法

・受⼊研究費は、公的の受託・共同研究費が前年度⽐、5 億円弱と減額になる中、早稲田オープン・イ

ノベーション・バレー構想に基づく各種施策が結実し、その中でも、科研費が前年度⽐で約 4 億円

増、⺠間からの受⼊額（受託・共同研究、研究寄附）は、前年度⽐で約 2 億円増となり、伸ばすべ

き研究事業が順調に増加している。また、これに連動し、間接的経費（間接経費、特殊間接経費、一

般管理費）は、集計史上初の 20 億円台に乗る等、「研究の事業化」を実現するための資⾦も着実に

伸ばすことができた。

・受入研究費および間接的経費が伸びている要因としては、各種研究機構の整備をはじめ、研究事業を

活性化させるための研究スペースの拡充（121 号館の竣工）や再編の検討、産学連携を活性化する

ためにリサーチイノベーションセンター（RIC）、研究推進ワンストップ窓口の設置、オープンイノ

ベーション戦略研究機構が中⼼となって、研究者、⺠間企業等と社会課題に対して、有機的な連携を

年 間 報 告
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図り課題解決に取り組めるような支援体制を整備するなど、研究推進体制全体の強化に資する施策に

取組み、産学連携や拠点形成、⾃⽴的に研究事業を推進する機能が徐々に整備されてきた成果ともい

える。また、URA による継続した公的の受託研究事業の獲得⽀援により、内閣府・戦略的イノベー

ション創造プログラム（SIP）、戦略的研究推進事業（CREST、さきがけ等）や未来社会創造事業等

の大型事業に採択されるケースも増えるなど、研究大学強化促進事業を契機に体制整備を図った

URAによる⽀援活動も年々、成果として顕れている。

しかしながら、本学が“研究の早稲田”として世界と伍していくということでは、受入研究費、大学の

基⾦の規模を例にとっても、海外有⼒⼤学との受⼊研究費の獲得額の差は桁違いで格差も年々拡⼤し

ている。とりわけ、海外有⼒⼤学の基⾦においては、卒業⽣あるいは⼤学発のベンチャーが成功を収

めることによって、その収益の一部を大学に寄付し、それらの財源をも研究環境の整備や研究人材（博

⼠学⽣）確保に回して、研究遂⾏に関る⼈員を整え、それによって研究室では論⽂⽣産数増⼤や共同

研究が進展し、⾼付加価値な製品やサービスの創出に繋げている。このため、外部資⾦を獲得するこ

とが研究者にとっても⼤きなインセンティブに働くという好循環なシステムが確⽴していることか

ら、本学もそれに類する体制、特に理⼯系の博⼠学⽣の確保に係る⽀援や URA、FCM、コーディネ

イター等の人員確保を早急に整えていく必要がある。

・本学の受⼊研究費は、年度によって微減・横ばいもあるものの、直近 8 年間では総体して伸びてい

る。しかしながら、補助事業や科研費は、年々減額傾向で、国のGDPや予算と連動していることを

踏まえると、⼤幅な伸びを期待することは出来ないため、特に⾃助努⼒で伸ばせる⺠間との受託共同

研究費を伸⻑させたい。⺠間からの受託・共同研究と財団助成、研究寄付の総額は、2018 年度で約

25 億円である。また、研究⼈材の確保ということでは、外部資⾦も導⼊して 2032年までに、理⼯

系博士学生数を倍増(1100 人)を計画している。その雇⽤する資⾦と産学連携⽀援⼈材の雇⽤費まで

を考慮すると 60 億円ぐらいが必要(2.5 倍)となる。そこからプラス 35 億円として、受入研究費総

額 150 億円が、近年の経年変化を再慮した2032年の現実的な数値である。

なお、博⼠学⽣数については、海外有⼒⼤学との差を埋めるためには、⼈社系の博⼠学⽣は更なる質

を確保し、理⼯系の博⼠学⽣に⾄っては、産業競争⼒、就職、研究費獲得を考えると、技術競争が活

発で、市場が拡⼤していく分野・専攻を念頭において、現状（約 500 名）の 6 倍程度（3000 人）

まで増加させる必要があるため、それを実現するための経済的な⽀援策の検討等を⾏っていく。

そして、これらの研究資⾦の増分から得られる間接的経費を利⽤して、研究推進⽀援者(URA、URA

類似職、研究推進部職員、コーディネーター)の増員、研究者⽀援制度（研究⼈材（博⼠学⽣）の確

保、次代の中核研究者、論⽂補助等）を拡充していくとともに、「早稲⽥オープン・イノベーション・

フォーラム 2021」の開催や新たに産学連携の拠点となる研究機構の設置の検討、121 号館を活用し

た研究推進に関る募⾦活動の検討など早稲⽥オープン・イノベーション・バレー構想を実現するため

の研究体制整備に係る諸施策を実施していきたい。

他方、研究大学強化促進事業が 2022年度で終了することを鑑み、本事業で展開している各種施策の

学内予算化を図っていくとともに、大学改革推進に資する研究事業を教務部、国際部等と連携しなが

ら選別し、新たな補助事業の獲得も模索する。

・この他全体に関連する事案として、⽂科省による「2019年度研究⼤学強化促進事業のフォローアッ

プ調査」においては「事業全体が極めて順調に進捗していると判断される」との非常に肯定的なコメ
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ントを受けた。昨年度来、提⽰したロジックツリー・ロードマップを元に「研究の事業化」を中⼼に

据え事業を推進してきたが、本年度からは、本事業の⽀援によって得られた成果の学内への定着を鑑

み、組織とその機能の⾒直し、実施内容の取捨選択も意識して事業を展開した。

〇科学研究費採択件数

・科研費の採択件数は、2019年度新規採択件数：424件、継続課題件数：616 件 計 1040件となり、

過去最高値で目標を上回る結果となった。採択件数ランキングは全国 12 位でありほぼ例年どおりで

あったが、新規採択件数について 10位となり向上した。その結果として約4億円の増額に繋がる等、

学術研究の基盤となる研究資源を確保できた。

・科研費の採択件数が大幅に増えた要因としては、科研費自体の予算増という外的要因が大きいと思わ

れるが、新規採択件数のランキングが上昇したことについては、科研費通信による情報発信、説明会、

指南書の発⾏、モデル調書の公開、URAや名誉教授による申請書作成アドバイスや応募書類のチェッ

クによる成果とも考えられる。

・現時点での 2020 年度の科研費の採択件数は、2019 年度多くの申請・採択されていることと研究継

続中で、新規申請可能な研究者が少なかったことから、減少傾向にある。その点を踏まえて、2020

年度の⽬標値を 1200 件（当初 1290件）と下⽅修正した。次年度⽬標達成のためには昨年年以上に

応募数を増やす必要があり、従来の応募⽀援に加え、応募する意欲・意識を喚起する施策を特定課題

等の学内研究費の活用やRIC と連携しながら対応検討する。

〇QS分野別ランキング100位以内

・QSランキングは、世界 100位以内の分野については、2018年度と⽐較して 1 分野減って（English

Language & Literature）10 分野となり、目標値の 13分野に達しなかった。しかし、世界50位以

内の分野については、2018年度と同じく、「Modern Languages」、「Classics & Ancient History」、

「Engineering – Mineral & Mining」、「Sports-related Subjects」、「Politics & International 

Studies」の 5 分野が入り、国内 4 位に位置づけられている。また、Subject Area においては、

「Arts&Humanities」、「Social Sciences & Management」がそれぞれ世界で 54位、97 位と 100

位以内にランクインし、それぞれ国内2位、3位となるなど、本学の研究⼒や有する総合性が国内外

で評価されている。

また、19年度は研究担当理事とURAが QS社、THE社を訪問し、高等教育におけるランキングの意

義などについて意⾒交換を⾏った。本学執⾏部も THE社の経営層と複数回懇談した。

・SGUモデル 7拠点とURAが連携しながら、ランキング推移を注視しており、各拠点にランキングの

情報をフィードバックしている。また、QS ランキング向上に貢献している次代の中核研究者への支

援も発展的に継続していく必要がある。とくに SGU については、4 年後に補助⾦が終了してしまう

ため、ポストSGUの体制整備を検討する必要がある。

とりわけ、順位が高い複数の分野においては、SGU モデル拠点の活動との相関が強く、SGU での集

中的な投資効果が顕れてきたものと分析している。昨年度来、QS 社からレピュテーションに関わる

データベースを購⼊し、海外から⾒た分野別の評判の強みと弱みの分析を進めてきており、SGUモデ

ル拠点の海外での広報活動などに反映した。また、関連する商⽤論⽂データベースの⾒直しに関して
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は、予算、使⽤頻度、重要性の観点から、Clarivate Analytics との契約を解除し、SciVal に一本化す

ることとした。

・今後は、まず、今回 100 位以内にランクインした 10分野を 100 位以内に留め続けることが必要で

ある。特に、Business & Management Studies(経営・管理学)については、推定順位が100位以

内にとどまっている状況である。合わせて、101-150 位にランクインした 10分野の順位を 100 位

以内に押し上げていくことが必要である。さらに、昨年ランクがついておらず、今年はランクがつ

いた Law(法学)、History（史学）については、大前提として、Scopus に掲載される論⽂を毎年継

続的に発表し、最低必要論⽂数のラインを今後も満たし続けることが必要である。

これらの状況を踏まえ、QSランキングを意識した SGU7 拠点との連携は継続するとともに、レピュ

テーション向上に向けて、今後もQSのみならず THEに対しても、⽇本の代理店も含めて、意⾒交換

や要望を継続して伝えていくことに加え、本学の 800を超える海外の大学・学術機関のネットワーク

を活⽤して、本学の研究⼒や技術⼒の⾼さをアピールする取組みを各種ツールやフォーラムやシンポ

ジウムの場等を活⽤して⾏っていく。さらに、本学の研究教育活動の強みを正しく⼀般社会にも発信

することを目指し、SNSも含めた研究活動の国内外への効果的な発信方法、プレス発表・取材対応な

どの広報関連実務を、広報室、URAと連携して、プッシュ型の情報発信を増大させる。

その上、QS ランキングの向上にも寄与する次代中核研究者の選定には、次点者などの支援も検討し

裾野を広げる検討も⾏う。

〇中⻑期受⼊・派遣研究者数

・中⻑期受⼊研究者数、中⻑期派遣研究者数は、各々958 人(暫定)、184人（暫定）となっており、中

期受⼊研究者数については、順調に伸びている⼀⽅で、中⻑期派遣研究者数はやや鈍化傾向でいずれ

も⽬標値に対しては乖離があるものの、研究者の往来に係る諸制度「国際共同研究推進のための派

遣・招聘費補助制度」等の⾒直し、組織的な国際共同研究を創出する「国際研究プロジェクト創出⽀

援プログラム」の運⽤、オックスフォード⼤学等の海外有⼒⼤学との間で国際共同研究プロジェクト

の検討等、海外研究機関との連携強化に資する施策を展開した成果が徐々に顕れ始めている。

・中⻑期受⼊研究者数については、「国際共同研究推進のための派遣・招聘費補助制度」は当初予算

（25,000千円）を上回る利⽤申請があるなど積極的な活⽤進んでいる。⼀⽅、中⻑期派遣研究者数

は、ボン⼤学・ブリュッセル⾃由⼤学等の戦略的に重要なパートナー⼤学との研究交流に予算を配分

し、研究交流活性化を促進している。他⽅、国際共同研究に係る国内外のファンドへの採択、いわゆ

る国際共同研究に関する外部資⾦の獲得額は、徐々に増えるに傾向にあるものの伸ばす余地はあり、

これらが獲得出来れば、そのプロジェクトに紐付く研究者の往来が進むと考えられる。

・中⻑期受⼊・派遣研究者数は、「国際共同研究推進のための派遣・招聘費補助制度」等の諸制度の活

⽤をはじめ、「国際研究プロジェクト創出⽀援プログラム」の戦略的な運⽤、新たに海外有⼒⼤学と

の間での国際共同研究プロジェクトの検討等、いずれも国際共同研究に資する外部資⾦の獲得を前提

とした施策の策定、運用を国際部と協働して展開する。



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

27

■■■■

■■ 核⼼戦略８ 世界のWASEDAとしての国際展開

■

＜目的・目標＞

早稲田大学が教育・研究面で世界に貢献するにあたって、教員個人やそのグループ、そして各学部・

研究科、本部の各部門のイニシアティブが重要であることは言うまでもないが、世界貢献をより効果的

に⾏うためには、⼤学全体としての国際展開戦略を策定することが不可⽋である。

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

構築し、進めていくかが重要となる。

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

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

また、海外拠点に関しては、国際展開戦略との関係でその役割を明確にし、拠点の地理的配置や適切

な人員構成・組織形態・運営体制を検討する。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１）海外拠点の役割の明確化と、その活用 PJ（国際課） －

２）戦略的広報の推進 PJ（広報課、国際課） ⑫進化する大学の仕組みの創設

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

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

○核⼼戦略総括

・北⽶ならびに東アジア地域を国際ファンドレイジングの優先的に取り組む地域と位置付け、サンフ

ランシスコならびに台北オフィスとの連携の⼀層の強化を図った。

・留学フェアの来場者や留学準備講座の受講者については増加に転じた。

・学術院訪問や事務レベルでの意⾒交換を経て、各箇所と連携した取組に着⼿した。

・留学⽣受⼊については、⼤学院の正規⽣や交換留学⽣を中⼼に継続的に増加しており、5 月および

11⽉の定点では対前年で３００名以上増加している。

・⽇本語教育研究センターを中⼼に留学⽣の⽇本語⼒強化のサポートやキャリア⽀援を⾏った。

・交換留学⽣寮については、直営寮以外の宿舎と連携を強め、事前に枠を確保することによって、年

間を通じ選外者が大幅に減少した。

・国際機関でのインターンシップの機会を拡大した。

・２０２０年度については、全般的に新型コロナウイルスの状況に応じ、従来とは異なる対応、施策

が必要となるため、適宜柔軟に検討する必要がある。

・２０２０年度については、全般的に新型コロナウイルスの状況に応じ、⽬標設定を機動的に修正す

る必要がある。

年 間 報 告
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○プロジェクト総括

（１）海外拠点の役割の明確化と、その活用 PJ

・年間を通してほぼ計画通りの進捗状況となっており、拠点が関係した⾹港中⽂⼤学や清華⼤学との

ダブルディグリー協定締結や、北京⼤学・康師傳控股との三者協定締結等の諸活動について、本学

トップページのほか、リニューアルした中国展開の現地サイト等を積極的に活用して情報発信に努

めた。

・研究交流事業については北京⼤学内にオフィスを設置し、業務委託の形態で年間５回の交流会を開

催した。

・北⽶ならびに東アジア地域を国際ファンドレイジングの優先的に取り組む地域と位置付け、サンフ

ランシスコならびに台北オフィスとの連携の⼀層の強化を図った。

・米国 NPO 法人Waseda USA の IRS 法人ステータスについて、寄付者が最大限のメリットを享受

できる Supporting Organization（IRC509(a)(3)） への申請⼿続きを⾏った。

・北⽶では 10の稲⾨会が参加した北⽶地区稲⾨会合同懇親会を 2019 年 5月に開催したほか、2020

年 2月にはワシントンD.C.にてワセダフレンズを対象としたネットワークイベントを開催した。

・海外留学促進、留学⽣受⼊促進、共同研究実施、国際ファンドレイジング実施等、海外拠点の⽴地

や業務遂⾏体制等を考慮しながら業務を遂⾏しているが、世界的な新型コロナの感染拡⼤により、

3⽉よりサンフランシスコやバンコクにおいて外出禁⽌や臨時休校措置が取られ、テレワークでの

業務遂⾏を余儀なくされた。

・2020 年度末にUSJI（ワシントンD.C.）ならびにWABIOS（シンガポール拠点）を閉鎖する予定

としていることから、2021 年度以降の北⽶拠点ならびに東南アジア地域拠点の役割と業務遂⾏体

制の検討に着手する。

・ブリュッセルオフィスについても開設から 4年が経過し、ブリュッセル自由大学やボン大学との研

究交流を通じて、本学のプレゼンスの向上を図った。

（２）戦略的広報の推進 PJ

⇒核⼼戦略⑫に記載

（３）海外留学促進ＰＪ

・⻑期留学に申請した学⽣の歩留り向上については、昨年度の出願内容を分析のうえ、広報内容の⾒

直し等を実施したもの⽬⽴った改善に繋がらず、今後の課題として残った。歩留りの改善策として、

プログラムリストの改修による検索性の向上、Web 申請フォーム上の注意書きの追記、留学説明会

にて申込倍率の低い⼤学リストの配付や、選考対象外となるケースの例⽰（書類不備、英語スコア

未達等）などを⾏った。

・留学フェアについては、来場者が⼊場しやすいように各ブースを配置する等、会場レイアウトを⼯

夫することにより来場者数が増加した。

・理⼯学術院と連携し、特定の短期プログラムに理⼯パートナーズ奨学⾦が導⼊されたことにより、

理⼯の学⽣の参加者が２０名増加した。

・期間的に１年間の留学が難しい学⽣のニーズに対応していくため、半期プログラムの選択肢を３プ

ログラム・２３名枠拡大した。
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・短期派遣留学については、外部機関のプログラム内容の調査、ヒアリングを実施し、特に８つの機

関については学生周知を強化した。

・ダブルディグリープログラムについては、香港中文大学（社会科学部、国際教養学部）、清華大学

（社会科学研究科）、国⽴政治⼤学（商学部）、ブリュッセル⾃由⼤学（アジア太平洋研究科）がそ

れぞれ⼤学間・箇所間の学⽣交流協定を締結した。

・国際課所管の「⼤学院⽣短期派遣助成制度」と研究⽀援課所管の「国際会議論⽂発表補助費」を統

合し、利⽤者の利便性を⾼め、適⽤対象者を拡⼤する制度改正を⾏った。

・⻑期留学に申請した学⽣の歩留り向上については、海外⼤学のオンライン科⽬・プログラム履修等

により、事前に留学先での授業をイメージできるような機会を設け、実現可能性がより高くなるよ

う一層の働きかけを検討している。

（４）留学⽣受⼊促進ＰＪ

・留学⽣への⽇本語教育⽀援として、⽇本語教育研究センターが開設している「わせだ⽇本語サポー

ト（わせサポ）」にて以下の活動イベントを実施した。

・10月、11⽉に⽇本語能⼒試験（JLPT）対策講座として「JLPT に向けてがんばろう！」を開催し、

合計110名の留学⽣が参加した。

・11月、12⽉にキャリアセンターの協⼒のもと、キャリアセミナー、キャリア個別相談会、合計 72

名の留学⽣が参加した。

・タンデム（言語交換）の取り組みを新規に開始し、70名の応募があった。マッチングの結果15ペ

ア（30名）が実施した。

・留学⽣へのキャリア⽀援として、⽇本語教育研究センター設置のビジネス⽇本語科⽬ 5 科目におい

てキャリアセンター訪問授業を実施し、キャリアセンターの紹介およびキャリア情報の提供を⾏っ

た。日本のお正月文化を体験してもらうべく、大隈庭園でもちつき大会を開催し、合計 583 名の留

学生が参加した。

・交換留学⽣の住居については、協⼒施設との連携が年間を通じて機能し、クレームの発⽣はなかっ

た。

・日本語教育研究センターの JLP学⽣を対象にした宿舎の開拓に成功した。新型コロナウイルス影響

で、学生の来日が遅れているため、それらの宿舎への入居者数の集計ができていない。また新しい

選択肢として、短期プログラムの参加学生向けに Homii というホームステイの新しいプログラムを

導入することとなった。

・受⼊留学⽣をサポートする W-Mentor を開始した。W-Mentor は、早⼤⽣が受⼊留学⽣と国際交

流イベントや相談対応を通じて親交を深め、留学⽣が安⼼して早稲⽥での学⽣⽣活を送れるように

サポートするシステムである。初年度にも関わらずに留学⽣500人、早大生100人がメンバーに 登

録し、学⽣が主体となって留学⽣を⽀援している。W-Mentor は、学生の大学運営への積極的な参

画を促す取り組みとして実施しているスチューデント・ コンペティションで 2017 年総⻑賞を受

賞した企画である。



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

30

■■■

■■ 核⼼戦略９ 新たな教育・研究分野への挑戦

■

＜目的・目標＞

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

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

断する新たな学問領域の創出に挑戦する。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１）健康・医療分野検討 PJ（教務部教育システム課、総⻑室経営企画課）

２）分野連携検討 PJ（研究推進部研究企画課、研究戦略センター）

（１）健康・医療分野検討 PJ

○教育プログラムの展開

グローバルエデュケーションセンターに全学副専攻「健康・医療」を設置している。2018年度は 4

⼈が修了し、2019 年度は 3⼈が修了した。本副専攻の指定科⽬である「地域医療学概論」は連携協

定先である奈良県⽴医科⼤学と引き続き共同で実施している。

本学データ科学総合研究教育センターおよびグローバルエデュケーションセンターの教育コンテン

ツである統計リテラシーα・β・γについて、東京医科⻭科⼤学に設置されている「医療・創薬 データ

サイエンスコンソーシアム」のプログラム受講者58名に対して、教育プログラムの提供を⾏った。

今後は、データサイエンス分野における他大学等との連携強化を目的として、データ科学教育機関連

携ネットワーク（仮）を構築し、他の教育機関との情報共有・交流を更に推し進める予定である。な

お、教育プログラムの展開における他大学との連携については引き続き方針を検討していく。

○研究⼒の向上

シンガポール研究拠点におけるWABIOSについては、2019 年度中に Biopolis 内の研究スペースか

らシンガポールポリテクニック内のジョイントラボに移転し、研究活動を継続してきた。

2019 年度末を以て公式プロジェクトとしてのWABIOSは活動終了となり、2020 年度は現地研究拠

点の閉鎖に向けた最終年度と位置付けている。また、WABIOS における研究成果や構築してきたこれ

までの研究ネットワークを土台として、今後はWABIOS 研究展開を担ってきた本学研究者とNTU等

のシンガポール国内研究機関や企業との個々の共同研究へと発展させていくことを期待している。

○方向性の姿

健康医療の⽅向性については、現在の医療における医理⼯連携や、AI など情報科学も含めた様々な学

問分野の知識が必要とされている状況も踏まえ、これらを備え持つ総合⼤学である本学と、これらを

必要とする単科医科大学とのアカデミックな意義のある連携を図ることが可能であれば進めること

としている。

年 間 報 告
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（２）分野連携検討 PJ

⇒「（２）独自の強みを基調とした世界と伍する研究拠点の創出 【核⼼戦略７】」と同様
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■■■

■■ 核⼼戦略１０ 教職員の役割と評価の明確化

■

＜目的・目標＞

⼤学の教育・研究が⾰新的な⾼度化と地球規模での国際化の潮流を受け、⼤学の取り組みに対する

知識基盤社会からの期待がさらに⾼まり、⼤学教職員の役割、 資質と能⼒への要請は⼤きく変化し

ている。そこでまず、⾼度な専⾨性を要する教育・研究、⾼度化・複雑化する⼤学⾏政に対応する教

職員のバックグラウンド の変化を踏まえ、その役割を整理し、可視化する。その上で、教育・研究・

大学運営・社会貢献活動など、教職員が担う様々な責務に対して、公平・公正な基準 に基づいた客

観的評価を⾏い、これを社会へ公表することで説明責任を果たす。

国際化の中で⼈材の流動化は避けられない。有能な教職員の獲得または流出防⽌のために、また限

りある資源を有効に配分するためにも、現⾏ルールに囚われない教職員数の適正化および職務内容と

その貢献度に即した給与体系の多様化をも視野に⼊れて検討する。

これらの取り組みは、早稲⽥⼤学のみに留まらず、⼤学が担うべき新たな責務をフォーマットする

試みとして、日本の高等教育の発展に大きく寄与するものである。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１）本学における教員と職員の役割の明確化と教員の評価

基準の明確化、諸制度改⾰PJ（教務課）

－

２）人材育成 PJ（人事課） －

３）業務構造改革PJ（人事課） －

４）業務プロセス最適化・ガバナンス改革のための業務シ

ステムの再構築PJ（情報企画課）

－

（１）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

・テニュアトラックの制度改定については、施⾏できたことは⼗分評価できる。それ以外の案件は、

検討も十分できておらず、課題が残る結果となった。

・ティーチングアワード、特別研究期間制度ともに現時点では⼤きな問題となっていないため、なか

なか議論が進まないのが現状である。

・ティーチングアワード、特別研究期間制度ともに⼤きな問題点はないものの、教育・研究をさらに

推進していくには、各種評価制度を積極的に導⼊しインセンティブを与えることが必要であるため、

１年ほぼ停滞している検討を進めるべく、次年度は積極的に議論を展開していく。

（２）人材育成 PJ

○新⼈事諸制度導⼊に対応した新 SDプログラムの実施、評価・検証

・2017年度に策定した新⼈事諸制度導⼊に対応した新 SDプログラムの体系化が完了した。2019

年 間 報 告
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年度に計画した研修を実施し、研修結果を評価し、研修効果を検証した。

・2017年度に策定した、新⼈事諸制度導⼊に対応した「課題対応⼒」「マネジメント⼒」「コミュ

ニケーション⼒」の養成および⾃律的なキャリア形成⽀援を⽬的とした新 SDプログラムの体系

化が完了した。2019年度は課題対応⼒・マネジメント⼒・⾃律的なキャリア形成⽀援の強化を

図る研修を新たに実施した。また、既存の研修についても2018 年度に実施した研修の評価・検

証を踏まえ、研修内容のブラッシュアップを図った。

・新⼈事諸制度の導⼊有無に関わらず、引き続き 2019 年度の評価・検証を踏まえ、新SDプログ

ラムに則った研修を実施する。また、これまでの研修の振り返りを踏まえ、実務で必要とされる

知識・スキルを習得できる研修の実施や研修で学んだことを実践する場の提供、学内講師の育成

などの施策を検討していく。

○新たな海外派遣型研修の実施、評価・検証

・日本国内にいながらネイティブにも通用する⾼度な英語⼒を実践できる研修として、プレゼンテ

ーションの英語表現の改善や発⾳矯正を⾏う「業務直結型語学研修」を初めて実施した。

本研修は、研修内容を業務ですぐに活用できる研修であり、業務直結型の語学研修として新たな

スキームを構築することができた。今後は、「Tutorial English」や「プライベート英会話」を発

展させた「イントネーション矯正講座」などのプログラムの拡充を検討していく。

・新たな海外派遣型研修については、今後、国際部と連携しながら引き続き検討していく。

○職員ポートフォリオ（新人事システム）の導入

・職員ポートフォリオで表示する業務経験歴・資格情報・研修受講歴の収集および⼀括登録が完了

した。これまで分散して管理されていた情報をデータ化することができた。

・職員ポートフォリオの活用方針等を整理し、表⽰項⽬等の仕様を固めた上で 2020 年 7月以降に

全職員および上⻑に公開する。

○適性検査を活用した多彩な職員採用の継続。

・適性検査やWEBテスト等の外部試験を利⽤し、求める⼈物像に合致する応募者の採⽤を当初⽬

標どおり達成することができた。

・外部試験の利⽤は、⾯接だけでは分からない個⼈特性、学⼒、業務遂⾏⼒を確認するために有効

である。外部試験の結果は、採用時だけではなく、採用後の人材育成にも活用できるため、採用

時の傾向を研修講師と共有することで研修内容に反映させ、プログラムの充実を図った。

・職員採⽤において引き続き外部試験を利⽤し、求める⼈物像に合致する応募者の選抜を⾏ってい

く。また、外部試験の結果を採用後の人材育成にも活用していく。

○外国人職員を採用するための新たなチャネルの開発

・外国⼈留学⽣の多い学部・⼤学院における採⽤広報の強化を図った。外国⼈留学⽣の多い学部や

大学院の掲示板に採用説明会や採用試験情報を記載したポスターを掲出した。また、採用ホーム

ページ「先輩職員からのメッセージ」を刷新することで応募者への訴求⼒を⾼め、採⽤チャネル
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を強化することができた。

・同ホームページでは、応募者への訴求⼒を⾼める記事構成にすることで採⽤競合の⼤学や企業に

も引けを取らないサイトを作成することができた。国際教養学部や国際課、IAOに在籍する職員

や海外派遣研修に参加した職員を登場させることでグローバル化推進を強く意識させ、今後、外

国⼈の応募者への訴求⼒も同時に⾼まることを期待している。

・外国⼈の応募者を安定的に確保するために国際寮や外国籍職員と連携して、新たなチャネルの開

発やリクルーターを活用した採用活動を実施できないかを検討していく。また、今後の採用計画

の⾒通しを踏まえ、単に外国⼈の応募者を増やすのではなく、質の高い外国人の応募者にダイレ

クトに訴求できる求⼈媒体や採⽤説明会の選別を⾏っていく。

（３）業務構造改革 PJ

○研究費管理・経理処理集中化

・年間通じておおむね計画通り進捗した。

・研究費管理に関して特に理⼯センターは、今年新たな体制に移⾏したばかりであり、2020 年度

は現在と同じ体制で⾏うことを決めた。また、出張システムは操作や承認⼿続きに⼿間など想定

以上の事務的負荷があった。e-trip の安定稼働も優先されるべき課題である。経理処理集中化に

関して、2019 年 4月から新たに支払伝票の単票を印刷する業務をロボット化、下期には本ロボ

ットに登録済⽀払予定⽇を変更する機能も付加し 1440 時間／年の削減効果を想定している。あ

わせて所沢キャンパス約30,000件の経理処理業務を要員の増員をともなわずアカウンティング

センターへ業務集約を実施し、内部牽制体制強化を図りつつ、業務の標準化・効率化を進めた。

・研究費管理については 2020 年度は事務的に安定・維持することが必要であると判断している。

経理処理については、本学と⽣協間で取引データのシステム連携について、2020 年度中の実装

へ向けて、具体的環境構築を進める。

○学術院・教学支援

・学術院・教学支援については、本学の学生窓口集中化の検討を進めた。また 2020年度よりCTLT

（Center for Teaching, Learning and Technology）の⽴ち上げを進め、コロナウイルスによ

る授業⽅法の変更にあたり、役割を発揮している。「学術院とWPO（早稲田ポータルオフィス）

の相互⼈材交流による業務改善」は、政経とWPOの兼務体制による業務支援によりスムーズに

業務が遂⾏できている。

・2019年 10月に人事部、情報企画部、WPOならびに学術院メンバーにて北⽶の⼤学（ニューヨ

ーク大学、コロンビア大学、ボストン大学、ボストンカレッジ）を視察した際に、各大学におけ

る学⽣サービス窓⼝の機能について調査を⾏った。いずれの⼤学も学⽣⽬線にたった情報発信や

自己解決手段の提供、ICT等を駆使し、学⽣が極⼒窓⼝に来なくて良いサービス形態をとってお

り、本学における学生窓口集中化の検討において大変参考となる知⾒を得ることができた。また

CTLT の拠点形成に伴い、IT利⽤⽀援サービスを切り離した後のWPOの将来構想をまとめた。

・新WPOは数年後に早稲⽥キャンパスの学⽣サービス窓⼝の全機能と、学⽣部が提供する学⽣サ

ービスの一部についてフロントオフィス機能を担うことを視野に入れ、海外視察での調査結果も
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踏まえ、今後さらなる検討を進める。具体的には、証明書発⾏を含む各種⼿続きのオンライン化、

学生からの定型的な質問へのチャットボットによる対応など、ICTを活用することでサービス向

上と効率化について検討を進める。また、コロナウイルス対応の中で CTLT およびWPOで導入

したオンラインコールセンターシステムにより在宅での教員や学⽣のサポートを電話で実施で

きる体制を構築することができたが、このノウハウをもとに複数拠点間での学生や教員のサポー

ト方法についても検討を進めたい。

（４）業務プロセス最適化・ガバナンス改革のための業務システムの再構築 PJ

○研究支援財務システム

システムが稼働し、「⼤学としての研究費獲得の分析（研究⽀援システム）」、「管理会計の活⽤によ

る⼤学経営の⾼度化（財務システム）」を実現するための基盤が整った。

○人事システム

おおむね順調に運⽤を⾏っている。

○出張システム

2019 年 4⽉から研究出張の対応も開始となった。教員・学⽣の利⽤に伴いシステム負荷が⾼まっ

たことで、性能⾯の影響が⽣じ、対策を実施した。特に出張件数が多い（外部資⾦も多く処理も複

雑な）理⼯学術院の年度末対応に向け、システム操作⾯や運用面も含めた対応を実施し、安定稼働

に向けた体制を整えつつある状況である。

○次期募⾦システム

関係箇所（総⻑室・社会連携課、校友課）と意⾒交換を⾏った結果、根幹部分となる校友会員管理、

寄附⾦管理を含めたシステム全体の更新は実施せず、校友等がご⾃⾝の寄附額を参照できる仕組み

について2020年度に対応を⾏うこととした。

○次期学費システム

次期システムの構築には着⼿せず、現⾏システムによる運⽤を実施中。

○業務システム分析環境の構築

同環境上で収集したデータの一部を「2019 年度 早稲田大学卒業生調査」やGPA 制度の現状調査

といった調査のために活用した。

・稼働を開始した、あるいはすでに稼働中のシステムについては、おおむね安定的に稼働している。

例えば出張システムについては、有事の際の状況把握が迅速にできるなどの効果が得られている。

今後はシステムにより得られるデータの分析や活⽤に向け、関係箇所のサポートを⾏っていくこと

になる。新規に構築する予定だったシステムについては、あらためてその意義や、システム構築に

より期待される効果について関係箇所とも議論を⾏った上で、本当に必要な機能に絞って開発に着

⼿するなど、適宜⾒直しを⾏っている。

・本プロジェクトで対象としていたシステムについてはひと通り構築が完了し、安定運⽤および活⽤

の段階に⼊りつつある。研究⽀援システムについては、業務効率化のための機能追加を実施する予

定である。また、研究支援システム・財務システムについては、システム化によって得られたデー

タの活⽤・分析に向けたサポートを継続して⾏い、そのために必要なシステムの対応を⾏う。出張
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システムについては、安定稼働に向けたシステム上の対応および、業務構造⾃体の⾒直しに向けた

検討も進める。そのほか、全般的に法律や制度改正への対応を⾏いつつ、継続して安定稼働に向け

た基盤整備を継続する。
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■■■

■■ 核⼼戦略１１ 財務体質の強化

■

＜目的・目標＞

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

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

めの管理経費である。これら収⽀構造および収⽀構成⽐をどのようにしていくかということが、本学

の将来の財政政策そのものとなる。したがって、財務体質の強化のためには、これら諸事業の計画・

実⾏・評価・改善(PDCA)サイクルを確⽴し、これを財政政策とその遂⾏に反映させていく必要があ

る。このことにより、各事業における「選択と集中」を図り、実施事業の優先順位の明確化と規律あ

る財政運営が⾏なわれ、本学の財務体質の強化が図られていくものと考える。

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

収⽀を把握し、これを事業評価制度に連携させ PDCAサイクルを確⽴する。これらの実現を通じて毎

年度⼀定の経常収⽀差額を確保できる安定的な財政基盤の確⽴を⽬指す。また、財政規律保持のため

の財務指標を設定することも有用な手段として考える。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１）予算編成の在り方 PJ（財務課）

２）あるべき学費体系の検討 PJ（教育企画課）

３）常時資⾦獲得体制の構築 PJ（社会連携課）

４）校友会費の恒常的確保のための校友会認知度拡⼤ PJ（校友課）

５）収益拡大支援 PJ（財務課）

（１）予算編成の在り方 PJ

・2020年度予算は、財務目標の経常収支差額 50億円/一般財源 20億円に対し、16.2 億円/▲8.5

億円となり、目標を大きく下回った予算となった。（志願者減、補助⾦減、研究開発センター経費

増、委託費増、減価償却額増、消費税増等が影響）

・Waseda Vision 150 に沿った学術院等の新たな取り組みを支援するため、国際化推進・国際展開

の案件を中心に 2020年度予算に盛り込んだ。

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

（２）あるべき学費体系の検討 PJ

・⻑期履修制度、留学⽣学費に関して関係箇所と議論を重ねたが、具体化できなかった。

（３）常時資⾦獲得体制の構築 PJ

・2019 年度の寄付総計は15,233 件、36.7 億円（⾦銭寄付約 28.2 億円・物品寄付約 8.5 億円）

の実績で、前年度との比較で約 2億円の減となった。要因としては前年度に完成年度を迎えた「早

稲⽥アリーナ募⾦」の減少（前年度から 3億円減）を他募⾦でカバーしきれなかったことである。

・本学寄付制度の柱である「WASEDA サポーターズ倶楽部」については新たに「村上春樹ライブラ

年 間 報 告
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リー募⾦」を10月からスタートさせ、新規の寄付者を増加させた。その結果、「WASEDA サポータ

ーズ倶楽部」全体の⽬標⾦額である 6 億円を大きく上回る 7.6 億円の寄付実績となった。寄付件数

についても前年度を 614件上回る過去最高の 5,176 件の寄付件数となった。

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

20億円を⼤きく上回る累計約23.7 億円を集めることができた。募集最終年度の 2019年度も年間

⽬標⾦額の１億円を⼤幅に上回る約 1.8 億円の寄付実績となった。

・「教育振興資⾦」（※2020年度より「教育⽀援募⾦」に改称）の募集にも注⼒し、海外在住の外国

人学生保証人も含めて国内外を問わず複数回のアプローチを⾏うことで、幅広く寄付を集めること

ができた。

・近年増加しているインターネットによる寄付受入についても、2019 年度は件数3,000件以上、⾦

額も約 1.6億円となった。なお、次年度から「村上春樹ライブラリー募⾦」を中⼼に中国からの募

⾦を受け⼊れるため、銀聯カード決済も可能にする。

・2019 年度以降に実施する募⾦について、広義での創⽴ 150周年に向けた募⾦と位置付け、国内・

海外のそれぞれにおいて体制を構築、施策を検討し、取り組みを開始した。

（４）校友会認知度拡⼤ PJ

・Vision 150数値⽬標の校友会費納⼊者率は減少したが、校友会費納⼊者数・早稲⽥カード会員数・

教職員校友会費納⼊率・⽗⺟会員会費納⼊者数・住所判明者数については前年度から数値を伸ばす

ことができた。

・早稲⽥カードは校友のみならず、学⽣・在学⽣⽗⺟への働きかけも強化し、カード加⼊者を増加さ

せることができた。

・校友と学⽣の接点構築⽀援として、数々の各種企画（中野国際学⽣寮での「先輩と語ろう！in WISH」

「稲門祭」「「先輩と語ろう！稲門祭スペシャル」「Hello！WASEDAプレイボール・プロジェクト」

など)を実施し、学生・校友・大学の各々にとってプラスとなるような関係強化を図った。

・今年度の⽬標でもあった 2015年次稲⾨会も無事に発⾜し、「5 年祭」「10年祭」といった20代〜

30代の若⼿校友の企画も⼤盛況で、参加者数も近年で最も多く集めることができた。

（５）収益拡大支援 PJ

・海外の主要大学では多額の運用収益を実現し、大学経営の財務基盤強化を図っている。本学でも規

模は異なるものの、同様の取組みでミドルハイリスク・ミドルハイリターンの⻑期的な収益実現を

めざし、限定した一部資⾦を「Waseda Endowment」として、新規運用方針を策定の上、より積

極的・⻑期的な運⽤を開始した。今後、数年に亘り時間分散をしながら慎重に投資を進めていく。

2023年度よりこの運⽤による収益が実現し始め、財務基盤の安定化に寄与する計画である。

・早稲田アリーナの外部貸し出し第 1号の収⼊が計上された。今後安定的な利⽤料収⼊を掘り起こし

ていく方法を検討する。

・ロイヤリティ収⼊は毎年一定の収益を上げているが、さらに早稲⽥ブランドを確⽴させてグッズ販

売を拡大させていくための施策を検討する。
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■■■

■■ 核⼼戦略１２ 進化し続ける大学の仕組みの構築

■

＜目的・目標＞

社会の要請に応えるばかりではなく、時代を先取りし進むべき方向へ先導することも大学の重要な使

命である。また、内部評価のみならず、外部評価制度も取り⼊れ、教育・研究・社会貢献および管理・

経営など大学事業と大学の向かう方向を世の中に明らかにすることも重要である。地球と人類の未来を

⾒つめ、社会との関係を常に意識し、多様な知を組織する必要がある。そのためには、教育・研究・⼤

学運営への⼥性教職員や外国⼈教職員の参画を推進し、新たな視点と思考の導⼊も不可⽋である。これ

らを通じて、時代を先導し続ける高等教育機関としてのダイナミズムを保障するガバナンスとコンプラ

イアンスの仕組みを構築する。

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

る仕組みを確⽴する。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１）学術院体制検討 PJ（教務部）

２）事業評価制度・新規事業⽴案の構築 PJ（法人課、経営

企画課）

３）戦略的広報の推進 PJ（広報課、国際課） ⑧世界のWASEDA としての国際展開

４）大学ガバナンス検討 PJ（法人課、経営企画課）

５）男⼥共同参画・ダイバーシティの推進 PJ（ダイバーシ

ティ推進室）
⑬早稲田を核とする新たなコミュニティの形成

（１）学術院体制検討 PJ（教務部）

・2004年 10月に学術院が発足し、より機能的な組織とするためには、教育のみならず研究という

視点から再編を考えることも必要とされ、これまで⼤総研の⾼等教育研究委員会等で検討が⾏われ

てきた。その後、現理事会では暫くは現⾏の学術院体制とする意向となり、学術院組織としての⼤

きな組織改編は⾒込まれないため、このプロジェクトの廃⽌を含め検討したが、このプロジェクト

は元々学術院組織の検討のみではなく広く教育・研究の推進体制にも関わる内容でもあったことも

あり、研究・教育の組織のあり⽅を⾒直していくことを⽬的・⽬標と改め、プロジェクト名称も変

更して存続させる⽅向で、現在検討を進めている。

（２）事業評価制度・新規事業⽴案の構築 PJ（法人課、経営企画課）

・Vision 150推進本部と学術院⻑等との個別の懇談を実施、学術院⻑等執⾏部が考える今後の学術

院の全体戦略と課題等について意⾒交換を実施した、また、核⼼戦略実⾏責任者との意⾒交換を

実施し、核⼼戦略ごとの戦略や⽬指す⽅向性、具体的な施策の進捗状況、抱えている諸課題等に

年 間 報 告
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ついて意⾒交換を⾏った。

また、2020年度の⼤学認証評価の受審に向けて、教務部教育企画課、総⻑室経営企画課、総務部

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

を⾏った。⼀例として、迅速で効果的な意思決定を⾏うため、⼤学点検・評価委員会規程を改正

し、書面または電磁的記録による持ち回り審議を可能とした。また、大学基礎データおよび自己

点検・評価報告書等各種資料の作成を実施し、認証評価機関である⼤学基準協会へ提出を⾏った。

（３）戦略的広報の推進 PJ（広報課、国際課）

・早稲田ブランドの価値を高め、国内外における本学のプレゼンスをより一層向上させる施策を展開

しており、「海外ニュース本数の毎年度10％増加」を目標としている。

・⽬標達成の基盤として、国際広報関連箇所を巻き込んで「国際広報連携タスクフォース」を⽴ち上

げ、箇所課題をタスクフォース内で共有し、箇所の広報発信を支援する仕組みを構築した。

・これまでの⽇英ミラーサイトから、⽶国有⼒⼤学のサイトを参考に、英語ユーザーが使いやすい英

語 TOPサイトに全面改修した「Waseda Global Village」を 2019年 9月にリリースした。

・ネイティブスタッフのエフォートをこれ以上海外ニュース発信に割くことが困難であることから、

翻訳会社への委託や留学⽣ライターを活⽤しての英語ニュース発信を実施した。

・以上の３つを推進したが、海外ニュース本数は年間238本（年度⽬標 460 本）と、「海外ニュース

本数の毎年度10％増加」の目標を達成できなかった。

・メディア露出分析については、2019年度上期時点で調査会社の選定・導⼊に⾄っておらず、達成

できていない。昨年度は村上春樹⽒、総⻑就任等の発信⼒の⾼いコンテンツの記者会⾒の報道効果

は分析したが、紙媒体、Web 媒体、SNS等、報道効果測定の媒体が多様化し、すべての分析を⾏

う場合、かなりの費用がかかることが判明した。広報室予算の総額から考えての費用対効果をふま

え、2020年度から⽬標を⾒直すこととした。

・海外ニュース本数増加の目標は未達成ではあるが、英語ニュースの総 PV数は 2018年度約 30万

PVから 2019年度約 35万 PVと 17％近く増えており、英語による発信⼒は強化できている。こ

れは、1本あたりの価値が⾼い英語ニュースを発信できているという⾒⽅もできる。

・英語ユーザーが使いやすい英語 TOPサイトへの全面改修により、海外広報の基盤をさらに強化で

きた。具体的には、ユーザーが興味のある分野（例えば寄付 giving など）を選んでニュースを読

めるなどの工夫や、バーチャル・キャンパスツアーをTOPページに載せたり、SNSに入りやすく

するなどの⼯夫を⾏った。

・ネイティブスタッフのエフォートをこれ以上海外ニュース発信に割くことが困難であることから、

翻訳会社への委託や留学⽣ライターを活⽤しての英語ニュース発信を 2019 年度から試みており、

2020 年度にその効果が表れてくると考えている。

・⽬標番号②「メディア露出分析および露出数増加」については、課題が多いことから、Webは⻑期

的な指標に使いやすく、日本語サイトの閲覧数増が発信⼒強化につながると判断し、2020 年度申

請時に、「⽇本語サイトの総閲覧数の毎年３％増」に変更した。

・世界中で新型コロナウイルス感染症拡大が収まっていない現状においては、ポジティブなニュース

素材が減ってくることが想定され、「海外ニュース本数の毎年度１０％増加」「⽇本語サイトの総閲
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覧数の毎年３％増」ともに⽬標達成は困難になると想定している。⼀⽅で、ポジティブ発信は、通

常期以上に反響を呼ぶ可能性が高く、学生、保護者、受験生、校友、一般等のユーザーに、あらゆ

るジャンルで、価値が高いニュース素材を発掘していきたい。特に海外発信については、その重要

性が⾼まる総⻑室校友課、⽂化推進部や教務部（SGU）とも連携していく。

（４）大学ガバナンス検討 PJ（法人課、経営企画課）

・2020年 4月 1⽇施⾏の改正私⽴学校法に対応するため、学校法⼈早稲⽥⼤学校規（寄附⾏為）の

改正し、評議員会の職務を追記している。

・2020年 2月 28⽇理事会において『学校法⼈早稲⽥⼤学権限規則（以下「権限規則」という。）』

を制定し評議員会の役割の整理を⾏った。

・評議員会の下に評議員会推薦商議員選考委員会を設け評議員会推薦商議員を決定した。

・校規の改正において、役員、理事会、評議員会の職務等の表記の整理、改正私⽴学校法への対応、

総⻑交替⽇の変更、評議員会推薦評議員の退任要件の変更など、⼤幅な改正を⾏った。

・権限規則および権限別表を制定し、本学の意思決定および業務執⾏体制を規定したことにより、以

下について整理することができた。

①理事会機能の強化、②経営執⾏会議の役割の明確化、③効果的な意思決定と業務執⾏の推進、

④意思決定と業務執⾏⼿順の明確化、⑤権限⾏使にあたって遵守すべき事項の規定

・機能が重複している委員会等の改廃として理事会において全学研究会議の廃⽌を決定した。

・本学の評議員会は現在の規模では理事会の諮問機関として機能するために、実質的な議論を⾏うこ

とが困難である旨の指摘を受けている。2022年 7月に予定している評議員改選に向けて評議員会

の機能および規模について検討することが課題となる。

・2020 年 4月 1⽇施⾏する権限規則および権限別表は、意思決定および業務執⾏の事例を積み上げ

ていくことにより、より精度の⾼いものとなるように継続して⾒直しを⾏う必要がある。

・2020 年度中に評議員会の機能および規模を検討する諮問委員会を設置することを予定しているが、

この目標は、本学の意思決定における重要事項であることから、設定する目標として妥当である。

委員会の設置は、2020年度中に⾏うものの、その検討は、影響範囲を考慮しながら慎重に進める。

・2020 年 4月 1⽇から改正校規が施⾏されるが、本学の意思決定および業務執⾏を規定した基本原

則であるものの、世界に輝くWASEDA 実現のための根幹としての重要事項である。また、2020

年 4月 1⽇から権限規則が改正されるが、この権限規則および権限別表が本学の意思決定を適切に

⾏うことができるように、必要に応じて⾒直しを⾏うことは重要事項であり、本学の意思決定にお

いて重要な目標となる。

・業務構造改⾰は、事務組織と職員⼈事制度の両⾯での改⾰が必要になることから、今後は⼈事部と

共管となる目標設定を検討する必要がある。

（５）男⼥共同参画・ダイバーシティの推進 PJ（ダイバーシティ推進室）

・「ジェンダーバランスの改善」という究極の⽬標については、⽇本の⻑年にわたる歴史的・社会的

背景により容易には解消されないアンコンシャス・バイアスなどの根強い障壁に阻まれ、達成に向

けた進捗は緩やかであるが、男⼥共同参画宣⾔以降のさまざまな取り組みにより、徐々に改善の⽅
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向に向かいつつあると実感している。

・ジェンダーバランスの改善の中で、特に困難でもっとも進捗が緩やかな⼥性教員の採⽤⽐率向上に

ついては、意識改⾰に向けた働きかけだけでは遅々として進まないと思われる。新たに各学術院、

学校などが魅⼒と感じるようなダイナミックな施策の導入を検討している。

・ジェンダーバランス改善の阻害要因である「アンコンシャスバイアス（無意識のバイアス）の低減」

に向けた取り組みを進めることが最⼤の⽅策であるとの認識から、新たな活動を模索していきたい。

・「ジェンダー（男⼥）」以外の 3つの柱である「国籍・⼈種・⺠族」、「障がい」、「セクシュアルマイ

ノリティ」については、その受容すべき対象がジェンダーよりも少なく、かつ意識改⾰に向けた働

きかけを継続的に⾏うことで⼀定の成果が達成しやすいため、概ね順調に⽬標を達成してくること

ができたと考える。とりわけ SDCが展開する 3事業の中でも後発であったセクシュアルマイノリ

ティ対応については、GSセンターの活動に目覚ましいものがあり、日本学生支援機構からも本学

の LGBT対応がGood Practice として評価されている（2019 年 10 月、JASSOより調査団来訪）。

・セクシュアルマイノリティ学生への対応について高い評価を受けている一方、現状として教職員へ

の対応はほぼ手つかずの状態である。わが国においては、この分野における先駆的な大学が少ない

ため、いち早くセクシュアルマイノリティの受容促進を教職員に拡げていくことで、先進的取り組

み事例として国内外から⾼く評価されると考える。そのような視点から、すでに制度を導⼊した他

⼤学や⺠間企業の事例調査を⾏い、「教職員の同性パートナーに対する福利厚⽣制度導⼊の可能性」

について検討を始めた。これはセクシュアルマイノリティに関する組織の取り組みの評価指標であ

る PRIDE指標における最⾼位のゴールド評価を獲得するためにも不可⽋な施策である。

・2018年度のくるみん認定不採択要因の洗い出しを⾏い、具体的な⽅策について⼈事部との合意形

成ができたので、2021年度の申請に向けて制度の整備を⾏っていく。
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■■■

■■ 核⼼戦略１３ 早稲田を核とする新たなコミュニティの形成

■

＜目的・目標＞

学部・学科、大学院・専攻、クラス、ゼミ、サークルなど、また、学会、専門分野、言語、地域、

校友会など既存のコミュニティをさらに大きく発展させるとともに、従来のコミュニティに加えて、

これまでの結集軸とは異なる新機軸のコミュニティの形成を⽀援することにより、⼤学のステークホ

ルダーの有する多様なエネルギーを結集し、新たな早稲田ファミリーの形成を図る。

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

活性化を進めながら、新たなコミュニティ形成の起爆剤となるプログラム作り、組織の強化、プロジ

ェクト実現のための財源獲得策などを講じて、それらのコミュニティの活動の基盤となる施設を整備

して、早稲田大学が常に広い層から支えられる存在となることを目指す。

関連するプロジェクト 他の関連核⼼戦略

１）新たなコミュニティ形成のための基盤施設整備 PJ（企

画・建設課）

２）課外活動等の場の充実 PJ（学生生活課）

３）地域との連携による文化発信と施設の有効活用 PJ（文

化企画課）

⑥早稲田らしさと誇りの醸成をめざして－早稲田文化

の推進

４）教育・研究・大学経営・社会貢献における校友との連

携 PJ（校友課）

５）多様なｺﾐｭﾆﾃｨ形成のためのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ環境

の実現 PJ（情報企画課）

６）男⼥共同参画・ダイバーシティの推進 PJ（ダイバーシ

ティ推進室）
⑫進化する大学の仕組みの創設

（１）新たなコミュニティ形成のための基盤施設整備 PJ（企画・建設課）

キャンパス整備に当たっての目標（①新たな教育スタイルに対応した教育環境整備 ②独創的な研究

を推進するための研究環境整備 ③早稲田文化の発展に寄与する施設整備 ④周辺地域・⾏政との連

携したキャパス整備 ⑤学生・教職員にとって快適で安心安全な教育研究整備）の沿った環境整備を

⾏った。

・E棟（仮称）建設の要望について、早稲田キャンパス E棟（仮称）建設計画委員会に提出され、要

望の内容について、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において審議し、

教育・総合科学学術院に対し、̒E 棟（仮称）建設要望に対する再検討のお願いʼを依頼した。

・研究開発センター第Ⅰ期整備について、建築工事は予定通り1/31 に竣工引き渡しとなり、引続き、

実験室内の⼯事や移転作業を⾏う。

・葉⼭ヨット部合宿所は現在、業者選定中であるが、新型コロナウイルスの影響を受け、⼯期は再検

年 間 報 告
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討を要する可能性がある。

・国際⽂学館（村上ライブラリー）整備において、ゾーニングや整備費⽤の⾒通しを懇談した。（4/17

理事会にて、業者選定を付議）

・本庄早稲田の杜ミュージアム設置に伴う 93号館 1階改修工事は予定通り工事を終えたが、新型コ

ロナウイルスの影響により開館時期は延期（未定）となった。

・⼤隈記念講堂の天井耐震改修工事は、予定通り12月末に竣工した。

・ダイバーシティ推進の一環としたバリアフリー対応として、5 号館エレベーター新設他工事は 12

⽉末完了の予定であったが、⾏政協議に時間がかかり 3 ⽉末に完了となった。15 号館エレベータ

ー新設⼯事も⾏政協議に時間がかかり、12⽉末完了予定が 5 月上旬竣工予定となった。

・所沢キャンパス研究者宿舎および体育各部学⽣寮の建設は予定通り進捗しており 6 月に竣工する予

定である。また、新型コロナウィルスの影響から、イタリアナショナルチーム東京オリンピック事

前練習会場利⽤時期は変更されるが、その時期および⼤学の対応に関してはこれより検討する。

・本庄高等学院第Ⅲ期（体育館）は予定通り 2/10 に竣工した。

（２）課外活動等の場の充実 PJ（学生生活課）

目標（①課外活動の「機会」の提供数 ②スチューデントダイバーシティセンター（SDC）の各オフ

ィスが連携するイベント参加者数 ③⼤隈ガーデンホールの利⽤率）に沿った活動を⾏った。

・課外活動の「機会」の提供数に関し、2019年度は、サークルに対し、⽬標を上回る課外活動の「機

会」を提供することができた。今後も課外活動の「機会」の提供数を増やしていくため、学内各箇

所へ協⼒を呼び掛け、連携してイベント等を実施していく必要がある。また、2020 年度は新型コ

ロナウイルスの影響拡大に伴い、イベント等の再開時期によっては、目標達成は難しい。

・スチューデントダイバーシティセンター（SDC）の各オフィスが連携するイベント参加者数に関し、

イベントには多くの参加者があったが、年間を通した参加者数は、目標は下回った。目標達成に向

け、イベントの内容、実施回数、広報について検討が必要であり、より効果的に学内外のセクシュ

アルマイノリティへの意識向上につながるようにイベント内容の質を上げていくことが肝要であ

ると考える。

（３）地域との連携による文化発信と施設の有効活用 PJ（文化企画課）

目標（①学内文化資源を活用した地域連携事業の推進 ②博物館等所蔵物の他キャンパス、他施設で

の展開）に沿った施設整備、活動を⾏った。

・「本庄早稲⽥の杜ミュージアム」開設にあたっては、「オセアニア⺠族造形美術品」の展⽰や早稲⽥キ

ャンパスで実施した企画展覧会等の⼀部を巡回する等の準備を予定通り⾏ったが、新型コロナウィル

スの影響を受け、開館時期が延期となった。

（４）教育・研究・大学経営・社会貢献における校友との連携 PJ（校友課）

目標（①WASEDA’S Health Study Project 研究支援 ②⽗⺟を核とした新しいコミュニティの形成

③留学⽣の海外校友会活動への取込み ④若⼿校友のコミュニティの創出）に沿った活動を⾏った。

・「WASEDA’S Health Study」の登録者については 2020 年 3 月 31 日現在で 5,794 人と人数を伸ば
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した。2019 年度は校友会内の委員会において今後の周知⽅法や施策について検討を⾏い、2020 年

度以降については、パンフレットを刷新するとともに研究成果についても広く発信し、早稲⽥⼤学の

研究が発展した画期的な取り組みであることをアピール強化していく。

・「戦略的国際ファンドレイジング実施体制」を予定どおりキックオフさせた。校友課・社会連携課・

国際課・海外拠点のメンバーにおいて、活動情報の共有と検討・実践を⾏っている。

・校友会代表幹事の萬代代表幹事とともに、台湾校友会総会・中国校友会総会・韓国校友会総会のすべ

てと懇親を深めることができた。海外の校友会は参加者の半数以上が平成卒の若⼿であり、留学⽣の

海外校友会への取り込みは日本国内以上に順調に進んでいることが確認できた。

・中野国際学⽣寮でも「先輩と語ろう！in WISH」を初めて開催し、半数以上が留学⽣という中で存分

に校友会をアピールすることができた。さらに、稲門祭では「先輩と語ろう！稲門祭スペシャル」と

いう企画を⽴ち上げ、グローバルに活躍することを⽬指す現役学⽣と校友による「異⽂化理解と多⽂

化共⽣社会」をテーマにしたイベントを⾏い、「WASEDA International weeks」として大学トップ

ページでも動画配信するに至った。

・校友と学生との連携は海外にも及んでおり、11月初旬にはASEAN地域の稲門会が一堂に会する「稲

⾨会アジア⼤交流会」がバンコクでキックオフ開催となった。そこでの関係を⽣かす形で、本年 2 月

に中野国際学⽣寮（WISH）の SIプログラムとして現役寮⽣がタイを訪問した際に、バンコク稲⾨会

が訪問した寮⽣たち 13 名を温かく受入れて交流会も開催いただいた。海外における校友会活動が、

現役学生の教育プログラムにも貢献できたことは大きな成果である。

（５）多様なｺﾐｭﾆﾃｨ形成のためのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ・ｺﾗﾎﾞﾚｰｼｮﾝ環境の実現 PJ（情報企画課）

キャンパス整備に当たっての目標（①MyWaseda およびOffice365 や Box等提供サービスの活用促

進 ②⽗⺟向けサービスの検討 ③本学メールサービスの最適化とメーリングリストの⾒直し ④

無線 LANの拡充、ネットワークの強化 ⑤ICカード学生証の活用）に沿って環境整備を⾏った。

・このプロジェクトにおいては、各目標が概ね達成された状況であると判断した。今後も検討が必要な

項目はあるが、本学の教育・研究を支える情報基盤整備と直結する内容であることから、本プロジェ

クト内で施策を個別に扱うのではなく、別プロジェクトや情報化重点施策で継続して検討・対応する

よう整理を進めることとし、本プロジェクトについては 2019年度を持って終了することとする。

・① MyWaseda および Office365 や Box 等提供サービスについては、利⽤者に定着し、それぞれの

ユーザーで有効に活用されている。今後は情報化重点施策（目標 6 システム等によって実現される

新たな価値の可視化と訴求）で扱うこととする。

・② ⽗⺟向けサービスの検討としては、核⼼戦略 10（プロジェクト 4 業務プロセス最適化）の「⑤

次期募⾦システム」の中で、校友に加えて⽗⺟を対象として含めることについて検討を⾏う。

・③ 本学メールサービスの最適化とメーリングリストサービスの⾒直しのため、既存クラウドサービ

ス（Office365）が有する多様なクラウドサービスの提供拡大（コラボレーションサービス提供によ

る業務効率化など）に向けた礎を整えた。プロジェクト目標に掲げていた新たなコミュニケーション

サービスの提供には至らなかったものの、他⼤学における事例を踏まえ、セキュリティ対策の検討／

整備を今なお⼊念に進めている結果であり、適正な達成度であったと判断している。

・④ 無線 LAN の拡充、ネットワークの強化を図るため、教室、共有エリアを中心に無線 LAN 環境の
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整備を重点的に実施し、概ね完了した。今後、研究エリアへの整備について、研究 ICT環境の整備の

⼀環として、核⼼戦略 7 の 1つの施策にも位置づけ、対応を進める。

・⑤ IC カード学生証については、入退館・入退室システムや学⽣会館の利⽤などについて活⽤がされ

ている。今後も、ICカード利⽤に適したサービスの動向を⾒すえ、情報化重点施策の中で対応を進め

る。なお、IC カードを⽤いた出席管理については、LMS の活用など、他の手段も含めた形で情報化

重点施策の中で引き続き検討の対象とする。

（６）男⼥共同参画・ダイバーシティの推進 PJ（ダイバーシティ推進室）

目標（多様な学生・教職員が共存するアカデミック・コミュニティの形成を目指す環境整備）に沿っ

た施設整備、活動を⾏った。

・障がい学生支援室との協働により、建物構造上、障がいのある学生や教職員にとって危険なエリアを

洗い出し、優先順位を付けてリスト化したうえで、キャンパス企画部に対する改修要請を⾏った。

・キャンパス企画部、障がい学⽣⽀援室、ダイバーシティ推進室による定例会を恒常化し、学内のバリ

アフリー化、ユニバーサルデザイン化の推進について懇談を進めた。とりわけ、キャンパス企画部に

対しては当面のキャンパス全体のバリアフリー化推進計画や今後新設予定のＥ棟計画に関する情報

共有について協⼒要請を⾏った。

・情報整備事業として、ユニバーサルデザインマップを改訂した（第 3 版）。年々進化を遂げるキャン

パスのバリアフリー化の状況を実地踏査し、当事者の視点を参考に、より⾒やすいものに改めた。

⇒ソフト面での環境整備に関する取り組みについては、核⼼戦略１２（５）に記載。
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３．数値目標

※数値目標は、それ自体が主目的ではなく、達成状況を分かりやすく示し、自己点検をするために設定しています。

※2012年はVision150策定年度、2032年は創⽴150周年を迎える年度です。

１）学生数

2012

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績

2019

実績／

目標

2032

目標

①学部

※通学（通信

除く）

43,974人 42,279人

*2015/11/1

時点

41,512人

*2016/11/1

時点

40,719人

*2017/11/1

時点

39,704人

*2018/11/1

時点

38,950人

／39,334

人

*2019/11/1

時点

35,000人

②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 42,205人

*2016/

3/18時点

42,982人

*2017/

3/23時点

47,305人

*2018/3/31

時点

50,347人

*2019/3/31

時点

51,121人

／46,700

人

*2020/3/31

時点

80,000人

①・教育の質向上のために、20年後までには標準年限を超えて在籍する学⽣を含めて35,000名にする。

②・社会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。

２）教員数（学部・大学院）

2012

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績

2019

実績／

目標

2032

目標

①常勤教員 1,679

人

1,717人

*2015/11/1

時点

1,708人

*2016/11/1

時点

1,717人

*2017/11/1

時点

1,839人

*2018/11/1

時点

1,842人

／1,750

人

*2019/11/1

時点

2,000人

②常勤教員と

学⽣⽐率

（常勤教員数：

学生数）

1:32 1:30 1:29 1:29

*2017/11/1

時点

1:26

*2018/11/1

時点

1:26

／1:27.6

*2019/11/1

時点

1:25

①②・授業の質向上のために、全体の科目数を削減し、一つの授業に注入する教員のエネルギーを高める。

・常勤教員は、常勤教員および常勤研究員を対象とする。ただし、助手、研究助手を除く。
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３）国際化

2012

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績

2019

実績／

目標

2032

目標

①外国

人学生

（受入

留学⽣）

各年

5/1

時点

4,331人 4,917人 5,066人 5,421人 5,783人 6,124人／

7,843人

10,000人

(20%)

年度

通算

5,490人 6,690人 7,156人 7,476人 7,942人 8,350人／

9,943人

12,700人

②派遣留学⽣ 2,541人 4,195人

*2016/3/31

時点

4,086人

*2017/4/1

時点

4,439人

*2018/4/5

時点

4,629人

*2019/4/1

時点

4,580人／

6,621人

*2020/4/1

時点

全学生

③外国人教員 147人 144人

*2015/11/1

時点

150人

*2016/11/1

時点

163人

*2017/11/1

時点

220人

*2018/11/

1

時点

234人／

220人

*2019/11/1

時点

400人

(20%)

①・高等教育・研究に関する国際的環境の変化に対応すべく、20年後には外国人学生を全学生の20%とする。

②・卒業までにすべての⽇本⼈学⽣が外国へ留学等をする。

・派遣留学⽣数は短･中･⻑期留学プログラムの他、海外で何らかの学習機会を経験する⼈数とする。

③・外国人教員は、常勤教員および常勤研究員を対象とし、20年後には外国人教員を20%とする。

４）⼥性⼈数（学部・⼤学院）

2012

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績

2019

実績／

目標

2032

目標

①⼥⼦学⽣

（学部・大

学院）

35%

(18,800

人)

36％

(18,377

人)

*2015/11/1

時点

37％

(18,286人)

*2016/11/1

時点

37%

(18,159

人)

*2017/11/1

時点

37%

(17,829

人)

*2018/11/1

時点

37%

(17,721

人)／

43%

（20,580

人)

*2019/11/1

時点

50%

(25,000人

/50,000人)

②⼥性教員 13%

（226人）

15％

(260人)

*2015/4/1

時点

15％

(254人）

*2016/4/1

時点

15%

(263人)

*2017/4/1

時点

17%

(313人)

*2018/11/1

時点

17.1%

（316人）

／18.7%

（333人）

*2019/11/1

時点

30%

(600人)
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③⼥性職員 32.1%

(344人

/1,073人)

36.8%

(418人/

1,135人)

*2016/3/31

時点

37.3%

(427人人

/1,145人)

*2017/3/31

時点

36.9%

(416人

/1,127人)

／37%

*2017/4/1

時点

37.8%

(423人

/1,120人)

*2018/11/1

時点

37.8%

(424人

/1,122人)

／39%

*2019/11/1

時点

50%

(537人)

①②③・20年後までの希望値を、⼥⼦学⽣ 50%、⼥性教員 30%、⼥性職員 50%とする。

・教員数は常勤教員および常勤研究員の人数、職員は専任職員と常勤嘱託の人数とする。

５） 教育方法等

2012

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績

2019

実績／

目標

2032

目標

①授業の公

開率（⼀部公

開を含む）

*0.3% 18% 14.8% 14.9% 14.7% 14.2%／

100%

100%

②

授業

規模

（注

１）

20

名

以

下

学部

*43%

大学院

*84％

学部48%

大学院

86%

学部

49%

大学院

89%

学部55%

大学院

88%

学部

56%

大学院

88%

学部

57%／

46%

大学院

88%／

学部50%

大学院

80%
49

83%

50

名

以

下

学部

*81%

大学院

*98％

学部

81%

大学院

98%

学部

82%

大学院

99%

学部84%

大学院

98%

学部

85%

大学院

98%

学部

85%／

83%

大学院

98%／

97%

学部85%

大学院

95%

51

名

以

上

学部

*19%

大学*2%

学部19%

大学院2%

学部

18%

大学院

2%

学部16%

大学院2%

学部

15%

大学院

2%

学部

15%／

17%

大学院

2%／3%

学部15%

大学院5%

③LMS利⽤

授業⽐率

*61% 83% 84% 84% 86% 90.8%／

100%

100%

④対話型、問

題発⾒・解決

型の授業比

率

学部29%

大学院

55%

学部30%

大学院

53%

学部30%

大学院

50%

学部

29%

大学院

学部

27%

大学院

学部

27%／

44%

学部75%

大学院

80%

達

成
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54% 51% 大学院

52%／

63%

⑤外国語に

よる授業の

割合ﾞ

学部6%

大学院9%

学部9%

大学院

8%

学部10%

大学院

17%

学部

11%

大学院

18%

学部

12.3%

大学院

20.4%

学部

12.5%／

13.3%

大学院

20.7%／

22.0%

学部50%

大学院

50%

①・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。

②・すでに少⼈数クラスによる教育が主体となっているが、密度の⾼い教育について⼀層の充実をはかる。

・人数の多い講義科目でも、TAによるグループ学習やオンデマンドコンテンツを活用することにより、対話型、

問題発⾒・解決型授業と同様の効果が得られる。

（注１）・算出⽅法の⾒直しにより、過年度実績を⼀部補正

③・2013 年度欄は CourseN@viを利⽤した科⽬数より算出。

・CourseN@vi は早稲田大学が独自に開発した LMS（学習管理システム：Learning Management System）で、

主な機能としては、授業内での情報共有を促進する「お知らせ」「資料掲載」や、課題の提⽰・受付け・ フィー

ドバックを可能とする「レポート」「⼩テスト」、教員・履修者間のコミュニケーションを活性化する「BBS」「レ

ビューシート」などがあげられる。また学生自身が PC やモバイル端末から出席を登録することができる出席登

録機能や、成績管理、類似度判定機能などを提供することにより授業運営にも役⽴っている。

④・2013年度欄は演習、実験、実習科⽬の⽐率。

・対話型、問題発⾒・解決型の授業には多様な形態があるが、ここでは学⽣が能動的に授業に参加し、ディスカッ

ションやグループワークなどを活⽤しながら理解を深める授業を想定して 2032年度の⽬標値とした。

⑤・英語および英語以外の外国語での授業の割合。本学グローバル人材育成推進事業構想調書の2016年度⽬標は 10%

を超えることとしている。

６）科目コマ数 *算出基準の⾒直しにより「科⽬クラス」から「科⽬コマ数」に変更

2012

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績

2019

実績／

目標

2032

目標

①学部 20,258 19,347 19,171 19,386 19,506 19,168／

16,949

15,194

②大学院 12,472 7402.5 6663.5 6,926 6,463 6,596／

6,784

6,183

①②・密度の⾼い教育を実現するため、授業科⽬の再編・統廃合および外部教育資源の活用をはかり、設置科目総数

を削減する。
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７）研究費

2012

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績

2019

実績／

目標

2032

目標

①受入

研究費

96億円 108.1億円 103.8億円 106.5億円 111.9億円 112.9億円

／130億円

200億円

①・外部研究資⾦で、研究事業を⾃⽴的に推進する体制を作るために、20 年後までに収⼊の約 20%を達成すること

を目標とする。

８）寄付⾦

2012

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績

2019

実績／

目標

2032

目標

①寄付⾦ 32億円 43億円 37.6億円 37.5億円 38.8億円 36.7億円

／40億円

100億円

①・20年後までに収⼊の約 10%を達成することを目標とする。

９）校友会費納⼊者率 *算出基準の⾒直しにより「校友（会費納⼊者）」から「校友会費納⼊者率」に変更

2012

実績

2015

実績

2016

実績

2017

実績

2018

実績

2019

実績／

目標

2032

目標

①校友会費

納⼊者率

（校友数）

30.4%

(約58万人)

35.0%

(約60.3万

人)

34.9%

(約61.2万人)

34.7%

(約62.2万人)

34.5%

(約63.1万人)

33.9%

(約64.1万人)

／

38.6%

（63万人）

50.0%

(約70万人)

①・校友との連携を強化するとともに校友会費納入者を増加させる。・校友会費納⼊者率は住所判明者の納⼊率とする。
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４．Waseda Vision 150 Newsletter

「Waseda Vision 150」に関する各種情報を「Waseda Vision 150 Newsletter」として発信し、ビジ

ョンの実現に向けた理事会の考え⽅、各種取り組みなどを学内・学外にお伝えしています。

発⾏年⽉⽇ テーマ

第 167 号 2019/4/18 統計学学習のためのオンデマンドコンテンツ利⽤のご案内

第 168 号 2019/4/24 5/16(木) 第 7回 e-Teaching Award 授与式・講演会開催

第 169 号 2019/5/7 2019 年度第 1回 Faculty Cafe 開催のお知らせ

第 170 号 2019/5/9 第 4のミュージアム「早稲田スポーツミュージアム」開館

第 171 号 2019/5/16 予想外が待っている！！－Museum Week 2019 開催－

第 172 号 2019/6/10 第 2回 Faculty Cafe 開催のお知らせ

第 173 号 2019/7/8 早稲田の誇りを胸に－第 30回ユニバーシアード夏季競技大会に学生・校

友が参加！

第 174 号 2019/9/11 9/16(月/敬⽼の⽇)開催！「早稲田スポーツフェスタ in東伏⾒」

特別号 2019/11/22 Waseda Vision 150 の一部表現の変更について

第 175 号 2019/12/24 誰もが集う「文学の家に」 －国際文学館（通称：村上春樹ライブラリー）

開館へ－

第 176 号 2020/3/30 教職員支援のサービス拠点 CTLT がオープン －Waseda Vision 150

Newsletter 第 176号

https://www.waseda.jp/inst/vision150/news/684
https://www.waseda.jp/inst/vision150/news/684
https://www.waseda.jp/inst/vision150/news/690
https://www.waseda.jp/inst/vision150/news/690
https://www.waseda.jp/inst/vision150/news/698
https://www.waseda.jp/inst/vision150/news/700
https://www.waseda.jp/inst/vision150/news/703
https://www.waseda.jp/inst/vision150/news/3132
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５．推進本部・推進会議 日程と主な議題

Waseda Vision 150は、総⻑・副総⻑で構成する「推進本部」のもと、理事会・各核⼼戦略の実⾏

責任者等で構成する「推進会議」を設置し、以下の推進体制で臨んでいます。

2013 年度から引き続き 2019 年度においても推進本部と推進会議を開催し、各核⼼戦略や各プロジ

ェクトの進捗状況、数値目標などに関する協議を重ねてきました。さらに「スーパーグローバル大学創

成支援」の採択に伴い、各学術院等との連携を⼀層深めるために、学術院⻑等を構成員に加えて設置し

た「拡大推進会議」では、核⼼戦略の進捗状況の共有の他、同⽀援事業における７拠点の活動状況を共

有し、推進本部による評価を⾏うなど、⼤学全体での推進体制で臨んでいます。

推進本部

本部⻑：⽥中総⻑

副本部⻑：須賀副総⻑、笠原副総⻑

推進会議 （※は核⼼戦略実⾏責任者も兼ねる）

議⻑：須賀副総⻑

副議⻑：※笠原副総⻑

理事：

⻑⾕川常任理事、齋藤常任理事、宮島常任理事、恩蔵常任理事、※佐々⽊常任理事、萬代理事、ローゼ

ンブルース理事、松本理事、弦間理事、※友添理事、※渡邉理事、甲斐理事、後藤理事、⿇⽣理事、

※佐藤理事、井上理事

核⼼戦略実⾏責任者：

原田入学センター⻑、本間教務部⻑、天野教務部事務部⻑、森⽥⼤学総合研究センター副所⻑、リー国

際部⻑、甲斐財務部⻑、岡本キャンパス企画部⻑

拡大推進会議

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

ター⻑、広報室⻑を加える。

【これまでの開催状況と主な議題】

＜推進本部＞

開 催

年⽉⽇
主な議題

第 1回 4/26 ・拡大推進会議の進め方について

・4/12,19 拡大推進会議の振り返りと今後の施策について

・2018.12.22 理事会集中討議後の課題への対応について
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第 2回 5/24 ・5/31 推進会議の進め方について

・5/10,17 拡大推進会議の振り返りと今後の施策について

・推進本部と学術院⻑・核⼼戦略との意⾒交換の進め⽅について

第 3回 6/7 ・6/14 拡大推進会議（SGU拠点拡大推進会議）の進め方について

・5/31 推進会議の振り返りと今後の施策について

・推進本部と学術院⻑との意⾒交換の進め⽅ならびに国際部・教務部の箇所訪問

フィードバックについて

・数値⽬標の⾒直しとプロジェクトの廃⽌（学術院体制検討 PJ）について

第 4回 6/20 ・２０１８年度ＳＧＵ事業に対する推進本部評価について

・自走化計画について

・学術院⻑等と Vision 150 推進本部との懇談について

第 5回 6/28 ・学術院⻑等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談（7/5-10/4）の件

・Waseda Vision 150 数値⽬標の⾒直し（案）の件

・11/22 Waseda Vision 150 SGU拠点拡⼤推進会議の⽇程変更の件

第 6回 7/5 ・学術院⻑等とWaseda Vision 150推進本部との懇談（理⼯学術院）

第 7回 7/19 ・学術院⻑等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談（スポーツ科学学術院）

第 8回 7/26 ・学術院⻑等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談（国際学術院）

第 9回 8/1 ・学術院⻑等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談（政治経済学術院）

第 10 回 8/2 ・学術院⻑等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談（教育・総合科学学術院）

第 11 回 8/2 ・学術院⻑等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談（商学学術院）

第 12 回 8/30 ・学術院⻑等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談（人間科学学術院）

第 13 回 9/6 ・Waseda Vision 150 教員増支援策 今後の進め方について

・Waseda Vision 150 実現のための戦略的教員増員計画（主本属変更）について

・Waseda Vision 150における⼀部表現の変更について

・推進本部と核⼼戦略との意⾒交換（10/11〜）の進め⽅について

第 14 回 9/20 ・学術院⻑等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談（社会科学総合学術院）

第 15 回 9/27 ・学術院⻑等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談（法学学術院）

第 16 回 10/4 ・学術院⻑等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談（文学学術院）

第 17 回 10/11 ・核⼼戦略責任者等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談

（核⼼戦略 2（3,4 含む）

第 18 回 10/18 ・核⼼戦略責任者等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談（核⼼戦略１）

第 19 回 11/8 ・核⼼戦略責任者等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談（核⼼戦略 8）

第 20 回 11/8 ・核⼼戦略責任者等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談（核⼼戦略 7,9）

第 21 回 11/15 ・Waseda Vision 150 実現のための教員増を伴う学術院等将来計画支援策について

第 22 回 11/29 ・ＳＧＵ 2020 年度事業計画予算（案）

・ＳＧＵ 2020 年度事業計画に係る評価コメント（案）

・ＳＧＵ 学外有識者による外部評価の実施

第 23 回 12/6 ・核⼼戦略責任者等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談（核⼼戦略 13）

第 24 回 12/13 ・核⼼戦略・プロジェクト責任者の変更について

・Waseda Vision 150 実現のための教員増を伴う

・学術院等将来計画支援策について
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第 25 回 2020/1/10 ・Waseda Vision 150 関連会議等の変更について

・Waseda Vision 150 推進委員会設置要綱改正について

第 26 回 2020/1/10 ・核⼼戦略責任者等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談（核⼼戦略 11）

第 27 回 2020/1/17 ・Waseda Vision 150 実現のための教員増を伴う学術院等将来計画の支援策の支援

内容変更について

・2020 年度事業計画書について

第 28 回 2020/1/31 ・核⼼戦略責任者等とWaseda Vision 150 推進本部との懇談（核⼼戦略 10）

第 29 回 2020/2/7 ・SGU外部有識者による事業評価の件

第 30 回 2020/2/14 ・Waseda Vision 150 実現のための教員増を伴う学術院等将来計画支援策の件

＜推進会議＞

開 催

年⽉⽇
主な議題

第 1回

拡大推進会議

4/12 ・核⼼戦略１ ⼊試制度の抜本的改⾰について

第 2回

拡大推進会議

4/19 ・核⼼戦略２ グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築について

・核⼼戦略３ 教育と学修内容の公開について

・核⼼戦略４ 対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏について

第 3回

拡大推進会議

5/10 ・核⼼戦略７ 独創的研究の推進と国際発信⼒の強化について

第 4回

拡大推進会議

5/17 ・核⼼戦略８ 世界のWASEDA としての国際展開

第 1回

推進会議

5/31 ・Waseda Vision 150核⼼戦略・プロジェクト 2018 年度報告について

（核⼼戦略 5、6、10〜13）

第 5回

拡大推進会議

6/14 ・2018 年度 SGUモデル拠点実績報告について

・2018 年度 SGU本部系箇所等実績報告について

第 6回

拡大推進会議

11/29 ・2020 年度事業計画について

第 7回

拡大推進会議

12/6

AM

・Waseda Vision 150 実現のための教員増を伴う学術院等将来計画支援策について

（政治経済学術院、法学学術院、社会科学総合学術院、国際教養学部、グローバル

エデュケーションセンター）

第 8回

拡大推進会議

12/6

PM

Waseda Vision 150 実現のための教員増を伴う学術院等将来計画支援策について

（データ科学総合研究教育センター、リサーチイノベーションセンター、大学総合

研究センター）

第 9回

拡大推進会議

2020/1/10 Waseda Vision 150 実現のための教員増を伴う学術院等将来計画支援策について

以 上
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Waseda Vision 150 政治経済学術院の将来構想の進捗状況報告

2019 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

政治学・経済学の近年の発展に鑑み、⾼等学校での標準的な教育全体の成果を評価することが必要と考

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

べく、2021年度学部⼀般⼊試改⾰の概略を決定し公表していたが、⼤学⼊試センターの大学入試英語成績

提供システムの稼働が延期されたことにより、英語学部検定試験の利⽤を取りやめ、以下の通り変更した。

・一般入試改革の内容

(1)試験内容（政治学科・経済学科・国際政治経済学科共通、合計 200 点満点）

1) 大学入学共通テスト（100点）

以下 4科目を 25点ずつに換算する。

① 外国語（以下いずれか 1 つを選択）

・英語（リスニングを含む） ・独語 ・仏語

② 国語

③ 数学Ⅰ・数学Ａ

④ 選択科目（以下いずれか 1 つを選択）

・地理歴史「世界史 B」「日本史 B」「地理 B」から 1科目

・公⺠ 「現代社会」「倫理」「政治・経済」「倫理、政治・経済」から 1科目

・数学 「数学Ⅱ・数学 B」

・理科 「物理基礎」「化学基礎」「⽣物基礎」「地学基礎」から 2 科目

あるいは「物理」「化学」「⽣物」「地学」から 1 科目

2) 学部独自試験（100 点）

・学部独自試験は総合問題のみを 120分間で実施する。なお、⽇英両⾔語による⻑⽂を読み解いたう

えで解答する形式とし、記述解答を含む。英語のライティング⼒を図る問題も加える。

・サンプル問題を公開した。また、英語外部検定試験の利⽤を取りやめた後に、公表したサンプル問題を

新方式に合うように作り直し公開した。

(2)募集⼈数に変更はない。

(3)昨今の定員管理の厳格化に対応できるよう、補⽋合格制度の導⼊を決定した。

・⼤学⼊学共通テスト利⽤⼊試

⼤学⼊試センター試験に代わる⼤学⼊学共通テストを利⽤した⼊学試験形態も継続する。

・グローバル入試の改革

帰国生入試の実施が厳格化されることを踏まえて、海外修学経験者を対象とするグローバル入試に再編した。

・指定校推薦⼊試の指定基準の⾒直し

これまでの経緯で複雑であった指定校⼊試の指定基準をシンプルなものに⾒直し、近い将来予想される基準の公表

にも対応できるようにした。

・入試広報の展開

政治経済学部に比較的多数の卒業生を送ってもらっている東京近郊の高校数校の進路指導の先⽣⽅に新しい一

般⼊試の説明と意⾒交換を実施した。

一般入試に大学共通試験の数学 1A を必修にしたことから、伝統的な私⽴⽂系型⼊試ではなくなるとして、メディア

の注目を集めている。積極的に取材に応じるようにして、入試改革の真の狙いを丁寧に説明するように心がけている。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－
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・2019年度から学部新カリキュラムの⾻⼦

学部の基本理念である Public Philosophy, Politics, and Economic（PPE）に⽴ち返り、学科の違い

を超えて、全学⽣に公共哲学・政治学・経済学の基礎を履修させ、その後学科ごとに特徴あるカリキュラムを提

供することにした。また日本語学位プログラムと英語学位プログラムとの一体的運用をさらに進めるため、科目の日

英ハイブリッド化を徹底することにした。

→３学科共通必修科目の設定(政治学および経済学の⼊⾨科⽬、統計学などの⽅法論科⽬)。

→１つの科目を日本語と英語の両言語で実施(設置科⽬、必要単位数、必修科⽬、科⽬区分を⼀部の例外

を除き共通化)。

→国際政治経済学科の再定位(PPE の学部全体への拡大により、国際政治経済学科を政治学・経済学の双

学位と定義し直し、政治学と経済学の必要単位数と必修科目で政治学科および経済学科と差別化)。

→国際政治経済学科の再定位に伴い専門科目群の政治学科目群と経済学科目群へと再構成(国際政治経

済学科目群を廃止し、政治学科目群および経済学科目群との重複を解消)。

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

→科⽬配当年次の廃⽌(コースナンバーのよる入門科目、中級・基礎科目、上級・専門科目にレベル分けの徹

底)。

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

の設置により、英語以外の⾔語も語学から専⾨科⽬への橋渡しを⾏う。

→クォーター制もこれまで以上に利⽤。

・政経オナーズプログラム(学部３年＋⼤学院３年で博⼠学位修得)

→大学院との連携による積極的活用により国際的に活躍する人物や研究者の養成を推進

オナーズプログラム⼤学院進学者に「政治経済学術院奨学資⾦(政経スカラシップ)」を給付

・国際公募型教員採用の導入

→原則、すべての人事で国際公募を実施

→テニュアトラック制の積極的活⽤による国際競争⼒の⾼い教員のリクルートを⼼がけた。

・大学院(政研、経研、公共経営専攻、ジャーナリズムコースなど)の再構築

・グローバル公共政策コースの設置

政治学研究科公共経営専攻（専門職）の2020年9月入学者をもって学生募集を停止し、政治学専攻

の公共政策研究領域と⼀体化することでグローバル公共政策コースを設置し（⼊学定員25名、収容定員50

名）、2021 年 4月より教育を開始することを決定した。2022 年度には 1年制を開始する。2023 年度には

英語プログラムを開始する予定である。これにより、これまでの公共経営専攻の成果を継承しつつ、経済学研究

科との連携も容易になる。証拠に基づく政策形成を理論的また実証的に促進できる⼈物を養成し、⼤隈重信の

志を現在にあった形で実現する。国際的に需要の高い博士課程の設置も視野に入れて準備することにした。

・持ちコマ数の削減

学部新カリキュラムの導入にあわせて、教員の教育・研究時間の確保をめざし、１人の持ちコマが学部大学院

を通じて 5.5 コマ程度になるように調整することにした。

また、教員間の負担の平準化を目的に、教員に業務負担アンケートを実施した。入試業務や教員採用委員

会業務、学術院外大学業務などに多くの時間が割かれている実態が明らかになった。今後、一層の標準化のた

めの⼯夫を模索することになる。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

・全学的プロジェクトへの参画

→⽂部科学省｢スーパーグローバル⼤学創成⽀援事業(SGU)｣実証政治経済学拠点における招聘教員によるセミナ
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ー・授業の継続的実施。

→⽂部科学省｢スーパーグローバル⼤学創成⽀援事業(SGU)｣グローバルアジア研究拠点の活動。事務拠点が社会

科学総合学術院に設置されることになったが、学術院の相当数の教員がコミットしている。セミナー・授業の継続的実

施。

→Asian Future Leaders Scholarship Program(百賢教育基⾦會)の運営・実施。2021 年サマーキャンプを早

稲田で開催することに同意した。

→⽂部科学省｢⼤学の世界展開強化事業(日中韓キャンパスアジア)｣(2016〜2020)の活動を本格化、大学本部

との密接な連携のもと事業展開の強化。

・学術院教員紹介web ページの刷新

⻑年課題であった教員紹介のサイトを刷新した。これにより、⽇英双⽅で、教員の経歴、研究歴、関⼼分野などを簡

潔に紹介することができるようになった。教員の個人サイトへリンクもしているので、研究の詳細を世界に向けて発信できる

ようになった。

・現代政治経済研究所での研究活動の活発化

→研究⼒、研究成果 PR のための情報発信を推進。

→SGU事業などと連携したイベントの主催、共催。

→研究会、ワークショップなどの頻繁な開催。

→2019年 7⽉の参議院議員通常選挙にあわせて、データサイエンス・コンペを実施した。早稲⽥の学⽣の能⼒の⾼さ

が示された。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

・EDP(英語学位プログラム)の拡充

→PPE を体現した新カリキュラムを導入し、基本的に日英ハイブリッド教育を実施するようにした。

プログラムが海外でも広く知られるようになり、応募者の学⼒が上昇している。⼈数を 100 名程度とするように規模を拡

大しているが（2019年度は⽇本語学位プログラムの⼊学⼿続率が急上昇したため、20名程度絞り込まざるを得なか

った）、学生の質は向上している。

国際公募によるテニュアトラック教員の採用が続いているので、EDP の教育内容が一層多様化し、充実してきている。

・⽇本語学位プログラム学⽣による、英語学位プログラム科⽬の履修が拡⼤し、合格率も上昇している。

・ジョイントアポイント教員による授業・研究会の実施による世界の⼀流教員に早稲⽥の杜で接触する機会を増やして

いる。

・学部⽣が在学中のどの期間に海外留学してもゼミ登録等で不利益が⽣じないような配慮をした新カリキュラムが施⾏

されている。

・TOEFL のスコアによるクラス分けの実施、AWADEの必修化により英語のライティング⼒を向上させることで留学の促
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進を図っている。

・留学先での取得単位の認定を簡素化した。

・AFLP(Asian Future Leaders Scholarship Program)セミナーの実施・スタディトリップの実施

・エセックス大学(英)サマープログラムの実施(SGU実証政治経済学拠点)

・日中韓キャンパスアジアによるサマープログラムおよびスプリング・プログラムの実施

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

学資⾦」｢ハワード・ハギヤ奨学資⾦｣の増資・充実

・201９年度インターシップ実績

みずほ銀⾏（中国）有限公司

東鯤（北京）⽂化交流有限公司

みずほ銀⾏（ソウル）

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

・会議の簡略化のための実験的試みの展開。

政治学研究科および経済学研究科の運営委員会は完全ペーパーレス化を実現。

学術院教授会、学部運営委員会は資料の事前配付を併⽤することで、時間の短縮に努めている。

・学術院⻑オープンオフィスの実施による教員との意思疎通を密接化。

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

2019 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

【法学部】

① 学部アドミッション・ポリシーの⾒直しを⾏い、それに基づき、現⾏⼊試制度の総点検、課題についての検討を⾏っ

た。

② ⼊学定員の厳格化に伴い、厳密な⼊学者数管理を実施した。

③ ⾼⼤連携を促進しつつ⼊学後のミスマッチを防ぎ法学部の魅⼒を伝えるために、⾼等学院および本庄⾼等学院の

生徒と保護者に対して「法学部への招待」企画を実施した。法学部の説明の他、早稲田大学リーガルクリニックと

早稲⽥リーガルコモンズ法律事務所の協⼒による模擬裁判実演、現役法学部⽣との交流を⾏い、参加者から好

評を得た。

【法学研究科】

① 修⼠課程では、⼊学定員の定員充⾜率 100%を上回る結果となった。

② 開設２年⽬を迎えた LL.M.コースは、好調な出願数を得ており一定の評価が定着しつつある。アジア（中国、韓

国、タイ、シンガポール、フィリピン、ベトナム等）、欧⽶（アメリカ、ドイツ、ポーランド、オランダ、ロシア）の他に本年

は中東（サウジアラビア）南米（ブラジル）など 20 か国からの出願者となった。

③ 知的財産法 LL.M.コースにおいては、厚⽣労働省教育訓練給付⾦のうち、より給付⾦の多い「専⾨実践教育訓

練給付⾦」への認可申請を⾏い、2020 年度からの適用開始が決定している。

④ 博士後期課程でも、法曹界からの博⼠課程進学者や⼀般⼊試などにより、前年度を上回る出願者および⼊学

予定者を得た。

【法務研究科】

・⽂部科学省中央教育審議会⼤学分科会法科⼤学院等特別委員会における「法曹コース」に係る議論を踏まえ、

2019 年 6⽉に法科⼤学院関連法が公布・施⾏された。2018 年度からの検討を踏まえ、法学部 3年・法科⼤学

院2年の5年⼀貫法曹養成教育システムを構築するための協議を本学法学部等と法務研究科により継続実施し、

2019年11~12月に本学法学部等との間で法科大学院関連法に基づく法曹養成連携協定を締結した。また、文

部科学大臣により当該法曹養成連携協定が正式に認定され、5年⼀貫法曹養成教育(法学部法曹コース３年+

法科⼤学２年)が正式にスタートすることとなった。法曹養成連携協定において、法曹コース修了予定者が法務研究

科へ進学する場合の入学者選抜方法(特別選抜)として、法曹コース修了予定者は、3年次早期卒業を前提に、指

定科⽬を履修して⼀定の成績を収めることにより、学部成績を重視した特別選抜枠で法科⼤学院既修者コースの

入学者選抜を受験できるという選抜方式が規定された。それに基づき、2022年度⼊試に向けて、法曹コース修了予

定者を対象とした特別選抜およびそれ以外の⼀般選抜を実施する新たな⼊試制度の構想を決定した。

・多様な媒体や機会を利⽤した広報宣伝活動を積極的・戦略的に展開し、全国各地での法学部⽣向け進学説明会

開催を継続実施した。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

【法学部】

P7



2

① 法曹コース設⽴に向けて、法務研究科と連携しつつ、同コースのカリキュラム構成およびコース設計を作り上げて文

部科学省の認定を得た。

② 博⼠課程⼤学院⽣による法律科目学習相談室 LA を講師として、定期試験前に法律科⽬試験対策講座を実

施した。同講座を担当する博⼠課程⼤学院⽣にとっても良い FD の機会提供となっている。

③ ⼤学総合研究センターと連携し、法学部⽣の成績分析を⾏い、留年に結びつく学⽣の傾向を複数の要因から分

析した。分析結果より判明した履修状況による要因については、ペアレンツデー等を通して学⽣および⽗⺟にフィー

ドバックを⾏った。

④ 法曹志望以外の学⽣に向けた魅⼒あるカリキュラムとして、新たに「先端科学技術と法」をテーマとした科⽬編成に

取り組むこととした。

【法学研究科】

新たな科目の展開およびその財源確保として、以下を実施した。

① 財団法人)末延財団が実施した公募型寄附講座に申請し、2020年度より、修⼠課程英語プログラムであるアジ

ア･リージョン法 LL.M.コースにて新規寄附講座を開設し、海外から講師を招聘して⾏う講義等の準備を進めてい

る。

② 上記財源を用いて、弁護⼠資格を持つ外国⼈若⼿研究者を採⽤した。同講師には、2020年度より、修⼠学⽣

を対象としたアカデミックリサーチ・ライティングの講義を担当してもらい、LL.M.コース学生のみならず、修士課程全体

のアカデミックリサーチ⼒および英語による発信⼒の底上げを図る準備を進めている。また、実務家である面を活かし

た学生指導も期待される。

③ 「法学研究の基礎」などを始めとする数々の講義において⾼度授業TAの活用が定着し、講義の充実に寄与してい

る。

【法務研究科】

・⽂部科学省中央教育審議会⼤学分科会法科⼤学院等特別委員会における「法曹コース」に係る議論を踏まえ、

2019年6⽉に法科⼤学院関連法が公布・施⾏された。2018年度からの検討を踏まえ、法学部3年・法科⼤学院

2 年の 5年⼀貫法曹養成教育システムを構築するための協議を本学法学部と法務研究科により継続実施し、2019

年 11~12月に本学法学部等との間で法科大学院関連法に基づく法曹養成連携協定を締結した。また、文部科学

大臣により当該法曹養成連携協定が正式に認定され、5年⼀貫法曹養成教育(法学部法曹コース３年+法科大学

２年)が正式にスタートすることとなった。法曹養成連携協定締結に到る過程において、法学部と法科大学院既修者コ

ースの教育課程とが一貫的に接続する体系的な教育課程の編成するための協議を本学法学部等と法務研究科によ

り実施した。また、5年⼀貫法曹養成教育システム構築に伴う法務研究科既修者コースのカリキュラム改訂、また、法

務研究科未修者コースのカリキュラム改訂に向けた検討を⾏った。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

【比較法研究所】

・地球や人類の持続可能性を脅かす具体的な事象における近代法の功罪と改革案を批判的、実証的に研究し、かつ

理論化して学問体系化することを⽬指す全所的研究教育プロジェクト「Law and Sustainability学の推進」と連携

する形で⽐較法研究所創⽴60周年記念企画「持続可能な社会のための法を求めて―Law and Sustainability

学の推進」の総括シンポジウムを 10月 30日(水)に開催し、参加者による活発な議論が展開された。
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・中国社会科学院法学研究所との交流では「⽇中共同シンポジウム新技術と法」を9月4日(水)に北京で開催した。

・2１件の共同研究プロジェクトが活動した。

・法学部と共同で横川敏雄記念公開講座「スポーツと法」(全６回)を開催した。

・理⼯学術院との連携による共同研究プロジェクト「AI と法」では、2 月 26 日(水)に研究会「機械学習における公平

性」を開催した。

・映画上映会は、春学期には「映画『０円キッチン』をみて食品ロス問題を考える」を 6 月 20 日（木）に開催し、学

⽣、教員および農林⽔産省の担当者の間で⾷品ロスについて活発な討論が展開された。48 名（うち学生 41 名）

参加。秋学期には「映画 RBG－日米の社会における最高裁の役割を考える」を 11 月 7 日(木)に開催し、日米の

最⾼裁の判事の選任、構成（党派的構成）、反対意⾒の役割、世論・⺠主的熟議と最⾼裁の関係などを⽐較し

討論した。42名（うち学生 36名）参加。

・公開講演会を 27回（参加者数は延べ 610 名、うち学生 349名）、 シンポジウムを 13回（延べ 830名、うち

学生 526名）、公開セミナー3件を開催した。

・「比較法学」第 53 巻第 1〜3 号、叢書第 47 号『法の支配と法治主義』(翻訳)、「Waseda Bulletin of

Comparative Law」（英⽂年報）第 38 号 を出版した。

・研究所の研究・教育活動について年次報告書を和⽂と英⽂の両⽅で作成し、ウェッブに公開した。

【法務研究科・法務教育研究センター】

・2016度から実施している法務教育研究センターを中⼼としたリカレント教育プログラムをさらに改善しながら実施した。

特に、各種講座（「法務リカレント講座・セミナー」「法律基礎講座」）、各種イベント（講演会、シンポジウム、キャリ

ア説明会等）を充実させた。そのため、従来のWeb サイト、メール配信等による広報に加えて、教員や稲門法曹会

等の協⼒を得ながら、広範な広報宣伝活動を展開し、参加者数の増加を図るための活動を⾏った。また、その成果

を掲載した紀要「法務研究論叢」の第 4号を 10⽉に発⾏した。

・法務教育研究センターに退職教員等を招聘研究員として積極的に受け入れ、科研費による研究活動を推進した。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

【法学部】

① 独⾃の留学説明会開催や留学の⼿引きを作成し、法学部のカリキュラムを踏まえた留学のサポートを積極的に実

施している。2019年度は積極的な海外留学推奨が好影響を与え、海外留学を志す学⽣が増えた。

② 学部独⾃の短期留学プログラムである「ハワイ⼤学スタディツアー (法律科⽬2単位付与)」は4年⽬を迎え、法学

部生に定着しつつある。このプログラムに参加した学生の多くが、その後に⻑期留学への挑戦や大学院進学をしてお

り、学生に高い教育効果をもたらす実績を生んでいる。

【法学研究科】

① ベルギーのルーヴァン・カトリック大学と修士課程ダブルディグリー協定および箇所間交換留学協定を締結した。

② 末延財団⽐較法・外国法研究教育プロジェクトの最終年度として、昨年より実施しているルーヴァン・カトリック大学

との博士課程大学院生学術交流を継続し、2019年度は法学研究科の博⼠課程学⽣ 7名をルーヴァン・カトリッ

ク大学へ派遣し、現地にて研究発表・交流会を実施した。
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【法務研究科・法務教育研究センター】

・法科⼤学院教育における法曹としての付加価値付与機能の強化を⽬指しており、この中で国際化への対応⼒強化

を掲げている。社会のグローバル化に伴い、企業法務のみならず、⺠事事件、家事事件の分野においても、国際的視

点を持った法曹の輩出が急務であることは、論を待たない。法務研究科では、(1)交換協定に基づく留学、(2)海外

エクスターンシップへの派遣、(3)コンソーシアムを組む海外ロースクールにおけるGlobal Forumへの派遣、(4)本研究

科で実施される Transnational Program への参加、(5) 英語で実施される授業の履修を求めるグローバル・ビジ

ネス・コースの設置、(6)外国学⽣との授業内外における交流、(7)アジア諸国の法曹育成支援、そして(8)新たな海

外学術交流先の開拓といったプログラムを重層的に提供することにより、様々な学習段階において利⽤可能な国際的

な経験・学修の機会を与え、法曹に求められる国際感覚を学生に養わせることを目的とする重層的な国際化プログラ

ムを実施してきた。なお、以上の取組について数値目標として掲げている項目の2019年度の実績は、派遣留学⽣5

名、グローバル・ビジネス・コースの修了者 2名、学内での国際プログラムへの参加者 41名となった。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

法曹コース開設に伴う法曹稲門会との連携強化（法学部）

早稲⽥における「法曹コース」の魅⼒を⾼めるために、法曹稲⾨会に協⼒要請を⾏い、「法曹コース」の課外活動とし

て、法律事務所インターンシップ新設の準備を進めている。この他にも、既存の Lawyers’ Salon への協⼒や、講演会

開催などの協議を開始している。

卓越大学院プログラムへの参画（法学研究科）

卓越大学院プログラムへ箇所参画をすることを決定し、プログラムへの科目提供および法学研究科生に向けたコース設

計の検討を始めることを決定した。学部にて展開予定の「先端科学技術と法」カリキュラムとの連続性も考慮しつつ、学

部から大学に繋がる新しい教育プログラムの展開を目指す。

⼥性法曹輩出促進プログラム(法務研究科・法務教育研究センター)

⼥性法曹輩出促進プログラムもまた、付加価値を有する多様な⼈材を法曹として輩出するという法務研究科の理念を

実現するための取り組みである。本プロジェクト（以下、“FLP: Female Lawyers Project”と呼ぶ。）は、2015年4

月の始動後、(1)学⽣に⻑期的な法曹としてのビジョンを持たせることを⽬的とした、社会で活躍する⼥性法曹を招いた

講演会等の実施、(2)学⽣が⾝近なロールモデルやメンターを得ることを⽬的とした、⾝近な⼥性法曹との交流会の実

施、(3)⼥性の学⽣に対する具体的な学修⽀援等の実施、の３つの柱を⽴てて活動を実施してきた。2019 年度は、

他⼤学と共催実施したシンポジウム「ロースクールに⾏こう！⼥性法律家はこんなに⾯⽩い！」、内閣府・⽇本弁護⼠

連合会等と共催実施したシンポジウム「来たれ、リーガル⼥⼦！」、⽉例実施の待機型学内交流会「おしゃべりカフェ」、

⼥⼦⼤ 2 校への出張説明会、などを実施した。

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

2019 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

１．⼊試制度

１）⽂学研究科修⼠課程において、新たに「論⽂特別選抜⼊試」を開始した。従来の推薦⼊試（7 月実施）、

一般入試（9月実施）に加えて、12⽉に出願をする機会を新たに設け、学部の卒業論⽂またはこれに替わる

論⽂を選考に活⽤し、修⼠課程⼊学後の論⽂指導に⼗分耐えられると⾒込める学⽣の獲得を⽬指す⼊試制

度である。2020 年度 4月にはこの入試によって 1 名が入学を予定している。

２）⽂学研究科修⼠課程⼀般⼊試において、外国の教育課程出⾝の外国⼈留学⽣に対して求めている⽇本語

能⼒に関するスコア（⽇本語能⼒試験（JLPT）/日本留学試験（EJU））の提出期間を試験実施時期に

合わせて追加で設け、出願しやすい環境を整備した。

３）2019年度⼊試において博⼠後期課程「国際日本学コース」に初めての合格者・入学者を出し、大学院文学

研究科博士後期課程として書類（論⽂等）及び⾯接を通じた新たな選考プロセスを確⽴した。

４）一部の通知業務に RPA を導入し、従来以上にセキュリティの高い事務体制を構築した。

５）学部入試改革として、2019 年 2月実施の文学部一般入試「国語」において 40 字以上 50字以内の記述

式問題を設け、受験⽣の思考⼒を多⾯的に評価することを開始した。

６）学部の一般入試（英語 4技能テスト利⽤型）において、2018 年度の GTEC CBT 及びケンブリッジ英語検

定の追加に加えて、2019 年度からは TEAP CBT及び新型の英検を導⼊し、受験⽣が利⽤しやすい仕組みを

整えた。

２．入試広報

１）⽂学研究科修⼠課程により多くの推薦⼊学者を確保するため、推薦⼊学の出願資格を満たすと⾒込まれる成

績を修めた文化構想学部・文学部の 3年⽣全員に対して、⼊試制度及び大学院説明会の案内を送付した。

２）2021年開設予定の⽂学研究科修⼠課程「国際⽇本学コース」（Global-J）への入学者獲得に向けて、博

⼠後期課程との⼀体性を持たせたリーフレットの製作を⾏った。

３）学部オープンキャンパスにおいて、⼊試制度や出願資格等の質問に特化した「⼊試相談コーナー」を新設した。

リラックスした雰囲気で、多くの来場者から好評を得た。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

１．教員採用に関する取り組み

１）コロンビア大学から教授2名を訪問教授として嘱任、准教授1名を JA による准教授（任期付）として嘱任し

た。

２）UCLA から教授 1名を JA による教授（任期付）として嘱任、准教授 1名を訪問准教授として嘱任した。

３）世界的に著名な作家 1名を訪問教員として嘱任した。

４）⼈事要望の可否判断の際に、⽂学学術院全体で⼥性教員の⽐率を 3 割とすることを考慮した結果、2020

年度の専任教員新規嘱任人事においては、過半数を超える⼥性教員を迎えることとなった。

５）テニュアトラック制度に係る内規を変更し、新たな任期付教員制度に対応できるように整備した。
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２．学部・大学院のカリキュラム改革

１）大学院文学研究科において、「国際日本学コース」（Global-Ｊ）修士課程の開設準備を進めた。

２）学部の語学教育改革として、2021 年度からの英語オンデマンド授業の開発を進めた。

３）文化構想学部・文学部において、主専攻に加えて関連領域を意欲的に学習した学⽣の学習歴として、副専

攻に関わる証明書の発⾏を開始した。

４）初年次教育の改⾰に向けた検討を進めた。

３．持ちコマ数削減に向けた取り組み

教員の担当授業数の適正化に向けて、学科⽬配当アンケートに先⽴って、講義科⽬の隔年開講等の可能性に

ついて検討を促した。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

１．研究推進・支援体制

１）総合人文科学研究センター（以下、⼈⽂研）の研究部⾨「⾓⽥柳作記念国際⽇本学研究所」と SGU「国

際日本学拠点」とが有機的に連携して研究活動を推進した。

２）UCLA との共同研究プロジェクト「柳井イニシアティブ」において、⽇本⽂化研究のグローバル化を推進した。

３）これまで培ってきた米国の諸機関との連携に加えて、東アジアやヨーロッパなどの諸地域との関係を強化すること

で、交流の多⾓化を図った。

４）人文研の新たな研究部門として「拡大するムスリム社会との共生：歴史的背景とグローバル化」と「心と身体の

関係と可塑性に関する学際的研究」が設置された。

２．科研費獲得の促進

１）応募件数 91 件（前年⽐+1）、採択件数 37 件（同+1）、採択率 40.7％であった。特に今年度は、

基盤研究（A）及び基盤研究（B）がいずれも採択率 50％に達した。また、国際共同研究加速基⾦に新た

に 1件採択され、継続を含めると、学術院全体で 117件（同+15 件）を保持している。

２）大学院生を対象に『日本学術振興会特別研究員（DC）』 応募チャレンジセミナーを実施した。（4/10）

３）研究推進部と合同で若⼿研究者を対象とした研究費説明会を開催した。（3/5）

３．研究関連シンポジウム、フォーラム等の開催

１）研究部門主催・共催の研究会・シンポジウムを開催した。（主催 27件、共催 39 件、後援 2件）

２）⼈⽂研年次フォーラム「産業での労働・経験をどのように記録し、継承するか 石炭産業の場合」を開催した。

（12/7）

３）漢陽大学校において、漢陽・清華・南開・国⽴台湾の各⼤学とともに東アジア人文学フォーラムを開催し、研究

成果発表・共同研究を推進した。（10/17〜20）

４．研究領域を越えた研究連携の促進

１）⼈⽂学の領域を乗り越えたプロジェクト研究を推進した。

２）データ科学総合研究教育センターの協⼒・⽀援による、データを活⽤した⽂理融合による研究を推進した。
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３）新任教員の研究内容の紹介を中心としたランチセミナーを２回開催した。（5/29、6/26）

５．研究成果の国際情報発信への取り組み

１）若⼿研究者を対象とした「英語論⽂執筆セミナー」を 2 回開催した。（4/24、11/27）

２）「Waseda RILAS JOURNAL No. 7」を刊⾏した。（掲載論⽂21本中,英語4本、仏語1本、独語1本）

３）SGU のイベント情報を日・英両言語でタイムリーにWeb に掲載した。

６．若⼿研究者の⽀援

１）若⼿研究者を人文研の招聘研究員として積極的に受け入れた。

２）⼈⽂研における「講師（任期付）・助教・助⼿研究⽀援制度」に 11件の利⽤申請があった。

３）キャリア初期研究者支援サイトの充実を図った。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

１．学⽣交流

1）UCLA-Waseda リサーチ・フェローシップ・プログラムにより大学院生を派遣した。（3名）

2）Waseda-UCLA リサーチ・フェローシップ・プログラムにより大学院生を受け入れた。（5名）

3）Waseda-UCLA トラベル・アワード・プログラムにより大学院生を受け入れた。（1名）

4）コロンビア大学とのダブルディグリー・プログラムにより大学院生を派遣した。（1名）

5）コロンビア大学とのダブルディグリー・プログラムにより大学院生を受け入れた。（1名）

6）文化構想学部英語学位プログラム(JCulP)の必修科目(Summer Session)として、ＪＳ学生を短期留学に

派遣した。

7）JCulP にて⽇本語要件を課さない交換留学⽣を受け入れた。

２．研究関連国際イベントの開催

1）国際シンポジウム・ワークショップを国内外で積極的に開催した。

＜国内開催＞ 主催９件、共催 6件、後援 2件

＜海外開催＞ 主催2件（北京⼤学、寧波⼤学）

共催6件（イナルコ、大英博物館、バーミンガム大、コロンビア大、UCLA×2件）

※新型コロナウイルス感染拡大の影響により、３月に開催予定だった３件のイベントが中止または延期となった。

（国内の主催イベント▲１件、海外での共催イベント▲２件）

３．国際共同研究

１）UCLA-Waseda ビジティング・プロフェッサーシップ・プログラムによる研究者の派遣。（今年度実績なし）

４．連携の模索

１）バーミンガム大学と連携した学術活動を⾏った。

２）スタンフォード大学と箇所間協定を締結することに合意した。

３）ヨーロッパの高等教育研究機関との関係構築・強化を目指し、イナルコ、パリ・ディドロ大学と協議を⾏った。

以 上
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Waseda Vision 150 教育・総合科学学術院の将来構想の進捗状況報告

2019 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

① 大学入学共通テストの導入に向けた検討状況

指定校推薦⼊学試験により⼊学した学⽣の学修状況等の確認を⾏い、より充実した⼊試制度となるよう検討を⾏っ

た。指定校推薦入試では、大学入試センター試験の受験を必須としているが、これを大学入学共通テストに置き換える

ための検討を⾏った。また、本学部の特⾊である、多様な科⽬を利⽤した⼀般⼊試の、より効果的な運⽤法を検討し、

多様な価値観をもつ学⽣の獲得を⽬指すための検討を⾏った。

②一般入試に代わる入試の検討状況

指定校推薦入学試験、帰国生・外国生入学試験、および学士入学試験を実施し、2021年度以降の⼊試に向け

て、具体的な議論を⾏った。

③入試広報の展開状況

オープンキャンパスにおける学部紹介に加え、模擬授業をすべての学科・専攻・専修において⾏い、研究室公開と実習

体験を実施した。各附属・系属高における模擬授業の実施に加え、各種の高大接続事業等を活用して、高等学校の

生徒を対象とした模擬授業や演習・実習等を実施した。

学部ホームページのデザインを、より⼊試広報が引き⽴つように修正した。また、学部案内等の各種の冊⼦作成と配布

や学部ホームページ上において、教員養成に加え、⽂理融合型・分野横断型の総合科学プログラムの紹介を⾏い、深

い専門性・先端性をもち、かつ多様な学びを実現する本学部の特徴を積極的に広報した。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

①副専攻制度（総合科学プログラム）の展開

多様な学科専修で構成されている教育学部のリソースを活かすべく２０１８年度に導⼊が決定された副専攻制度

（総合科学プログラム）の実際の運用を開始し、領域横断的に思考し、多様な⽅法で世界の諸問題にアプローチで

きる人間を育てるという学術院のビジョンの実現を⽬指した。２０１９年度は、「地球システムコース」および「外国語Ａ

発展履修コース」を設置した。

②教職大学院における取り組み

教職大学院においては、教育研究評価委員会を発展的に改組し、新たに設置した教育課程連携協議会で、従来以

上に他大学、他地域の教育関係者による外部評価を充実させ、教職大学院における教育活動の改善に反映させた。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

教育総合研究所における事業推進

研究支援事業として、合計 15 の研究部会が採択され、そのうち 6 部会が日本以外の国や地域の言語、文化、歴史
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等をテーマにした部会で組織されており、学内の教員、博士後期課程の学生をはじめ国内外の研究者を含めた構成員

で研究部会を展開している。

また、成果発表として、2020年１⽉に各研究部会の公開研究発表会を開催し、5 部会の成果が研究所の紀要『早

稲⽥教育評論』 34（1）に掲載された。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

国際交流事業の展開

学術院内の国際交流委員会が中⼼となり、協定を締結している北京師範⼤学（中国）、⾼麗⼤学校（韓国）、ロ

ンドン大学教育研究所（英国）、イリノイ大学（米国）と本学の５大学による国際交流プログラムを通じ学術交流

事業を促進した。また、教員による海外への学⽣引率を継続的に⾏っている。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

①教職支援センターの運営

教職課程カリキュラム運営、地区稲門教育会との連携、教員養成および現職教員へのサポートを推進することを目的

として、以下の事業を実施した。

・ 教育学部に配置された教職課程の科目の調整

教育学部に配置された教職課程の科目の調整をおこなうとともに、教育学部新入生向けに 201９年 3

月３０日に教職課程説明会を開催した。

・ 教職課程認定申請および教職課程変更申請

教職課程の認定を受けるために認定（変更）申請を⾏い認定された。

また、昨年度申請した再課程認定に関する指摘事項（学則に定められた⼊学者定員区分ごとの教職課

程認定申請）について対応（学則変更）した。

・ 教育実習・介護等体験等の企画および運営

2019 年 2月１日に教育実習ガイダンス（参加者数約 550人）を開催した。

2019 年 4月 4日に介護等体験ガイダンス（参加者数約450人）を開催した。

・ 教育インターンシップ・教育ボランティア等の企画および運営

教育インターンシップ先と箇所間協定を締結した。

・ 教員就職指導室の運営および教員志望者への就職支援

教員就職指導室を運営し、2,885 名（12 月末集計）の相談を受けた。

教員志望者への就職支援として、指導会を５回開催した。

・ 教員免許更新講習の企画および運営

教員免許更新講習を 5日間開催し、延べ 1,228 名の参加があった。

・ 稲門教育会事務局運営および地区稲門教育会の活動支援

稲門教育会事務局を運営し、2019 年 5 月 22 日に総会（参加者約 80 人）を開催するとともに、地

区稲門教育会（23地区）の活動を、講師派遣等により支援した。
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②教育総合クリニック関連事業

「公認⼼理師」の国家資格取得の関連するカリキュラムを 2018年度教育学部、教育学研究科で導⼊し、その実習

機能をクリニックの臨床機能に組み⼊れた。2019年度は履修学⽣も増え、5 月に活動場所が移転・大幅拡張された

ことにより、教育機能と臨床機能が強化され、包括的なアセスメントに基づいた様々なプログラムを導⼊しながら実習と

指導を発展的に展開できるようになった。

成果として、学業不振の改善、不登校の改善、学校・家庭内での衝動⾏動の改善等が報告されており、学校教員・

保護者からのニーズもあり、各種研修会、講演会を企画し多数の参加を得ている。

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

2019 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

商学部

１．一般入試改革

2021年度⼊試から実施する⼀般⼊試改⾰のうち、「英語 4技能型」、「数学型」、「地歴・公⺠型」における配点を

決定した。

商学研究科

１．学内進学者確保

基礎学⼒のある商学部出⾝者の進学を促進するために、引き続き学部と連携して「学部・修士5年⼀貫修了制度」

の周知を⾏った結果、2019年9月、2020年4月を合わせて７名が入学予定である。また、商学部卒業生を対象と

した特別推薦⼊試に特化した広告出稿、パンフレットの作成など、本⼊試の周知に注⼒した。

２．受験生の多様性確保

受験生の出身国の多様性を促進するため、博士後期課程においては、JICA SDGs グローバルリーダーコースによるマ

ッチングを開始した。修士課程においては、6⽉に⾦沢市の北陸⼤学で説明会を⾏い、42 名が参加した。

３．質の高い入学者の確保

2019年度中に実施した修⼠課程⼀般⼊試では、807名の出願があり、合格率は6.1％となっており、より質の高い

入学者を確保した。

会計研究科

１．既存入試の機会拡大・要件緩和の検討

2020 年度⼊試において、本学学部⽣の当研究科への⼊学促進のため学内 AO 入試形態を新設し、学内推薦出

願資格ではGPA基準を緩和するなど、さらなる機会拡⼤を⾏った。

アクチュアリー専門コース入試向けに、米国・英国アクチュアリー資格科目合格者が当研究科へ出願ができるよう、出

願資格事前確認の仕組みを整備した。

２．学生リクルート体制の強化

参加者の少なかった関⻄学院⼤学との合同説明会を取りやめ、当研究科独⾃の説明会を前年度より２回増とし

た。アクチュアリー専⾨コースの説明会も１回増とし、当研究科の魅⼒を伝える機会を拡充した。①の対応とも合わせた

これらの結果、会計専⾨コースの志願者数は前年度の 112名から 152名と 35％増に、アクチュアリー専門コースの志

願者数は前年度の 14名から 29名と約 2倍に増加した。

経営管理研究科

１．入試制度の適切な運営、検証

経営管理研究科の⼊試制度を適切に運営した。また、これまで蓄積した各種データを定量的に分析し、改善の必要

な点がないか検証を⾏った。

２．積極的な広報活動の展開

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

ら、広告の有効活用や企業への営業活動等を推進しWBS に入学するメリットをより受験生に伝えた。
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早稲⽥ブランドの国際認知度は改善の余地があるため、アジアの主要都市を中⼼に QS ワールドツアー（現地開

催）に参加し、積極的な広報活動を展開した。また、海外の留学⽣向けWBS広報動画を作成、発信することで、更

なる志願者を獲得した。

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

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

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

商学部

１．新プログラムの設置検討

管理委員会特別委員会を中⼼に検討を進めた結果、国際社会に貢献する「学識ある実業家、ビジネス・リーダ

ー」の育成を目的とした新プログラム（Global Management Program）を開設することを決定した。本プログラム

は、2020年度⼊学者から適⽤される。

２．新カリキュラムの継続的な検証と問題点の検討

専⾨教育科⽬のうち選択必修科⽬における卒業必要単位数の⾒直しについて、昨年度に引き続きカリキュラム

委員会を中心に検討を進めた。また、英語カリキュラムの改善について、英語WG を中心に検討を進めた。

３．基本方針に則った専任教員人事の推進

2016年度に策定した専任教員⼈事に関する基本⽅針に則り、2019 年度は 3名（3名中 1名は日本国籍

以外の教員）の専任教員が着任した。2020 年度は計 4名（2020年 4 月着任、4名中 1名は日本国籍以

外の教員、4名中 2名は⼥性）の専任教員の採用を決定した。

また、2018年度に策定したテニュアトラック制度に関する規程に則り、採⽤活動を⾏った。

４．⽂部科学省「次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」と連動した「起業家実習プログラム（アントレ

プレナー・インターン・プログラム）」の推進

⽂部科学省「次世代アントレプレナー育成事業（EDGE-NEXT）」と連動した「起業家実習プログラム（アントレ

プレナー・インターン・プログラム）」において、起業家養成を目的とした６科目を開講し、延べ 778名が受講した。

５．全学副専攻の設置

2019 年度より、商学部・会計研究科共同で学術的副専攻「会計学」を開講した。

商学研究科

１．カリキュラムの充実

カリキュラム充実に向けた、外国語による専⾨科⽬の増設を⾏った。また、修⼠課程学⽣の必修科⽬である「統計基

礎」を増設し、英語クラスを開講した。

会計研究科

１．カリキュラム改革

(1)2019 年度アクチュアリー専門コース新設のための関連科目の増強・体系化

2018 年度 20科目、2019 年度 25科目と順次拡充している。

(2)提携講座の拡充

監査法人や IT・コンサルティング企業等による提携講座を開設しており、2017 年度 11 科目（1,200 万円）、

2018 年度 10科目（1,200 万円）、2019 年度 11科目（1,700 万円）と順次拡充している。
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(3)ワークショップ科目の選択必修化

2019年度より、ワークショップ科⽬ 1 単位を必修とした。

(4)授業の不開講ルールの運⽤・実施

「履修登録者が2名以下の科⽬は原則として不開講とするとともに、不開講となった科⽬については翌年度の開講を

⾒直す」という授業不開講ルールを策定・実施した。

(5)学部先取り科目および対象となる学部の拡大

従来の商学部に加え、2019 年度より政治経済学部も対象としており、19 科目を開放している。

経営管理研究科

１．カリキュラムの適切な運営

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

経営管理研究科、商学研究科ビジネス専攻およびファイナンス研究科在学⽣に対するカリキュラムの安定的運営を

図った。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

商学部

1．研究⼒の⾼い教員の招聘

ジョイントアポイントメント制度により、研究⼒の⾼い教員を海外から招聘することを決定し、2019 年度は 1名を招聘

した。また、2020 年度には同制度にて海外から 1名を新たに招聘することを決定した。

＜2019年度海外から招聘したジョイントアポイントメント教員＞

佐⼭弘樹⽒（ニューヨーク州⽴⼤学ビンガムトン校 システム科学産業工学科教授）

※佐山弘樹氏は 2020 年度も招聘予定

2．訪問教員等の活⽤による、学術交流の活性化

2019年度は、訪問教員制度により、海外から2名の教員を招聘した。また、2020年度にも同制度にて海外から2

名の教員を招聘することを決定した。

＜2019年度海外から招聘した訪問教員＞

フー ピンピン氏（Nottingham University Business School, China, Professor）

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

※フー ピンピン氏、マフムード イシュターク氏とも 2020 年度も招聘予定

商学研究科

１．訪問教員等の活⽤による、学術交流の活性化

外国等の⼤学等を本属とする顕著な研究業績を持つ教員を訪問教員として委任し、学術交流の活性化を図った。

2019年度は、外国等の⼤学等を本属とする顕著な研究業績を持つ2名の教員を訪問教員として委任し、学術交流

の活性化を図るとともに、主に博⼠後期課程の学⽣に対する論⽂指導を実施し、研究⼒の強化に努めた。

また、2020 年度にも同制度にて海外から 3名の教員を招聘することを決定した。

＜2019年度海外から招聘した訪問教員＞

ギャート ケネス⽒（サンノゼ州⽴⼤学 教授）

メホロトラ ヴィカス氏（アルバータ大学 教授）
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※ギャート ケネス氏、メホロトラ ヴィカス氏とも 2020 年度も招聘予定

産業経営研究所

１．研究分科会、受託研究による研究活動の推進と研究成果の発表

2018 年度研究業績について業績評価を実施し、2019年度研究費の傾斜配分を⾏った。この業績評価制度は、

研究所運営委員会および各研究分科会から肯定的な評価を受けており、2018年度業績についても同様に評価を⾏

って研究費傾斜配分を継続することとなった。

また、産研アワードとして、海外トップジャーナルへの掲載があった 3名に対して表彰を⾏った。

さらに、研究業績評価および産研アワード評価に使⽤する産研ジャーナルランクの⾒直しを⾏った。

２．受託研修による教育活動の推進

海外協定校等から 4件、EY グループから 1件の受託研修を実施した。この 1件は、4大監査法人の一つである EY

のグループ会社が世界各国から事業継承候補者を募集して実施するプログラムであり、日本では初めての実施となっ

た。提供したプログラムは高く評価され、2020 年度はワンランク上のレベルのプログラム受託が決定している。

３．産研講演会、産研フォーラム、産研アカデミック・フォーラム、ビジネスプランコンテスト等の開催

産研講演会を 52回、産研アカデミック・フォーラムを 1 回開催し、講演会への参加者は延べ 1,800 名に達した。産

研フォーラムは、地方での開催を計画して準備を進めたが、コロナウイルス感染拡大の影響により中止せざるを得なかっ

た。

ビジネスプランコンテストは商学部設置の寄附講座と連携して実施し、365 件の応募を集めることができた。

ビジネス・ファイナンス研究センター

１．研究部会・研究交流事業

2019 年度は 4件の研究部会と 4件の研究交流事業、6件の研究プロジェクトを実施した。

２．受託研究・共同研究

みずほ証券株式会社との受託研究｢新しい企業財務戦略と⾦融機関の役割｣（研究代表者:岩村充教授）、東

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

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

准教授）、The Volkswagen Foundation からの助成⾦で開始した共同研究「Quantitative Easing and

Financial (In)stability」（提携担当者:宇野淳教授）を継続して⾏った。

３．講演会・研究成果の刊⾏

5 月に第 10 回ＣＥＯラウンドテーブル（早稲田会議）を実施し、野口悠紀雄 特別講義シリーズを毎月開催し

た。また、WBSグローバルインサイトと称して、海外有名大学の教授を招聘したシンポジウムを複数回開催した。早稲田

国際経営研究（紀要）第51号を発⾏し、ワーキングペーパーを随時発⾏した。

＜WBS グローバルインサイトで招聘した海外大学の教授等＞

Harbir Singh 氏（ペンシルベニア大学ウォートン校 教授）

Colin Mayer 氏（オックスフォード大学 教授）

Marco Becht 氏（ブリュッセル自由大学 教授）

Julian Franks 氏（ロンドンビジネススクール 教授）

Gregory Jackson 氏（ベルリン自由大学 教授）

Vikas Mehrotra 氏（アルバータ大学 教授）

Michael A. Cusumano 氏（マサチューセッツ工科大学スローンマネジメントスクール 教授）

Yupana Wiwattanakantang 氏（シンガポール国⽴⼤学 准教授）
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４．ノンディグリー・プログラム

2019 年度も 2018 年度に実施したオープン講座および企業研修を中心に、社会人向け講座の充実を図るととも

に、新たに複数のプログラムを実施した。

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

2019年 4月 1⽇より更に 1 名の研究員を嘱任し、2名の研究員を中心に、新たな大学の強みとなる社会人教育を

さらに強化すべく、以下の活動を重点的に⾏った。

・ビジネス環境の変化に対応したグローバルな企業幹部研修の発展

・グローバル展開企業の経営トップ層等の育成のための教育プログラムの発展

・海外大学との連携による企業研修の維持・発展

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

商学部

1．箇所間協定校の拡充

マニトバ大学（カナダ）、EDHEC ビジネススクール（フランス）、NEOMA ビジネススクール（フランス）と新規に箇所

間協定を締結した。

2．海外での学習経験をカリキュラムに組み込む取組み

「中国語ビジネス研修（2単位科目）」を中国上海にて開講し、18名が受講した。

３．他学部と連携した相互開放科目の継続と強化

他学部と相互に連携し、外国語による専門科目等 27科目を相互開放科目として継続的に設置した。

商学研究科

１．QTEM Masters Network の推進

QTEM（Quantitative Techniques for Economics and Management）Masters Network について、商

学部在学中の進学希望者に対して説明会等での周知活動を継続し、制度の浸透と内部進学者の確保に努め、

2020 年度に商学研究科へ進学予定の現在商学部4年の学⽣を 3名、2020年度秋学期より派遣することを決定

した。

また、引き続き、コーポレートパートナーの獲得のための取組みを⾏っている。

２．箇所間協定校の拡充

NEOMA ビジネススクール（フランス）およびフランクフルト⾦融経営⼤学（ドイツ）と新規に箇所間協定を締結し

た。

会計研究科

これまでの留学先に加え、ジャクソンビル⼤学（⽶国）へ初めて派遣留学を実施した。

経営管理研究科

１．国際認証の受審対応

欧州系国際認証 EQUIS について、3年間の認証取得が認められた。また、6⽉に⾏われたポルトガルのリスボンで⾏

われた年次総会では、初認証校として授賞式が⾏われた。今年度は年次の進捗報告書を提出すると共に、次回査察

団受入に向けた準備を開始した。
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米国系国際認証AACSBについて、11月中旬２日間にわたって3名の審査団による最終査察が⾏われ、5年間の

認証取得が認められた。

２．グローバル化への対応

既存の協定校ネットワークを積極的に活⽤し、また戦略的に新規協定校を開拓した。

例年に続いて、海外招聘教員の授業を実施した。受講者数も安定しており、学⽣授業アンケートも総じて高評価

で、学⽣満⾜度に貢献している。

＜2019年度 海外から招聘した訪問教員＞

小田部 正明氏（テンプル大学フォックスビジネススクール 教授）

山脇 秀樹氏（クレアモント大学院大学ピーター・ドラッカー経営大学院 教授）

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

アガワル ヴィカス氏（Georgia State University, Professor）

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

会計研究科

１．キャリア支援の充実・連携強化

(1)公認会計士試験・⽶国公認管理会計⼠試験・⽶国アクチュアリー試験、各種試験支援

例年同様、エクステンションセンターと公認会計⼠資格試験予備校とで提携し、学内教室を使⽤して直前答案練習

講座を実施した。

新たに商学部の簿記講座と提携し、⼊試成績から簿記知識等が不⾜気味と思われる学⽣に対し受講を奨励し、

数人が受講した。

公認会計士試験受験に対応して特別授業期間を設定しているのと同様に、日本アクチュアリー会のアクチュアリー資

格試験に対しても特別授業期間を設定し、資格試験受験により授業が欠席扱いとならないよう配慮した。

経営管理研究科

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

入学時の CMC オリエンテーションに加えて、就職活動に役⽴つリーダーシップセミナーやキャリア探究ワークショップを開

催し、日本での就職活動に関する十分な情報を提供し、各自判断のうえ、計画的に活動を進めるよう促した。

カウンセリング希望受付システムの導⼊により、⽀援が必要な学⽣に対し、タイムリーにカウンセリングを⾏った。

キャリア支援情報ニューズレター（weekly）を活⽤し、引き続き迅速な情報提供と応募に向けた⽀援を⾏った。

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

応募可能な国内案件を獲得し、学⽣に情報提供を⾏った。

昨年度の実績をもとに、CMC にてビジネスで必要な⽇本語表現や語彙を引き続き習得し、アウトプット練習を⾏う場

としてのワークショップを開催し、ビジネスパーソンとして信⽤されうるレベルの⽇本語運⽤能⼒を⾝につけ、就職活動を有

利に進められるようにした。

さらに、2018年度重点領域研究として採択された「イノベーション創出のメカニズムについての学際的研究」（研究代

表者：⼭野井順⼀准教授）について、重点領域研究機構の下に設置されたプロジェクト研究所「イノベーション研究

所Waseda Innovation Laboratory（WIN-Lab）」を中⼼として活動を⾏った。

2019年度は、引き続き4つのプロジェクトを遂⾏した。特筆すべき成果としては、2020年 1月に国際会議場にてネ
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ットワーク科学世界最大の学会である Network Science Society による「NetSci-X 2020」を「Networks and

Innovation」のタイトルで主催した。世界中から約 400名近くが集まる国際学会であり、研究成果の発信、研究者の

交流に⼤きく貢献した。

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

2019 年度報告

◆理⼯学術院全体

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

①【学部】2020年度以降を⾒据えた⼊試改⾰

 英語外部試験について、以外者入試では、英語学位プログラム AO入試（9月入学）、英語学位プログラム特

別入試、帰国生・外国学生入試、学士・3年編⼊試験で活⽤した。⼊試区分やプログラムの違いによる情報を、

さらに蓄積した。一般入試での活用については、2019年度中に⼊試改⾰に関する⽂科省の⽅針が⾒直されたこ

とも踏まえて、引き続き慎重に検討を⾏った。

 解答公表に関して、記述問題の「出題の意図」の公表を開始した。

②【学部】新思考入試

基幹理⼯学部が実施している「北九州地域連携型推薦⼊試」（指定校推薦制度）の 2020年度⼊試において、

15 名の合格者を出した。※2018 年度（実施初年度）は 9名、2019 年度は 7名

③【学部】英語学位プログラム

 海外拠点でのテレビ会議システムから、WEB会議システム（Cisco 社Webex）への全⾯移⾏を実施した。これ

により、これまで拠点地に移動する必要があった受験⽣の⾃宅受験が可能となった。また、志願者数※は前年度

比 25%増の 90⼈（前年度 72 人）となった。※記入時点で実施済の「前期日程」のみ比較

 海外（中国・台湾）指定校推薦⼊試について、⼊学後の成績の追跡調査等を⾏い、課題・問題点の分析を⾏

った。AO⼊試の志願者が増加傾向にあることなどを総合的に勘案し、創造理⼯学部、先進理⼯学部において、

2020年度⼊学より制度を廃⽌とした。

④【学部】以外者入試

 6月に附属・系属校の在学生対象の説明会を開催し、生徒と保護者約950名が参加した。全 18学科の教員

による学科説明に加え、保護者向けプログラムでは、附属・系属校出身の在学生（各学部1名ずつ、計 3名）

が学⽣⽣活紹介を⾏った。

 7 月に高等学院にて高校 1〜3年⽣とその保護者に向けたイベント「理⼯ 3 学部への招待」を実施し、

教員からの学部・研究紹介に加え、4名の学院卒業⽣の在学⽣を派遣し、学⽣⽣活紹介を⾏った。

 10⽉に早稲⽥渋⾕シンガポール校に訪問し、基幹・創造・先進理⼯学部の学部紹介に加え、3 コマ

の模擬講義を実施した。

⑤ 入試広報の展開

 400校を超える指定校等からアンケートで希望を募り、模擬講義を実施している。2019年度は61校（前年度

は 49 校）で実施した。

 受験生（現役生）の獲得においては、在学生自ら後輩に体験を伝えることが有効との観点から、模擬講義等の

実施に合わせて在学生（当該高校ＯＢ・ＯＧ）6名を派遣し、学⽣⽣活や研究紹介を⾏った。その内、1 名に

ついては、初めて首都圏以外の高校(宮崎県)にも派遣をした。

 8 月 3、4⽇に、⻄早稲⽥キャンパスおよび先端⽣命医科学センター（TWIns）にて、理⼯学術院オープンキャ

ンパスを開催した。全 18学科が会場を設けて研究教育に関する展⽰や企画を⾏ったほか、学部・学科説明会、

模擬講義、各種ツアー、実験体験コーナーなど、さまざまなイベントを実施。2⽇間で⻄早稲⽥キャンパスでは

13,043 名、TWIns では 1,668 名の来場者を集めた。

 理⼯ 3 学部・研究科の現役学生であるツアーガイドを育成（英語によるツアーにも対応）し、ゲストに対して施設

や教育プログラム、キャンパスライフを紹介する「⻄早稲⽥キャンパスツアー」を実施した。2019 年度の実施実績

は、高校等の団体を対象としたツアー43回、一般を対象とした定期ツアー10 回の計 53 回（うち英語ツアー11

回）。約 1,600 人が参加した。その他、オープンキャンパスや各種説明会などにおいてもキャンパスツアーを実施し

た。

⑥ 大学院入試

2019年度（2019年9月・2020年4月入学）入試の出願者数、合格者数、入学予定者数（2020年3月3

日現在）は以下の通りであった。英語プログラムAO⼊試の出願者数については、前年度の227名から263名となり、

約 11%増加したことを始め、各課程全てにおいて、志願者数が前年度より増加した。
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・修士課程：出願者数 1794 名、合格者数 1433 名、入学予定者数1372 名

・博士後期課程：出願者数 181 名、合格者数 168名、入学予定者数161 名

・一貫制博士課程：出願者数 8名、合格者数 6名、入学予定者数 6名

・非学位課程：出願者数 128名、合格者数 94名、入学予定者数 93名

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

① ３つのポリシー」の⾒直し・改訂の実施

2019 年 6 月、11⽉に「三つのポリシー委員会」を開催し、理⼯ 3 学部 3 研究科に関する 3 つのポリシーの⾒直し・

改訂について付議・承認を⾏った。

② 高大接続の強化に向けた取り組みの実施

 附属校（⾼等学院）向けの取り組みとして、同校が中⼼となって⾏っているSSHの「首都圏オープン生徒研究発

表会」に理⼯学術院の教員が参加し、⽣徒の研究発表に対する講評やアドバイスを⾏う仕組みを構築する。

 加えて、理⼯学術院の教育・研究内容の周知強化のため、これまで選択科⽬で⾏っていた「理⼯学特論」を⾒直

し、⽗⺟も含めた説明会の場で教育・研究内容を紹介する取り組みを試⾏する。

③ 材料科学専攻の開始

2019 年 4月に設置。在籍者数24名

④ 言語理⼯学専攻の設置に向けた準備

設置に向け、さらなる検討を継続することになった。

⑤ PEP(パワー・エネルギー・プロフェッショナル)卓越大学院プログラムの開始

2020 年 4月時点での在籍学生数は以下のとおり

一期生：44名（本学16名、連携12大学28名）、二期生：18名（本学4名、連携12大学14名）、

三期生：19名（本学 9名、連携 12大学 10 名）

⑥ 「ヒューマン・AI・ロボット（HARo）共生社会創造人材育成プログラム（仮称）」卓越大学院プログラムの設

置に向けた準備

2020 年度の申請に向け準備中

⑦ SGU とWaseda Ocean 計画

3 拠点（数物系化学、ICT・ロボット、ナノ・エネルギー材料）においてそれぞれ、海外機関との連携をしながら教育・研

究を進めている。

⑧ A1，A2群科目・B群科目・C群科目の改革

 科目の削減については、2018 年 6 月 14 日学部運営委員会で決定された数値目標に基づく削減を検討・実

施。

 少人数授業、対面型授業については、既に実施されている科目の状況を確認しながら、継続した検討課題とする

予定。

⑨ 大学院の科目数削減に向けた検討の開始

３研究科全体としての検討は、学部科⽬削減の進捗状況を確認のうえ、継続的に検討を⾏う。

⑩ 東京農工大学との連携強化

学⻑・副学⻑を含め連携協議会（2019 年 12 月 23 日）を開催し、共同大学院の将来構想についての課題共有

を図った。

⑪ 寄附講座の設置・運営による外部資⾦の獲得

2020 年度に向けて、新たに 2件（㈱日本総合研究所・ニッセイ情報テクノロジー㈱・LINE㈱、㈱KDDI 総合研究

所）の寄附講座を設置した。これらを含めて、2020 年度は 15 件の寄附講座を運営する。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

① SGU7拠点等との連携状況

理⼯学術院内には以下の 3 つの SGU拠点および卓越大学院プログラムが設置されている。
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 スーパー・グローバル・ユニバーシティ(SGU)

 ナノ・エネルギー拠点（拠点リーダー：⼩柳津研⼀教授）

 ICT・ロボット工学拠点（拠点リーダー：菅野重樹教授）

 数物系科学拠点（拠点リーダー：柴⽥良弘教授）

 卓越大学院プログラム

 PEP(パワー・エネルギー・プロフェッショナル)卓越⼤学院プログラム（プログラム・コーディネーター：林 泰弘教授）

それぞれの活動報告は以下のとおりとなる。

（ナノエネ）海外より優れた研究者を Joint Appointment や訪問教授、短期招聘等により招聘し、英語による国

際レベルの教育を提供するとともに、海外連携機関と Joint Supervision Program の協定締結を進め、国際共同

指導の実現と国際共著論⽂数増加に向けた活動を実施した。

（ICT・ロボット）ロボット系の国際シンポジウムおよび ICT・ロボット分野とスポーツ分野の合同国際シンポジウムを開

催した。

（数物）JA、量⼦数学・物理、流体数学に関する国際会議を開催、数物系科学コース、またそれに関連する講師の

招聘事業を実施した。

（PEP）PEP 卓越必修科目（7科目、10単位）を本学に設置し、連携 12⼤学の学⽣が履修した。本プログラム

を通じて得られた知⾒やノウハウを、全学および連携 12⼤学へ広く波及・展開し、⼤学院改⾰を戦略的に促進した。

② 教員の研究時間確保に向けた学術院としての取り組み

優秀な⼥性教員を採⽤するための促進策である理⼯学術院⼥性教員キャリア⽀援事業は 2019 年度に 5名（内

訳：創造2名、先進 3名）の適⽤があった。また、学術院⻑会やダイバーシティ委員会等を通じて、

理⼯学術院の本事業の紹介を⾏い、全学に拡⼤するよう働きかけを⾏った。

③ 研究成果発信（主に海外向け）の取り組み

Pure において、現時点での理⼯学術院全体の登録者数は 441 名であり、2019 単年度における会議報告・

学術論⽂等の研究成果は 1241 件である。その内訳は、基幹 138名,372 件、創造 114 名,246 件、先進 145

名,495 件、環エネ 11名,9 件、情シス 33 名,119 件である。

またプレスリリースはイベント告知を除いて研究成果発表に限定すると理⼯学術院全体で 50 件あり、国

際情報配信システム EurekAlert!（ユーリカアラート）による発信は 8件あった。

④ 附置研究所との連携状況

独創的研究の推進と国際発信⼒の強化と新たな教育・研究分野への挑戦

 理⼯学術院総合研究所

⇒重点研究領域における研究の推進（2年⽬）

 7 つの重点領域研究所に対するスタートアップ⽀援を昨年度に引き続き実施した。

 7 つの研究所の産学連携推進を⽀援する⽬的で昨年度に⽴ち上げた早稲田地球再生塾（WERS）によ

る勉強会及びシンポジウムをそれぞれ 1回ずつ開催するとともに、各研究所が企画・⽴案したコロキウムに後

援として加わり、広報活動の⽀援を⾏った。

 SDGs実現のための政策デザインをテーマとした「未来社会政策勉強会」を新たに⽴ち上げ、2019年10月

〜2020 年 2月までに 4回開催した。

 一般財団法人バイオインダストリー協会のバイオエンジニアリング協会が主催するシンポジウム（「AI 型バイオ

エンジニアリング〜AI の関わる社会進化論〜」）に共催として加わり、今後の研究開発⽅針の基軸となる

Society5.0+という新たな考え方の広報活動を展開した。

 2 回⽬となる年次事業報告書及び年次事業計画書の評価を⾏った。評価にあたっては、理⼯総研プログラ

ムマネージャー2 名及び担当職員管理職が各研究所の代表者に対してヒアリングを⾏い、実態を踏まえた適

切な⽀援を 7 つの重点領域研究所に対して⾏った。

 7 つの重点領域研究所を第 2種⾏事開催費補助の対象とすることとした。

⇒55 号館 S棟から新 121号館に転出する研究室へのきめ細かいサポートの実施

 研究推進部及びキャンパス企画部との連携を通じ、転出準備の支援を⾏うとともに、理⼯学術院総合研究
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所における各種制度が転出後もプロジェクト終了時までは継続するよう移⾏措置を⽴案・実施した。

⇒2021年度研究重点教員（戦略枠）嘱任に向けた検討・準備

 学術領域選考分科会による書⾯審査・ヒアリング審査を通じて、2領域を決定するとともに、⼈事WGを⽴ち

上げた。

⇒次世代研究者育成・支援

 第 9 期となるアーリーバード・プログラムを引続き実施するとともに、総研募集次席研究員との交流会を実施

し、若⼿研究者の育成・⽀援活動を⾏った。

⇒研究成果公開

 広報誌「早稲⽥理⼯ by AERA」を昨年度に引き続き発刊し、本学の理⼯系研究の幅広い層への広報活

動を展開した。

⇒組織連携活動

 昨年度に引き続き、キオクシア株式会社（2019 年 10 ⽉に東芝メモリ株式会社から社名変更）及び

JXTGエネルギー株式会社との組織連携活動を実施した（学内公募実績は「⑤外部研究資⾦への応募促

進」に記載）。なお、JXTG エネルギー株式会社との組織連携活動については、2019 年 11 月に同社と本

学が包括連携協定を締結したことを受け、2020年 4⽉以降は全学的な組織連携活動へ移⾏することとな

った。

 各務記念材料技術研究所

⇒「環境整合材料基盤技術共同研究拠点」として共同利⽤および共同研究を推進する。

 ⻑寿命化、リサイクル、省エネルギーの 3 つの方向性を重視した社会基盤技術の創出のため、「環境整合構

造材料・プロセス」、「環境整合機能性材料」、「環境整合材料物性」、「環境整合材料の設計・評価」の各

研究グループによる共同利⽤・共同研究を推進した。

※⽂部科学省より平成 30年度共同利⽤・共同研究拠点に認定（認定期間 6 年間）

拠点形成事業費補助⾦の交付内定（3 年間）

2019 年度公募による共同研究 22件 （海外との共同研究：6件を含む）

2019年度公募による共同利⽤ 9 件

 拠点体制の強化のため、流動研究員（研究拠点教員）を公募。2019年度において 5名増員した。

⇒研究成果の発信、学術・技術交流（セミナー・講演会・教育講座）

 研究者コミュニティに対して、共同利⽤・共同研究拠点の活動状況を SNS等も活用し発信した。

 共同利⽤共同研究拠点における研究成果も含めた内容でニュースレター・材研報告を発⾏した。

 ・材研オープンセミナー 11月11日（月） 「機械学習とマテリアルズインフォマティクスに⽴脚した物性研究

と材料探索の新潮流」参加者：152名

・教育プログラム 11月 26日（火） 「結晶塑性シミュレーションの基礎と応用」 参加者：32名

・ZAIKEN フェスタ 10月 3日（木） 参加者:39名

⇒共同利⽤装置の整備

 グラファイト、セラミックス、複合材料など次世代新素材の⾼効率・⾼精度加⼯装置（マシニングセンタ）を導

入した。

⇒若⼿研究者⽀援

 研究所制度に基づき、RA：2名、奨励生：1名採用。また ZAIKEN フェスタ等において若⼿研究者研究

成果発表の機会を提供

⑤ 外部研究資⾦への応募促進

 ⽂部科学省科学研究費応募の促進

⇒応募件数 微減 411件（2019 年度）→406件（2020 年度）

採択件数 結果待ち 124件（2019 年度）→ 4/1 採択通知（2020年度）

 公的研究資⾦

受⼊件数は増加傾向にあり、更なる受⼊の拡⼤を⽬指し、2019 年度以降の申請支援体制を決定した。

⇒受入件数 増加 185件（2018 年度）→196件（2019 年度）

 ⺠間研究資⾦

産学官 TLO等関係箇所との連携を強化して、受入れ手続きを迅速に実施するよう改善を図った。

⇒受入件数 増加 389件（2018 年度）→412件（2019 年度）
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 産学連携の推進連携活動協定に基づく研究助成の充実・促進

⇒JXTG エネルギー（若⼿奨励研究/FS 研究）

2018年度若⼿奨励研究採択件数 7 件(応募件数 14件)→2019年度 9件(応募件数 21件)

2018 年度 FS研究採択件数 4件(応募件数 6件)→2019年度 5件(応募件数 11件)

⇒三菱マテリアル包括協定

2018年度研究助成採択件数 18件（応募件数18件）→2019年度22件（応募件数22件）

事業所⾒学会 9 月 20日(⾦) 「三菱マテリアル横瀬セメント⼯場」 参加者27名

11月 1日(⾦) 「三菱マテリアル中央研究所（⼤宮）」 参加者13名

第 12 回産学連携セミナー 11月 22日(⾦) 「マテリアルイノベーションを創出する最新分析評価技術」

参加者 53名

⇒キオクシア（旧：東芝メモリ）（若⼿奨励研究/FS 研究）

2018年度若⼿奨励研究採択件数 5 件（応募件数 6件）→2019 年度 2件（応募件数 2件）

2018 年度 FS研究採択件数 5件(応募件数 10件)→2019 年度 5件（応募件数5件）

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

① 学部英語学位プログラムのカリキュラムの整備

⇒英語学位プログラム英語学位プログラムは 2019年度に２年⽬を迎えた。2020年度からは専⾨科⽬の履修が

始める。

② 留学受⼊促進に向けた環境整備への取組み状況

⇒PISA⼤学と基幹理⼯学研究科・創造理⼯学研究科・先進理⼯学研究科の数学・応⽤数理学の博⼠後期学

生が博士課程のカリキュラムにおいてコチュテルプログラムに開始する枠組みが整備できた。

（５）その他 －（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

①キャンパス整備

 ⻄早稲⽥キャンパスの教育・研究環境整備

 安全性向上を目的とした 65号館有機化学系 3研究室の移転・整備

→2019年度は移転先となる62号館スペースの撤収を終え、⼀部研究室の⼯事、および什器・研究機器の整

備を完了した。2020年度も引き続き残りの⼯事・整備を⾏い、完了次第、65号館から62号館への移転を

⾏う。

 研究⼒強化のための新規嘱任教員⽤研究スペース整備

→新規に嘱任される教員のスペースの改修⼯事を実施した。改修にあたっては導⼊される設備、什器のヒアリン

グを実施することで教育・研究ニーズを反映した。

 ⾔語理⼯学専攻開設に向けた研究環境整備

→⾔語理⼯学専攻開設が⾒送られたため、未実施。

 ⻄早稲⽥キャンパスのアメニティ向上

 51号館⼥⼦トイレ増設⼯事

→理⼯⼥性（学⽣・教員）増に対応するため、トイレ増設⼯事を実施した。

 理⼯情報インフラ整備

→メールホスティングサービス⽤スパム対策サーバ更新

→55号館大会議室 AV
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◆基幹理⼯学部・研究科

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

① 入試実績

定員充⾜率厳密化の段階に⼊り、2019 年度 4月入試は目標を達成した。2020 年 4月入学は、まだ結果が出て

いないが、⽬標を達成できる⾒込みである。⼀般⼊試においては、安定して⾼い合格最低点を維持している。

② 推薦⽐率の改善

ここ数年の課題であった⼀般⼊試および推薦⼊試の⼊学者数⽐率の改善は、急な変化を避け計画的に進めることに

した。2020 年度は指定校推薦入試において、予想より多い推薦があった。

③ 地域連携入試

地⽅との連携を強化する新思考⼊試の１つとして、北九州市にある情報⽣産システム研究科との連携体制を考えた

地域連携入試がある。これについて指定校推薦により3回目の4⽉⼊学⽣を迎えた。前年度から８名増えて15名の

入学者となる予定である。

④ 英語学位プログラム入試

2018年度からMajor制度に移⾏した英語学位プログラムも、MSおよび CSCE Major に指定校推薦・特別選抜入

試・附属系属校推薦の３つの入り口より３回目の 4月入学生を迎える予定である。

⑤ 材料科学専攻の⼊試

2019 年度から新設された材料科学専攻の 2回⽬の⼊試を⾏った。志願者数も順調である。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

① 卒業単位の⾒直し

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

属全学科共同でカリキュラム改⾰を⾏った。卒業要件単位を 136単位から 10単位減の126単位に揃え、各学科で

各科⽬群の必要単位数の⾒直しを⾏った。新カリキュラム適⽤の 2019年度⼊学⽣が 2020 年度は 2年⽣となるの

で、科目の新設などを準備中である。

② 各コースの充実

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

産システム研究科との地域連携⼊試に引き続き、⼊学⽣の教育プログラムの⼀環として北九州市のインターンシップモデ

ル事業に参画し、１、２年⽣向けのインターンシップを⾏った。

③ 進級振り分け制度

基幹独⾃の制度として学系⼊試に基づく学科進級振り分け（進振り）制度がある。学科紹介やシンポジウムなどを通

じて、学科に関する理解を深めてもらい、学⽣と学科のミスマッチを防ぐ取り組みを⾏っている。

④ 副専攻制度

材料副専攻制度の改⾰を⾏った。2019年度⼊学⽣が 2年進級時から適⽤予定である。

⑤ 材料科学専攻の発⾜

材料科学専攻の準備を整え、⼊試広報活動なども⾏った。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

① 重点研究領域

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

域が開設された。基幹理⼯学研究科においても、MS、 CSCE Major にそれぞれ数理科学研究所、最先端 ICT 基

盤研究所が設けられ、研究活動が開始した。慎重に人事をすすめ、各種シンポジウムなども積極的に開催した。

② 学術提携・箇所間協定

2019 年度における主なる事項は下記の通りである。

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

「アフガニスタン国未来への架け橋・中核人材育成プロジェクト」など

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

Imperial College of Science など
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③ 人材育成拠点の設置

⽂部科学省「成⻑分野を⽀える情報技術⼈材の育成拠点の形成」(enPiT-Pro)の活動が押し進められた。

④ 卓越大学院プログラムへの参加

他⼤学と共同して⽂部科学省「卓越⼤学院プログラム」修⼠・博⼠後期課程⼀貫制プログラムを⽴ち上げる予定であ

り、カリキュラム・社会⼈⼊試等の内容の検討を進め、開設準備を⾏う。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

2019年度より開設された材料科学副専攻に助⼿を 1 人配置した。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

① 英語学位プログラム

英語学位プログラムが 2018年より順調なスタートをした。学年が上がるにつれ、本格的な授業実施を迎え、教員採⽤

も本格化している。基幹理⼯学部に属する 2 Major および 5 Minor、他理⼯学部のMajor、 Minor との協同作業

のもと、基礎教育および専門教育のカリキュラムを再構築し、Vision150教員など国際理⼯学センターの教員の募集

および選任を⾏った。また、⼤学院英語学位プログラムにおいては、表現⼯学専攻と電⼦物理システム学専攻がスター

トした。

② 留学の促進

留学時に必要な TOEFL受験を⽀援する独⾃の策をスタートさせた。また⼀昨年開始された、基幹理⼯学研究科と国

⽴台湾⼤学電機資訊学院とのダブルディグリー・プログラムも、随時微調整を⾏っている。
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◆創造理⼯学部・研究科

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

① 指定校推薦⼊試における対象⾼校数の⾒直しと優遇校の拡充

⼊学者の⾼校毎の成績等を勘案しつつ適正な数を確保することを⽬標として、対象⾼校ならびに優遇校についての⾒

直しを⾏った。特に、⾼⼤連携を意識し、⻑年にわたって創造理⼯へ優秀な学⽣を推薦してきている⾼校とは個別に⾯

談し、連携強化を図った。

② 高大連携の充実

2021 年度⼊試から始まる予定の⼊試改⾰を⾒据えながら、附属・系属校や創造理⼯独⾃に選出した優遇校との連

携の在り⽅について議論してきた。

③ 学部英語学位プログラムの充実

創造理⼯独⾃の共通科⽬である「SHIP（Social and Human Innovation by Practical Science and

Engineering）」の内容をさらに充実させるとともに、その魅⼒を伝えるWeb広報ページを拡充させ、優秀な学生の安

定的な確保に努めてきた。

④ 入試広報の充実

Web 広報ページを通じて、創造理⼯の独⾃共通科⽬である「創造理⼯リテラシー」や「共創ワークショップ演習」の内容

と魅⼒が⾼校⽣に効果的に伝わるように努めてきた。また、創造理⼯の概要を明記したクリアファイルなど広報を⽬的とし

たオリジナルグッズを⽤意し、これを⾼校⽣や保護者に頒布するなど、創造理⼯学部への関⼼を⾼め魅⼒を感じてもらえ

るように周知に努めた。

⑤ その他

⼊試制度改⾰その他については、理⼯学術院全体で⾜並みをそろえて進めており、その内容は学術院からの報告のと

おりである。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

① カリキュラムの体系化に向けた改革

 創造理⼯学部の共通科⽬である「創造理⼯リテラシー」の改⾰について検討を進め、新⼊⽣向けの科⽬として現

状にあわせてより高い授業効果が期待できるような内容に改めることとした。

 創造理⼯独⾃の特徴ある共通科⽬「共創ワークショップ演習」の実施要領を詳細に検討し、学科別⼈数バランス

を図り、協⼒企業との連携も強化した。

 英語学位プログラムの創造理⼯学部共通科⽬「SHIP」について，2020年度開始科⽬の準備を進めるとともに、

完成年度を前にその内容の⾒直しについて検討する準備を開始した。

 2018 年秋学期ならびに 2019 年度春学期の科⽬に対して、ティーチング・アワード候補となる科⽬を選考し、推

薦を⾏った。

 2021 年度を⽬指して創造理⼯学研究科内に設置予定の「⾔語理⼯学専攻（仮称）」についての検討を進め

てきた。当初は 2020 年度設置を予定していたが、教員組織などを拡充する必要があるとの判断から、上記のよう

に変更した。この専攻は当研究科に閉じるものではなく、他学術院執⾏部の協⼒を得て、他学術院本属の教員

にも大学院担当として加わっていただき、全学的に展開される枠組みとした。

 学生のインターンシップを取り巻く環境が変化し多様化してきていることに鑑み、学⽣の派遣先である企業・国⽴研

究機関・地⽅⾃治体との間で結ぶ協定のあり⽅などを⾒直すことにした。

② グローバルリーダー育成のための教育改革

 ベニス国際⼤学等のサマーコースでの講義に教員を派遣するなど、教員の国際的な交流に努めた。

 中国湖南大学、雲南大学、 国⽴中興⼤学等との覚書を締結し、箇所間協定校を拡充した。

 JST さくらサイエンスプラン等、海外大学からの短期滞在生を積極的に受け入れ、教員ならびに学生の国際的な

交流促進に努めた。

 多数のリサーチフェローおよびリサーチインターンの受け⼊れを⾏った。

 JICA アフリカの若者のための産業⼈材育成イニシアティブと学術提携覚書を締結し、アフリカからの留学⽣を積極

的に受け入れる体制を構築した。
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（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

① 重点研究領域の開始

 理⼯学術院総合研究所に設置された 7重点研究領域（理⼯重点）のうち、創造理⼯学研究科に関わる⼆つ

の研究所「フロンティア機械工学研究所」、「持続可能未来社会研究所」が 2018 年度に設置され活動を開始し

た。2019年度はその⼆年⽬に当たり、活動内容についての評価を受けた。⼆つの研究所ともに順調に運営されて

いるという評価を受けている。

 創造理⼯学部に属する60号館1階ならびに地下スペースが、教員ならびに学⽣に適切かつ効果的に活⽤される

ことを目指してさまざまな仕組みやルールを整備してきた。

② 学術提携・箇所間協定

 教育における箇所間協定をベースに、研究に関しても国内外の多数の大学・企業・研究所、国ならびに都道府県

との覚書を締結し、教員ならびに学⽣の交流強化を図った。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

① 英語学位プログラム

 2018 年度にスタートした英語学位プログラムの Mechanical Engineering (ME)メジャーならびに Civil and

Environmental Engineering (CE)メジャーが⼆年⽬を迎え、特に⼤きな問題もなく順調に進んできている。こ

の二つのメジャーには、学部内の 5学科全てが参加している。

 ME メジャー、CE メジャーに設置されている多岐にわたるカリキュラムの全貌をわかりやすく学⽣に伝えるため、卒論

研究テーマと履修科⽬との関係などを図⽰した「SCE Learning Handbook」を作成し、全学生へ配布した。

 メジャーを横断して設置されている共通科目である SHIP プログラムの詳細について検討を進めてきた。この SHIP

プログラムは、各クォーターに設置された「SHIP Collaborative Workshop」「SHIP research planning and

skill A / B」「SHIP field practice A / B」の 5 科目からなるが、これらすべてがひととおり実施されたことになる。

このうち、夏期の集中講義として実施された「SHIP field practice A」では本庄キャンパスで⾏われ、冬期の集中

講義である「SHIP field practice B」は渋谷スクランブルスクエアを拠点に開催された。フィールドワークを重視する

創造理⼯学部の特徴を⽣かした講義となっている。

② 海外での学習経験のカリキュラムへの組み込み

 留学をより⼀層促進するため、交換留学制度の対象となる国外⼤学のカリキュラムを精査し、環境資源⼯学科を

中心に優先枠の拡大を図った。

 学⽣が海外留学中に取得した各単位に対し、学内設置科⽬への振替措置について丁寧な検討と対応を⾏っ

た。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

 2019 年度に多数の企業および他学術院と協働し、新産業創出および⽂理融合を含めた新規の⽂部科学省

「卓越⼤学院プログラム」修⼠・博⼠後期課程⼀貫制プログラムを⽴ち上げるべく、体制やカリキュラム内容の検討

を始めた。

③ 持ちコマ数削減に向けた取り組み

 カリキュラムの体系化と専任教員の持ちコマ数削減を⽬指した検討を⾏った。今後も科⽬の統廃合あるいは新設

を進め、学生の学習効果が上がりつつも専任教員の持ちコマ数が削減されていくように努めていく。

④ 教員採用に関する取り組み

新任教員採用に当たっては、公募制・テニュアトラック制の導入が検討され、具体的な人事が進められた。この際、教員

全体に占める⼥性教員の⽐率にも⼗分に留意し、「同等の実績と資質を有する男⼥の候補者がいる場合には⼥性を

採用する」という考え方を標準とした。
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① 社会貢献活動

オープンキャンパスや⾼校での模擬講義、学会アウトリーチ活動、ダイバーシティ啓蒙活動など、啓発活動を積極的に⾏

った。

② 修学上の困難を抱える学生への対応

修学上の困難を抱える学生の面談対応について、4 ⽉をコンタクト開始時期としていたが、前年度の３⽉に繰り上げる

ことにより、該当学⽣の履修登録指導、授業開始前の修学指導につなげた。
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◆先進理⼯学部・研究科

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

➀グローバルリーダー育成のための教育改⾰ 

 英語学位プログラムにおける共通科目の整備による広い視野を持った学生の育成

→先進理⼯学部の共通科⽬として、グローバルリサーチャー養成科⽬群（6 科目）を整備した。

 学部専門教育の国際化

→旧国際コース、新英語学位プログラムとの合併講義を利⽤して継続的に実施した。

 海外教育機関との箇所間協定の締結

→米Case Western Reserve⼤学と先進理⼯学研究科との間で JSPに関わる箇所間協定について調整中。

→台 国⽴台湾⼤学と先進理⼯学研究科との間で JSP に関わる箇所間協定を締結した。

→伊 University of Pisa との間で Cotutelle に関わる箇所間協定を締結した。

→中 ⻄安交通⼤学との間で学術研究交流に関わる箇所間協定を締結した。

→印尼 インドネシアキリスト教⼤学との間で学術研究交流に関わる箇所間協定を締結した。

 5年⼀貫制博⼠課程専攻による⼀貫制教育の⼀層の充実化

→5年⼀貫博⼠課程である先進理⼯学専攻のカリキュラムを再編し、その運⽤を 2019 年度より開始した。

→2018年度に卓越⼤学院⽀援事業により整備したパワー・エネルギー・プロフェッショナル（PEP）プログラムを

整備し、2019年 4月より、二期生：20名（本学6名、連携12大学14名）を受け入れ，教育課程を運

営している。

→パナソニック株式会社との間でインターンシップに関わる協定を締結し、産学協働イノベーション人材育成体制を

整備した。

 東京農工大学との連携強化

→協議会の規定を改定し、将来構想、カリキュラム運営について検討する体制を整備した。

 研究スキル等に関する科目設置、ソフトウェア提供

→2015年度に先進理⼯学研究科修⼠課程に設置した本学物性計測センターとの連携による「先端物性計測

演習」を継続して運営している。自然科学系総合ソフトウェアChem. Officeのライセンス料を研究科で負担し学

生へソフトウェアを提供した。

 シームレスな科学英語教育

→少人数レベル別のネイティブスピーカーによる対話型英語教育「Discussion Tutorial English in Science

and Engineering」を継続して運営している。受講料の一部を研究科で補助した。

 修士課程での学会発表の奨励

→2015年度に設置した国際会議参加費補助制度を活用し、学会での発表を奨励した。

②科目数削減に対する取り組み

 学科ごとに 2022年度までのコマ数削減計画を策定し、⽬標達成に向け対応を継続している。

③教員採用に対する取り組み

JREC―IN などを活用した公募を実施している。「同等の実績と資質を有する男⼥の候補者がいる場合には⼥性を採

用する」という考え方をもとに人事選考を実施した。

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

 ⼊試広報の展開として、先進理⼯学部・研究科ホームページの全⾯改訂（スマートフォン対応含む）を⾏った。

特に英語サイトを充実させ、英語学位プログラム紹介と留学⽣インタビューのページを新たに追加し、海外の⾼校

生に向けた広報を強化した。

 英語学位プログラム（9月入学）のＡＯ入試において、ウェブ会議システム（海外拠点を使わず、受験者は PC

を使⽤）を利⽤した⾯接を全メジャーで導⼊し、利便性向上、経費削減につながった。

 ⼊試制度改⾰その他については、理⼯学術院全体の報告に準ずる。
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（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

①海外教育機関との箇所間協定の進捗状況

 海外教育機関との箇所間協定の進捗状況

→台 国⽴台湾⼤学と先進理⼯学研究科との間で JSP に関わる箇所間協定を締結した。

→伊 University of Pisa との間で Cotutelle に関わる箇所間協定を締結した。

→中 ⻄安交通⼤学との間で学術研究交流に関わる箇所間協定を締結した。

→米Case Western Reserve⼤学と先進理⼯学研究科との間で JSPに関わる箇所間協定について調整中。

→独 ボン⼤学と先進理⼯学研究科との間で JSP に関わる箇所間協定の修正協議中。

②英語学位プログラムの進捗状

 英語学位プログラムの進捗状況

→2018年度からプログラムを継続するとともに新⼊⽣（⼆期⽣）18 名を受け入れた。

→先進理⼯学部の共通科⽬として、グローバルリサーチャー養成科⽬群を整備した。

③海外教育機関への⼤学院⽣の派遣・留学の推進の進捗状況

 海外教育機関への⼤学院⽣の派遣・留学の推進の進捗状況

→CSST プログラムにより、UCLA（カリフォルニア大学ロサンジェルス校）に約 10週間学生を派遣した。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

①社会貢献改革

 サイエンスの啓発活動

→各教員が大学のオープンキャンパスや高校での模擬講義、学会アウトリーチ活動などを個別に実施。

②学生支援改革

 大学院生の TA登用、博士課程学生TA制度の推進

→博士課程学生 TA（カリキュラム TA）を継続して活用。2017年度から運⽤開始した⾼度授業 TA 制度を

積極的に活用した。

 博士キャリアセンター、キャリアアドバイザー等の充実により、大学院生への就職支援を強化

→2015年度から委嘱したキャリアアドバイザーに継続して活動いただき、学生からの個別相談に対応した。「先

進キャリア⽀援講演会」を開催して広く先進理⼯学研究科⼤学院⽣のキャリア⽀援を実施した。2019 年度は

2回の講演会を実施した。今年度は，「産業界が求める⼈材」と「企業での仕事の内容・特徴」「キャリアパス」

「働く喜び」について、企業の方々に講演を依頼した。また、学生と企業研究者との意⾒交換の機会を設けた。キ

ャリアアドバイザーの退職にともない、新体制でのキャリア支援講演会の開催方法を整備した。

③その他

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

 理⼯学術院総合研究所に設置された 7重点研究領域（理⼯重点）のうち、先進理⼯学研究科に関わ

る 3研究所「階層を超えた最先端物理学研究所」「先端化学知の社会実装研究所」「階層動的⽣命科

学研究所」を２０１８年度に設置し、運営を⾏っている。２０２０年２⽉に２年⽬の活動報告ならびに

３年⽬（２０２０年度）の計画を審査し、各研究所とも概ね順調に運営されていることを確認した。

 A A Aインデックスを活用した情報の蓄積およびPureの活用によって、論⽂リスト・学会発表の整理と共有を

⾏っている。学生による⼊⼒が順調に進⾏しており、データベースとして益々充実している。また Pure システム

による活動状況の可視化も進⾏中である。

 ラボリーダー制度が定着し、ホームページでの広報も⼀層推進し、先進理⼯学研究科の知名度向上に寄与

している。

 教員の研究活動に対する表彰として、早稲田大学リサーチアワード等を受賞した教員を顕彰している。

 平成30年度⽂部科学省「卓越⼤学院プログラム」に採択された「パワー・エネルギー・プロフェッショナル育成

プログラム」に関連して、核⼼戦略７（独創的研究の推進と国際発信⼒の強化）を推進している。
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 生命医療系研究・教育の充実

→奈良県⽴医⼤との研究医養成制度を継続的に運⽤実施した。

 若⼿任期制教員の増員

→V150 支援策にしたがい 2019 年度に 1名を嘱任した。
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◆情報生産システム研究科

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

①カリキュラムの体系化に向けた改革：

⼊学後の半年で所定の単位（18単位）を取得し、研究室に所属することが確定した後、1年半を主として修⼠論

⽂の研究を⾏うａコース、１年次は受講・実習を中⼼に学修し、所定の単位（22 単位）を取得し、研究室所属

が確定した後、２年次から主として修⼠論⽂の研究を⾏うｂコース、1 年半の間受講・実習に専念し、所定の単位

（26単位）を取得し、研究室所属が確定した後、半年間修⼠論⽂の課題に取り組むｃコースが設けられており、

ｂコースを標準型としてきたが、研究室への仮配属時期を早め、より充実した研究期間を確保し、修⼠論⽂の質の

向上を図るため、ａコースをベースとする新コース制について検討し、その実施案を策定した。なお、社会人教育など

のニーズを踏まえ、主に社会人を対象とするカリキュラムの在り方について継続的に検討することとした。

②新思考⼊試（基幹理⼯学部・北九州地域連携型）制度による⼊学者（基幹理⼯学部在籍-IPS コース）の４

年次進学に向け IPS から基幹理⼯学部に提供するオンデマンド講義３科⽬のカリキュラム内容案を策定した。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

①海外共同研究を軸とするグローバルキャンパスの発展

北九州産業学術推進機構（FAIS）の⽀援により毎年開催（11 年継続）してきた「国際連携 IPS シンポジウム

2019」を 11⽉に北九州キャンパスで開催した。補助⾦の⼤幅削減にも関わらず、昨年を上回る海外からの参加者

があった。具体的には 海外 14大学［7 か国］を含む、計 154⼈の参加者を招き、国際研究交流を実施した。

国内、海外からの発表 38件の他、IPS からは修士、博士学生による発表を中心に 42件の発表を⾏い、若⼿研

究者のグローバル発信⼒の強化を図った。

②情報生産システム研究センター(附置研究所)のもつ研究⼒のアピールおよび社会に向けての発信

国内外⼤学・研究機関との連携の創出のプロジェクト研究の他、産業界と連携した外部資⾦獲得件数を図ったが、

総額については、⼤型プロジェクトの終了等により減額となった。

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

①従来入試区分は国内出願における修士課程、博士後期課程において、推薦入試、AO入試、一般入試（修士

課程のみ）、社会人入試に区分され、書類選考、面接、筆記試験（一般入試のみ）を実施してきた。また国外

出願においては、推薦入試、AO⼊試、社会⼈⼊試に区分され、書類選考により選考を⾏ってきていたが、⼊試区

分の違いによる採点基準の平準化を図るため、⼩論⽂形式の課題を課していた AO入試を廃止することとした

（2020年⼊学者向け⼊試より実施）。

②一般入試において、より客観的な評価実施と試験問題作成の負荷軽減のため、英語外部試験結果証明書の提

出により英語筆記試験を廃止した。海外出願において、英語外部試験結果証明書の提出を要件として、書類審査

により、証明書による英語能⼒評価を加味することとした。変更に伴う影響評価について継続検討する（2020 年

度⼊学者向け⼊試より実施）。

③2018年度より実施してきた新思考⼊試（基幹理⼯学部・北九州地域連携型）制度について、⼊学者の学習状

況などを継続してフォローし、課題と制度の改善点を継続検討した。対象⾼校への情報伝達の徹底等により、2020

年度⼊学について、定員枠の 1.5 倍の志願者数を確保できた（2018年度９名、2019年度７名、2020 年度

１５名）。

④海外協定校との箇所間協定に基づく推薦⼊試について、各校への説明会の実施に加えて、既協定締結校との⾒直

し、新規協定締結候補校との協定締結を進めた。新規締結校は４校（マレーシア２、台湾１、中国１）、協定

更新は９校（中国）となった。また、海外志願者数(修士)は、2018年度⽐で、約 1.3 倍(定員比約 2.1 倍)と

なった。

⑤2020年度⽇本政府奨学⾦受給外国⼈留学⽣特別枠プログラム：

「IoT 社会におけるイノベーティブリーダーの育成」 が採択となり、欧⽶海外留学⽣の確保にむけて、募集を開始した

が、採択通知から出願期間までの時間的制約から、関係機関への周知が十分でなかったため、本格的なプログラム

開始は次年度に繰り延べとなった。
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③産学連携等を通じた研究活性化・多元化

早稲田大学IPS・北九州コンソーシアムの活動を継続して実施する中で、参画企業も増加し、企業ニーズについての

方向性についての調査等を実施した。具体的な進展は、複数の研究テーマにおいて、産学の共同研究が開始されて

いる。

また、北九州学術研究都市フォーラム「⽣産性向上・テクノロジーイノベーションフォーラム」において、「スマートプロセス

を実現するテクノロジーイノベーション」と題して交流会(参加者数 105 名)を実施し、産学連携の活性化を図った。

④医工連携研究分野の研究展開(科研費 B、産業界との共同研究)、エネルギー関連 NEDOなどの外部資⾦の継

続獲得を達成しており、海外からの注⽬度も⾼まってきている。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

①グローバルキャンパス化に向けた環境整備

 在学生の学業、生活上の相談に、英語、日本語および中国語での対応が可能なカウンセリングを継続実施。

 留学派遣元各⼤学（箇所間協定校先国際部等）との定期的な意⾒交換、⼤学説明会等による留学⽣の意

識、要望を調査するとともに、協定校からの推薦基準、試験実施内容などについて確認を進めた。新規協定を３

校（マレーシア２、台湾１、中国１）と締結、協定更新は９校と実施。

②海外大学学生の短期受け入れ

従来実施してきた海外大学生向けサマースクールに代わり、個別大学からの要望による研修プログラムを実施した。

⼤連理⼯⼤学［中国］： 21 名参加 （2019年 11月実施）

⻄安交通⼤学［中国］： 10 名参加 （2020年 1月実施）

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

IPS 研究科、研究センターにそれぞれ設置されている各種委員会について、上記(１)〜(４)の取り組みの機能強化を

図るため、目的的に統廃合した。
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◆環境・エネルギー研究科

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

① ⾼度な⽂理融合に向けたカリキュラムの展開

これまで取り組んできた「国際環境リーダー育成プログラム」を核としながら、⽂理融合カリキュラムを強化し、提携講座の

新設等によりカリキュラムを展開している（継続）。

② 社会ニーズに対応した教育プログラムの強化

⽴ち上げた新たな教育プログラムを社会ニーズに照らし評価し、改善点、強化点を検討した。とりわけ、地域リサーチセン

ター（後述）との連携による検討を開始した。

③ 教員採用に関する取り組み

公募による教員採用を実施した。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

① 地域リサーチセンターの設⽴と展開

環境総合研究センターと福島県広野町、千葉県いすみ市等との連携により、地域リサーチセンターを設⽴し、外部資

⾦を獲得しながら、学際的な研究活動を継続的に展開している。こうした取り組みは、SDGs 推進等の政策的な方向

性にも合致するものであり、継続的に発展・強化する方針である。

② 学問領域統合型の産学官連携プロジェクトの展開

地域リサーチセンターの活動に加え、e-Asia共同研究プログラム（当研究科の教員が主導するプロジェクトが2件進展

中）を核として、学際的なプロジェクトを継続的に展開している。また、2019年度末より、⼤⼿流通事業者との連携に

よる大型の研究プロジェクトを開始することとなった。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

従前より、取り組んでいる「国際環境リーダー育成プログラム」や e-Asia 共同研究プログラムをベースに国際化に向けた

検討を継続的に実施している。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

① 本庄キャンパスの活性化

 本庄高等学院との連携強化に取り組みを継続的に実施している。

 本庄商工会議所等と連携した新たな産学官連携プロジェクトに着手する計画である。

以 上

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

① 広報活動の強化

⼊試のタイミングに合わせて、⼊試説明会・相談会を実施している（理⼯系学⽣対象：1回、理⼯系・社会科学系

対象：3回）。毎回20〜30名の参加者を確保できているため、この取り組みを継続することで、学生確保につなげる

計画である。

② 博士後期課程学生の確保

研究プロジェクトとの連携を図りながら継続的に増員に努める。なお、2019 年 4月、9月入学において、7 名の増員と

なった。
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Waseda Vision 150 社会科学総合学術院の将来構想の進捗状況報告

2019 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

【学部入試（一般プログラム）】

①学部一般入学試験における「政治・経済」科目の廃止について

2021年度学部⼀般入学試験より、「政治・経済」科目を廃止することとした。

②グローバル⼊学試験の実施⽅法の変更について（英語学位プログラム共通）

2021年度グローバル⼊学試験より、選考を二段階に分け、第一次選考では書類審査、第二次選考では筆記試

験を⾏う等の変更を決定した。

③外国学⽣⼊学試験の実施⽅法の変更について

2021年度外国学⽣⼊学試験より、第⼀次選考における筆記試験を廃⽌し、⽇本留学試験（EJU）の提出を必

須とする等の変更を決定した。

④全国自己推薦入学試験の選考⽅法および募集⼈員変更について

2022年度全国⾃⼰推薦⼊学試験より、「都道府県単位で合格者を出す⽅式」から「⽇本全国を 7 つの地域ブロ

ックに分け、ブロック単位で合格者を出す⽅式」に変更することを決定した。合わせて、募集⼈員を「約 50 名」から「35

名」へと変更し、各ブロックから 5名程度の合格者を出すこととした。

⑤入試広報の展開状況について

・早稲田大学でのオープンキャンパスにおいて、学部独自企画で以下の来場者数（2日間、述べ人数）を記録した。

学部説明会：3,749 人、模擬講義：1,966 人、在学生特別企画：1,136 人

・高校での模擬講義、仙台、大阪、福岡、広島におけるオープンキャンパスを実施した。

・学部パンフレット、全国自己推薦入試パンフレット等の広報媒体を作成し、高校やイベント来場者に配布した。またイ

ンターネットを活用した広報活動を合わせて実施した。

【研究科入試】

2018年度に⼤幅な⼊試制度改⾰を検討し 2019年度⼊試より実施したが、これが定着したことにより、学習意欲が

旺盛で能⼒の⾼い多くの受験⽣を集めることができ、多くの優秀な合格者を得ることができた。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み－

核⼼戦略２ グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築

①海外留学の推奨

2019年度より初年次教育科⽬（ラーニングコミュニティ）において留学についての説明を全新⼊⽣向けの標準カリキ

ュラムとして加えた。

２年夏クォーターは海外留学を強く推奨する期間とする。留学に⾏きやすく戻りやすい雰囲気づくりを学部全体、ゼミ

ナール等でおこなった。
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②海外留学を推奨する国際的カリキュラムの検討

国際的な視野で体系的に学ぶカリキュラムのあり⽅を検討した。①留学（欧⽶およびアジア）の単位認定の枠を広

げた。また留学の単位認定の成績評価を「P」「Q」とする方式に統一した。②国際機関等へのインターンシップ、ボランテ

ィア、③それらの経験を踏まえた少人数指導（ゼミや実習）、および④教室の講義を体系化することを引き続き検討し

た。

③海外語学プログラムの設置

海外の協定校で英語を学ぶプログラムの導入、強化を検討した（ホープ大学等）。また、⼊学前教育、初年次教

育、必修英語の再履修、卒業年次など各レベルで望ましいあり方やプログラムの可能性を検討した。

④海外実習科目・国際共同ワークショップの実践

海外実習科⽬「社会デザイン実習２」において、海外協定校（国⽴清華⼤学）と国際共同ワークショップを実施し

た。

⑤英語で開講する科目の増加による日本語及び英語学位プログラムの融合

日本語プログラムの「ゼミナール」、英語学位プログラムの「Seminar」の垣根をとりはらい、一定レベルの言語コミュニケ

ーション⼒のある学⽣においては卒論、Thesisのプログラムを越えた指導を双方向に可能とした。「ソーシャルイノベーター

肖像展」を⽇英プログラムの協⼒で実施し、輩出する⼈材像を考える機会をつくるとともに学⽣間の交流を促進し交流

を図った。

一般プログラムにおいて、英語で開講された科目（英語学位プログラム科目、一般プログラムにおけるグローバルラー

ニング科⽬等）を⼀定単位数以上履修するカリキュラムのあり⽅を検討した。

⑥英語学位プログラムに⼊学した留学⽣の⽇本語能⼒の向上

英語学位プログラムに⼊学した留学⽣が在学中に⽇本語能⼒（Ｎ１、Ｎ２レベル）を⼊学前〜低年次に習得す

ることを強く推奨した。２年次から⽇英併⽤科⽬を、３年次から⽇本語科⽬を履修できることを⽬指す。

⑦他大学との合同セミナー等の開催

他⼤学の専⾨分野、ゼミナール等と協⼒して、合同セミナー、ディスカッション、プレゼンテーション等をカリキュラムへ組み

⼊れるゼミナールの開催⽀援（招へい講師、教室利⽤等）のあり⽅を検討した。

⑧オープン科目の全学的な連携と効果的運用

学内の他箇所（グローバルエデュケーションセンター、他学部）でオープン科目が新設された場合に、社会科学部設

置科⽬との重複チェック、卒業算⼊科⽬扱いのチェックをおこなった。その際に、科⽬名称、配当学年、内容、社会科学

部での開講状況（休講・隔年）などを勘案して算⼊枠（基盤専⾨または⾃由科⽬）をその都度、判断する⽅式とす

る。それによって全学規模で学⽣の履修条件の改善と安定を図った。

⑨訪問研究員による特別講義

訪問教授（Visiting Professor）による講義を、集中講義等によりおこなった。

⑩学部カリキュラムによる戦略的⼈事
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学部、大学院、研究所の有機的な連携、さらに全学レベルの効果的な役割分担の観点から、教員人事の募集、

採用を学術院全体としておこなう制度を創設した。

また、国際的に活躍する研究者を採用するための⼈事制度を検討した。

⑪テニュアトラック制の導入

VISION150 を推進するために、優秀な研究者を任期の定めのない教員として採⽤するテニュアトラック制度を導⼊し

た。

⑫助教、助手の活躍できる環境づくり

助教、助手に対しては、学術院の活動（研究所のシンポジウムなどのサポート活動、学部・⼤学院の⾏事等の関連

業務）、教育サポート活動（指導員等）へ参画しながらアカデミック・スキルを向上させる機会を数多く提供した。

⑬科目の新設・改廃による最適化

新たな教員人事、科目の新設および改廃において、社会科学部のカリキュラム上の位置づけに加えて、全学規模で

重複チェックを⾏い、オープン科⽬の同名または内容の重なる科⽬リストを作成して戦略的に改廃を⾏った。

⑭持ちコマ数削減に向けた取り組み

教員の持ちコマ数は週 7 コマを上限とし、それを越える部分については隔年開講や１単位化を検討した。

核⼼戦略３ 教育と学修内容の公開

⑮学習戦略の指導

初年次教育科⽬「ラーニングコミュニティ」の中で学習戦略について説明し、各自が作成、発表で学び合い、ピアレビュ

ー、ふりかえりをおこなった。また、すぐれた取組をしている学生は、ＴＡとして採用した。

⑯学修ポートフォリオの推奨

「Myポートフォリオ」を初年次教育科⽬「ラーニングコミュニティ」の中で紹介し利⽤を奨励するとともに、⾃⼰責任やプラ

イバシー等への十分な注意を喚起した。

⑰教育内容のコンテンツ化

すぐれた学習戦略を⽴てながら実践している学生について、インタビュー動画をスタジオまたは教室で収録し、コンテンツ

化を継続した。初年次教育のWeb コンテンツ作成の⼀貫として⾏い、翌年度の初年次教育の中で活かすサイクルを確

⽴した。

⑱ＳＤＧｓ達成に向けた研究アプローチの統合

ＳＤＧｓの 17 の各分野について学べる大学院の研究指導の対応表を大学院リーフレットで掲載した。

核⼼戦略４ 対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏

⑲ボランティア科目、インターンシップのカリキュラムへの導入

グローバルリーダー育成には、叡智、実⾏⼒、志が重要であり、ボランティア科目、インターンシップ、フィールドワークを積
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極的に推奨した。また、実習系のカリキュラムを作成し、理論的アプローチと実践的アプローチを往還しながら体系的かつ

経験的に学ぶカリキュラムを検討した。

⑳学生の主体的なゼミナールの合同説明会

現在ゼミナールの募集、説明は、ゼミごとに⼀定期間に⾏っているが、今後は、ゼミナールが協⼒し、合同説明会を集

中的に開催する機会を設ける方法を引き続き検討してゆきたい。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

① SGU7拠点との連携状況

グローバルアジア研究拠点における研究活動への研究および運営での参画、協⼒を⾏った。同研究拠点事務局を先

端社会科学研究所（社会科学総合学術院附置研究所）に移転するための準備を⾏った。

② 教員の研究時間確保に向けた学術院としての取り組み状況

学術院内委員会の統合、メール審議の活用等を通じて会議時間を短縮し各教員の研究時間の増加に努めた。

③ 教員の研究及び研究成果発信（主に海外向け）に対する支援の取り組み

 大型研究等特別支援プログラム等、学内支援策の広報・周知を、教員の専⾨に応じてカスタマイズし⾏った。

 研究成果発信については以下の④(３)を参照。

④附置研究所との連携状況

【先端社会科学研究所の活動実績】

（１）シンポジウム、セミナー等

 英語プログラムと関連付けた国際シンポジウムの開催（２回）

 学術交流を⽬的とする国際ワークショップの開催（１回：華東師範大学）

 教員の専門・研究を互いに知り発展させるためのランチセミナーの開催（７回）

 卒業⽣と在校⽣の交流及び産学協同の萌芽を企図した社学経営者セミナーの開催（３回）

 研究員、プロジェクト研究グループ企画のセミナー（６回：うち外国人スピーカー３回）、同ミニコンファレンス（１

回）、同シンポジウム（３回）、同講演会（３回）の開催。

（２）研究部門、研究プロジェクト等研究の組織化、拠点形成

 ２研究部門の新設

①現代日本学研究部門

「現代⽇本」を切り⼝に、アジアおよびグローバルな視点から、社会科学・⼈⽂科学・⾃然科学の学際的協⼒に

よる総合的研究を推進する。

②社会科学総合研究部門

社会科学の総合化の可能性を求める。名誉教授等の研究活動支援、研究連携。

 プロジェクト研究グループ：９グループが研究活動を⾏った。

（３）出版・情報発信

 紀要ソシオサイエンスの発刊（年１回。Open Journal System による電子編集査読システムによる査読誌。

アクセプト後速やかにオンライン出版を研究所HP上で⾏っている。）

P48



5

 IASS ワーキングペーパーシリーズのオンライン発刊（１）

 研究所員の研究成果の広報（年２回更新）

（４）外部研究資⾦獲得実績

 科研（38件。うち基盤B 4, C 17, 挑戦 3, 若⼿7, スタート 2, 新学術領域 2, 国際共同研究強化 3）

 その他（国⽴研究開発法⼈系５、公益財団等⺠間５件）

（５）学外研究連携

 訪問研究者等の受入（７名。うち中国６名。英国１名）

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

①英語学位プログラムの進捗状況 ②社会科学部独⾃の留学プログラムの開発状況

英語学位プログラムの進捗状況

①志願状況

2018年 9⽉に⽴ち上げた「TAISI：ソーシャルイノベーションプログラム」では、従来の英語学位プログラムの定員であっ

た⼀学年 20 名から 60名への拡⼤を⾏った。現在では、人数・質ともに十分な志願者を確保できている。2018 年、

2019 年の 9⽉⼊学希望者の合格率は、それぞれ 33％、25％である。また、合格者の平均 SAT スコアは 1438 で

あった（2019年 9学入学合格者）。

②志願者募集形態の変更

前述①のとおり、順調な志願者確保に鑑みて、当初9月入学者の募集は4回に分けて⾏っていたが、それを 3回に集

約した。

③日本語プログラムとの融合

英語学位プログラムの設置が、学部全体に恩恵をもたらすことが望ましい姿であり、一般プログラム、英語学位プログラム

との融合（シームレス化、内なる留学）の実現を最終⽬的としている。2019 年度には、英語もしくは日英併用で⾏う

ゼミナールの相当数を両プログラムの学生に開放することで、双方のプログラム学生が学術的環境下で二言語を用い交

流を促進させるよう、制度を変更した。また、使⽤⾔語を英語とする講義科目の定員を原則撤廃し、一般プログラムの

学生が英語学位プログラム科目をより履修しやすい環境を整え、派遣留学のための準備教育や留学後の語学⼒維持

向上に寄与できるようにした。

④英語学位プログラム設置の意義

英語学位プログラム設置は「社会科学部の国際化」に対する積極的なメッセージとして作用する。これは、日本国内か

ら本学部を志す学生にとっても同様であり、将来的に海外での活躍を志す受験生を集める効果が期待される。現に、

2019年度の正式な留学⼿続きをおこなった本学部の留学希望者は 82 人（大学間プログラム出願者、箇所間プロ

グラム出願者）であり、これは最新の 2019年度秋学期⼤学間プログラム出願者数（50⼈）を例にとると全学で６

番目の水準である。社会科学部は相対的に規模の⼩さい学部であるが、この留学希望者の増加は「英語学位プログラ

ム」による国際化促進メッセージが作用したものと考えられる。
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社会科学部独⾃の留学プログラムの開発状況

増加する留学希望者に対し、全学的な留学プログラムを補完する⽬的で以下の⼤学との協定を新たに締結（予定も

含む）した。本学が強みとしている中国語圏の留学プログラム提携⼤学である国⽴台湾大学（台湾）、武漢大学

（中国）や、東南アジア地域のナレースワン大学（タイ）、パジャジャラン大学（インドネシア）に加えて、以下の大学

もラインナップに加わる予定である。

（2019年度に新たに協定を締結した⼤学、含予定）

国⽴清華⼤学（台湾）、国⽴中⼭⼤学（台湾）、⾹港中⽂⼤学（⾹港）、リール⼤学（仏）、ボルドー政治

学院（仏）、ホープ⼤学（⽶）、ヤングスタウン州⽴⼤学（⽶）

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

①学際知の体系化に向けた改革

学生にテーマや学問分野などを体系的に履修し、修了することの必修化を検討した。現在のアカデミックカテゴリーの名

称、構成科⽬、学習内容を最適化する。そのため、ゼミ論アンケートを全教員に実施し、各分野・ゼミごとに求められる

知の特徴、学術的なレベル、成果のあり方等を正確に把握した。

②アクティブラーニングラボを拠点とした臨床的プロジェクト

アクティブラーニングラボは、教員と学生が実践経験と訓練から学ぶプロジェクトベーストラーニング（PBL）の場であ

る。ラボを拠点に、早稲⽥⼤学社会科学部と協⼒しながら協同探究、政策を実装する臨床の現場、コミュニティ、地域

組織、海外協定校等とを結びプロジェクトを推進する。

2019年度は「オープンイノベーションフォーラム（WOI）」（2020年3月10日開催）に出展した。その準備活動

拠点としてアクティブラーニングラボを活用した。

③情報教育、広報活動の学部運営への統合

情報教育や広報活動をおこなう委員会を、学部運営を統括する委員会と統合し、より有機的な連携を図れるように

した。

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

2019 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

① 英語4技能の評価に関する検討

英語4技能の評価に向けて学術院内に英語検討WG を設置し、英語資格・検定試験の利⽤を含め、英

語入試のあり方に関する検討を始めた。2021年度から始まる⼤学⼊学共通テストにおける資格・検定試験の

動向について情報収集しつつ、検討を続ける。

② 2025年度⼀般⼊試の改⾰に向けた検討

⾼校の指導要領改訂に向け、また一般入試を大学入学後の学びの前段階に位置づけることをめざして、学

術院内に入試WG を設置し、一般入試の抜本的な改革に関する検討を始めた。

③ 定員厳格化への対応

推薦指定校について、これまでの実績や他の⼊試状況等の点から総合的に検討を⾏い、選定に関するルー

ルを整備した。

④ 出題形式の⼀部変更

多様な能⼒を測定する試みとして、⼀般⼊試の⼀部科⽬について、記述式問題を試験的に導入した。

⑤ ⼊学後の学びとの接続をめざした出願要件の変更

⼊学後の学びとのなめらかな接続をめざし、転課程試験、科⽬等履修⽣、FACT選抜入試の出願要件を変

更した。

⑥ ⼤学院博⼠課程出願書類の変更

大学院の国際化を進めるために、博⼠後期課程⼊試の出願書類を英語で書くことを認める変更を⾏った。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

① カリキュラム評価

必修の基礎教育科⽬（データリテラシー）について、⼊学以前に学⽣が⾝につけている能⼒、3・4 年次のゼ

ミで必要とされる能⼒について再検討を⾏い、シラバスの修正・改善を⾏った。

② 能動的な学びを促進する授業の展開

⾼度授業 TA・授業TA・LA等の利⽤を⽀援しつつ、その効果的な活⽤⼿法について FD研究会等の場を設

けて検討した。

③ 恒常的な授業改善

計 3回の FD研究会（内、アクティブラーニングに関するもの：2回）を実施した。

④ 学部における研究倫理教育

研究倫理について理解することを⽬的の⼀つとする「基礎ゼミ II」が２年⽬を迎え、前年の反省点を活かしつつ

改善を⾏った。

⑤ 研究科における研究倫理教育

修⼠課程において学融合的な⼈間科学の観点から研究不正および科学者の責任について学ぶ「⼈間科学
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研究倫理概論」（必修科⽬）を開講した。

⑥ 不正⾏為に関する内規の改定

④⑤と関連して、「試験等における不正⾏為者処分に関する内規」を改定し、研究倫理を徹底する体制を整

えた。

⑦ 学位論⽂審査体制の改善

研究科学位論⽂審査等作業部会を設置し、これまでに⾏ってきた研究科における学位論⽂の審査のあり

方、それに付随する指導のあり方についてさらに改善に向けた検討を進めた。

⑧ カリキュラムの国際化

研究科における英語プログラム開設のための作業部会を設置した。

⑨ 教員採用に関する取り組み

助教以上の採用時面接において、模擬授業の実施を取り入れた。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

① 附置研との連携による研究推進体制の構築

（１）若⼿グループ研究の推進

・学術院の助手、助教、任期付き講師らを対象に、3 人以上で構成されたメンバーによって人間科学のあり

⽅を模索する学際的な研究の公募を経て 6 件が採択された。

・PD・DC学振連動型の研究費の公募を経て、6名の院生やオーバードクターへの研究費支給が開始され

た。

（２）地域連携支援研究の推進

・本学研究戦略センターと協働しながら、所沢市をベースとした社会実装を指向する⼤型研究資⾦の獲得と

研究プラットフォーム造りを促進した。また、新規に地域連携プロジェクト研究の公募を経て、2件が採択され

た。

② 研究時間確保に向けた取組み

・大型研究費獲得者の研究事務体制を支援する人総研プロジェクト研究（B プロ）を継続した。

③ 海外発信の促進

・国際誌掲載支援およびシンポジウムに伴う外国人研究者の招聘支援を継続し、海外発信を促進する仕組み

を検討した。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

① 派遣留学、留学受⼊促進に向けた取り組み

（１）海外留学を促進するため、海外への学⽣引率プログラム助成制度を積極的に活⽤し、また、短期海外訪

問プログラムを取り入れた大学院プロジェクト科目および学部・大学院合併科目をカリキュラムに組み込み、

海外⼤学の学⽣、研究者との交流の活性化に取り組んだ。

（２）箇所間協定に基づく海外⼤学との派遣留学と留学受⼊を積極的に推進した。
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（３）学部1〜4年次の留学と修⼠英語学位プログラムを⾒通したカリキュラムの国際化に向けて、学部 1年⽣

に特化した短期留学ブリッジプログラム、2、3年次の中⻑期留学プログラムを設置するため、新たな海外⼤

学との連携と箇所間協定の締結についての交渉と検討を開始した。

② 大学院英語学位プログラムの検討

（１）学術院全教員を対象に、英語による研究指導や科目担当、国際連携の実績と今後の可能性、大学院

生増加に向けての提言などについて、学術院における国際化に関するアンケートを実施し、将来構想委員

会で今後の課題と展開について検討した。

（２）研究科英語プログラム作業部会を設⽴し、修⼠英語学位プログラムの設置に向けての検討を開始した。

③ 海外協定校との連携の拡⼤と交流の活発化

（１） 海外２大学と新たに箇所間協定を締結し、人間科学の特色を活かす連携の拡大に取り組んだ。

（２） 海外協定校を訪問し、国際共同研究、教員の研究交流、学部⽣・⼤学院⽣の交換留学などについて

意⾒交換を⾏い、連携と交流の活発化を推進した。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

○学内外連携

① 包括協定に基づく人材育成

包括的協定を締結する⾃治体や海外⼤学との連携を強化し、以下のような学⽣交流を含めた⼈材育成

や共同研究を推進した。

（１） 国⽴がん研究センターとの連携⼤学院に関する協定と覚書を締結し、相互の研究・⼈材の交流と博⼠

学位取得の促進を図る枠組みの構築。

（２） JSTによる助成プログラムである「さくらサイエンスプラン」に3件採択され、箇所間協定を締結する海外大

学や⾼校から引率教員と学⽣・⽣徒を招聘し、包括協定を締結する⾃治体やキャンパス近隣企業・研

究所、早稲⽥⼤学本庄⾼等学院等での交流プログラムの実施・展開。

（３） 市議会や自治体でのインターンシップなど、自治体と連携した人材育成プログラムの実施・展開。

（４）外国教育省との間で、学⽣・学術交流に関する包括協定締結に向けた議論の推進。

② 社会実装を目指した連携・共同研究

学内の研究戦略センター（現：本学リサーチイノベーションセンター・研究戦略部⾨）と緊密に連携し、包

括協定を結ぶ所沢市をフィールドにした研究成果の社会実装を目指して、学融合的な研究連携体制を構築

してきた⼈間科学学術院の強みを⽣かした地域課題解決指向の産学官⺠における広範囲の連携強化と共

同研究の基盤作りを進めた。

具体的な成果としては、所沢市役所と検討を重ね、本学学術院と所沢市社会福祉協議会と共に、福祉

⾏政とりわけ障がい者福祉の課題の整理と情報科学や ICT を活用した解決を目指す実証研究プロジェクトを

共同提案し、複数年にわたる⼤型外部資⾦に採択された。

○通信教育課程
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① カリキュラムの確認・改訂

必修科目である「スタディスキル」「データリテラシーI, II」について、春学期・秋学期の両学期に開講した。こ

れによってスムーズなレベル進級が可能になった。

② 理解度・満⾜度向上を⽬的とした取り組み

（１） 低画質・中画質コンテンツを使用している授業の再収録を促進し、高画質コンテンツを使用している授業

の割合を高めた。

（２）２カメラによる授業収録を実施した科目では、授業評価で高い評価を得た。

以 上
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Waseda Vision 150 スポーツ科学学術院の将来構想の進捗状況報告

2019 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

① ⼊試制度改⾰

(学部）

・総合型選抜⼊試制度（Ⅰ〜Ⅲ群）を実施するとともに、細部について⾒直しを図った。

・⼤学⼊学共通テストを利⽤する 2021年度⼊学者⼊試以降を⾒据えた検討を引き続き⾏った。

・⼤学⼊学共通テストの利⽤に合わせて、2021 年度⼊試以降の学部および各⼊試種別のアドミッションポリシー、配

点等について検討・公表した。

・新学習指導要領に対応した 2024年度以降の⼊試制度の抜本的な改⾰に向けた検討を開始した。

・2020 オリンピック・パラリンピック東京大会の開催を前に、教員、学生、卒業生らの活躍を学部 HP、パンフレット等を

通じて積極的にアピールした。

(大学院）

・大学院英語学位プログラムを海外にも広く周知するとともに、研究教育ならびに入試関連情報をより効果的に提供す

ることを目的として、学術院HP（英語版）のリニューアルを検討し、課題の抽出や改善点の洗い出しを⾏った。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

① カリキュラムの体系化に向けた改革

・学部に関しては、7 つのコースの特色を踏まえ、2017年度から導⼊した新カリキュラムに基づき、学⽣がスポーツ科学

の基礎から応⽤までを段階的かつ体系的に学ぶことのできる環境を整備している。初年次教育ならびに卒業研究の在

り⽅等については、将来構想委員会等において新しいカリキュラム改⾰に向けた議論を⾏い、着々と準備を進めている。

大学院については、修士英語学位プログラムが設置されたことに伴い、クォーター科目ならびに学部との合併科目が増え

た。さらに、カリキュラムの体系化に向けて学部基礎科⽬等の⾒直しを検討している。

② 英語学位プログラム等の進捗状況

・2018年度に設置した⼤学院修⼠英語学位プログラムについて、2期目の学生の入学および2名の新規採用教員に

よる科⽬数の増加などにより、更なる充実が図られた。また、国外で実施する短期集中科⽬として設置した⼤学院・学

部合併の「Theory and Practice of Global Sport Management」をジョージタウン大学（米国）ビジネススクー

ルとの提携のもとで開講し、計 20名が履修し、短期留学を果たした。

③ クォーター制の導入に向けた取り組み

・修士英語学位プログラムの設置に伴い、東伏⾒キャンパスを中⼼に⼤学院科⽬に関してクォーター科⽬を増設した。

⼀⽅、学部科⽬に関しても従来より検討は⾏っているが、教場の問題（所沢キャンパスではほぼ空き教室がない）、

学科⽬の特性（実技系科⽬で導⼊する意義が⼗分に⾒いだせない）等の課題がある。クォーター科⽬を中⼼に英語

による授業科⽬群で構成を予定している学術的副専攻の設置に関しても教場の問題の影響が⼤きく議論が停滞気味
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である。

④ 持ちコマ数削減に向けた取り組み

・各教員の担当コマ数の確認は常に⾏い、⼤学院と学部との合併科⽬を増やすなど、持ちコマ数削減に向けた調整に

取り組んでいる。しかしながら、本学術院の特性上、2 キャンパス（所沢、東伏⾒）で授業を展開する必要があり、学

⽣に履修上の問題が⽣じる可能性を含め、注意深く進めていく必要がある。

⑤ 教員採用に関する取り組み（公募制、テニュアトラック制の導入）

・基本的に、すべての教員採⽤を公募制で実施している。特に本年度は、テニュアトラック制を導⼊した教員（主に英

語による科目の担当）の採用人事を進め、9月に着任した 2名は、本年度秋学期より学部および⼤学院の科⽬を担

当している。また、同様の採⽤⽅法で、次年度 4 月着任予定の 2名の採用が決定した。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

① 外部資⾦獲得状況と研究⽀援体制

・本学術院の多くの教員が科学研究費（科研費）を獲得した。2019 年度の採択数は、72 件であり（基盤研究

(A)7 件、基盤研究(B)12 件、基盤研究(C)25 件、その他 28 件）、総額約 9,257 万円であった。また、本学が

重要視している⺠間、各省庁・独法からの研究費も多く獲得した。2019 年度に新規契約した受託研究・共同研

究、受託教育等による外部資⾦獲得は 24 件、総額約 9,185 万円に達した。

・スポーツ科学分野の研究推進を図るため、⼀般管理費（研究教育推進経費）を⽤いた箇所独⾃事業として、昨

年度からのスポーツ科学修繕事業を継続し、既存の機械器具の有効活用と、研究活動の活性化を実現した。さらに、

大学実施のハイ・インパクトジャーナル掲載支援プログラムを補強する形で、スポーツ科学分野研究を推進するために、

準ハイ・インパクトジャーナルへの掲載・オープンアクセス費に係る学術院独自の経費補助『スポーツ科学論⽂掲載補助

費事業』を継続し、各教員の研究活動を支える環境整備を整えた。

・⼤学交付予算ではあるが、科研費と異なる新規性の⾼い研究テーマに対して、厳正な審査を経て『特別研究費』を

助成し、教員個々の⾼度で独創的な研究を⽀援した。

②研究拠点の研究基盤装置の拡充

・研究拠点の研究基盤拡充を図るため、2019 年 4月より 3 テスラ MR装置を新規稼働した。現存する 3 テスラ MR

装置のなかでもハイエンド装置の導入により、世界的な研究展開の基盤を作ることができた。MR装置の運用を支えるた

めの課⾦制度を導⼊し、さらに、他箇所開放に向けての制度を整備しているところである。

③QS ランキングへの取り組み

・2020 年 QS ランキングでは、早稲田大学は世界196位であったが、sports-related subjects では世界40位、

国内 2位に位置づけられ、4年間連続で世界 50位以内を維持し、高い評価を得た。

④附置研究所、他箇所等との連携

・学術院設置のスポーツ科学研究センターでは、招聘研究員を積極的に受け入れることで（2019 年度 87名）、本

学術院教員の研究体制の拡充および学術院外の研究機関等との連携を強化した。

・スポーツ科学の最新知⾒を広く共有する⽬的で、国内外で活躍する⼀流研究者を招聘し、『スポーツサイエンス研究

P58



3

会』を開催した。2019 年度は合計 17回（所沢キャンパス 10回、東伏⾒キャンパス７回）の研究会を開催した研

究会の継続開催は、将来的な学術交流のための関係を構築する一助とした。

・スポーツ科学研究センターは商学学術院のビジネスファイナンス研究センターと連携し、社会人教育の強化を目指した

ノンディグリープログラム『スポーツ MBA Essence』を開講してきた。スポーツビジネスに関する質の高い最新の知⾒を提

供し、社会人のニーズに大いに応えた。3年⽬となる 2019 年度は 36名の修了⽣を輩出し、活発な事業展開ができ

た。

・学術院独自の大規模コホート研究『WASEDA'S Health Study: WHS』を展開しており、これに関わる専任教員を

増員することで、本学校友の健康・増進を支援する研究プロジェクトを一層推進することができた。スポーツ庁委託事業

の⼥性アスリートの育成・⽀援プロジェクトでも本学術院教員が中心となり、『⼥性アスリートの栄養学的コンディショニン

グのための教育支援ツールの開発と普及・啓発』の展開や、『栄養学的コンディショニングのための教育支援ツールとして

e-ラーニングシステムの開発』を推進し、⼥性アスリートを対象とした教育効果の検証を目指した。同じく、スポーツ庁委

託事業の「オリンピック・パラリンピック・ムーブメント全国展開事業」（中核拠点）＜継続 4年⽬＞において、各地の実

践校の教員、児童･生徒さらには地域の人々に対して、①オリンピック・パラリンピックに関する知識、選⼿の体験・エピ

ソード、大会を支える仕組み等、②スポーツの価値、規範意識の涵養、国際・異⽂化理解、共⽣社会、持続可能な

社会、我が国・地域の伝統・課題等についての情報提供を⾏った。

⑤研究・調査の成果発表

・スポーツ科学領域の最新知⾒を発信する⽬的で、国内外から誰でも⾃由に閲覧できるオンラインジャーナル『スポーツ

科学研究』を刊⾏しており、2019 年は厳格なピアレビューを介して 6編の論⽂を掲載した。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

①国際的インターフェイスを持つ教育研究システムの構築関連

・欧州、アジア、オセアニアから海外大学教員合計 4 名を、JA 教員あるいは訪問教員として招聘し、大学院で研究

教育の場を提供すると共に、先進的⼤学との連携やネットワークの更なる拡⼤を図った。

(1)JA 教員１名（ハンガリー体育大学教授）の雇用

(2)訪問教員 2名の雇用

②国際公募によるテニュアトラック教員の雇用

・英語で授業を担当する教員２名の募集を継続実施し、採用を決定した。

(1)スポーツ医学を専門とするテニュアトラック准教授（米国ボストン子供病院）1名

(2)スポーツビジネスを専門とするテニュアトラック准教授（英国コベントリー大学）1名

③箇所間協定校への大学院生（修士課程）派遣

・箇所間協定による交換留学制度を利⽤した⼤学院⽣海外渡航（中⻑期）を促進した。

(1)計 2 名がドイツ体育大学へ渡航し、1 学期間にわたり大学院講義を受講した。

・博⼠後期課程学⽣の箇所間協定校への中⻑期派遣を引き続き促進した。

(1)計 4 名がカトリック大学ルーバンへ渡航し、1 か⽉〜3 か月間にわたり共同研究を実施した。

②国際的インターフェイスを持つ教育研究システムの構築関連
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・海外⼤学との交流

(1)アルバータ⼤学（カナダ）、ウクライナ国⽴体育・スポーツ⼤学、ウクライナ国⽴防衛⼤学と箇所間協定や交換留

学プログラム、共同教育指導（コチュテル・ジョイントスーパービジョン）および JA 教員雇⽤のための協議、優秀な留

学生獲得のためのリクルート活動等を実施した。

(2)ドイツ体育大学と共同教育指導（コチュテル・ジョイントスーパービジョン）のための協議を継続的に実施した。

(3)カトリック大学ルーバンと共同研究プロジェクト構築に向けた協議を実施した。

③国際発信、成果発信関連

・学術院の魅⼒が明確に伝わる様に学術院ウェブサイトの英⽂ページのコンテンツ整備を進めている。

(1)海外校の学⽣・教員に対して正確・明瞭で魅⼒的なページと⾒える様に、学術院のスポーツ科学研究科英⽂ペ

ージの再構築を開始した。

(2)ＳＧＵウェブサイトに日英で記事を掲載した。

・アルバータ⼤学（カナダ）との国際共同ワークショップを実施し、研究交流を実施した。また、同⼤学との間での海外

留学促進、教員間の往来促進、将来的なＪＤ等共同教育指導等について協議した。

以 上
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Waseda Vision 150 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）の将来構想の進捗状況報告

2019 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況等－

≪学部関連≫

①大学入学共通テストの導入に向けた検討状況

②一般入試に代わる入試の検討状況

2018年5月30⽇のプレスリリース内容に則り継続して検討を⾏い、2021年度以降⼀般⼊学試験（2021年2

⽉に実施される⼊試）について、以下内容のプレスリリースを⾏った(2019 年 5月 31日)。

1) 大学入学共通テスト

大学入学共通テストの得点を次の配点に換算

① 国語（必須）：配点50点

② 選択科目（以下いずれか 1科目を選択）：配点 50点

・地理歴史「世界史 B」「日本史 B」「地理 B」

・数学 「数学Ⅰ・数学 A」「数学Ⅱ・数学 B」

・理科 「物理」「化学」「⽣物」「地学」

2) 学部独自試験 科目：外国語（英語）

・試験時限・時間・配点

時限 試験内容 試験時間 配点

1時限 Reading 90 分
80点

2時限 Writing 60 分

３)英語外部検定試験

スコア提出者に加点。

対象となる英語外部検定試験、英語外部検定試験の評価方法、加点する得点は次のとおり。

CEFR

英語外部検定試験の種類 加点

実用英語技能検定 TOEFL®iBT 
IELTS

(Academic)
20 点満点

C1以上 1級 合格 95以上 7.0 以上 20点

B2 準 1級 合格 72〜94 5.5〜6.5 14 点

B1 2 級 合格 42〜71 4.0〜5.0 7 点

A2以下
準 2級合格 以下 41以下 3.5 以下

0点
未提出（出願可）

また、⼀般⼊試における「⼤学⼊学共通テスト」の導⼊、「センター利⽤⼊試（定員 50 名）」の廃止に伴い、
2021年度以降の各種⼊試制度の募集⼈員の変更を⾏った。

③入試広報の展開状況

主に国内の高校生を対象とした広報として、予備校等における学部説明会、新規広報媒体の制作やディベート大

会の協賛を⾏った。昨年に引き続き、国際アドミッションズオフィス（グローバル・リクルーティング・プロジェクト）と連携しつ

つ、世界各地でのリクルート活動を展開した。また主に沿岸の都市部に偏っている中国の海外指定校について、新規に

内陸部の学⽣をリクルートするため、現地⾼校の訪問・情報収集を⾏い、新規に 1 校の高校を追加した。⽂部科学省

が重点地域として指定するブラジルでのフェア参加に加え、ロシア連邦（サハリン・サンクトペテルブルク・モスクワ）でのフェ
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アにも参加し、主にオブシェエ・スレドニェエ・オブラゾヴァーニエの課程修了者に対し新たなリクルート活動を展開した。

④AO入学試験(国内選考)改革に関する取り組み

当初の計画には含まれていなかったが、2021 年度 4月入学(2020 年 9月出願開始)の入試に向けて、以下 2

点の取り組みを⾏った。

A.書類審査基準の⾒直し(学部運営委員会承認済)

B.オンライン出願システムの導入

A により、より質の高い学生の獲得、B により志願者における出願時の利便性の向上、事務における願書処理の効

率化が期待される。

≪研究科関連≫

①入試広報の展開

2019年度は、交流学⽣を含め 38 か国より留学⽣を受け⼊れ、在学生全体に締める割合が 85％を超える状況と

なっている。入学前に大学院の内容や雰囲気を直接感じてもらう「オープンキャンパス」では、在学⽣の協⼒のもと、授業

や研究内容等を学生の視点から紹介することができた。昨年度全⾯改定した英語版の研究科紹介パンフレットに加

え、今年度は、主に国際教養学部や国内の他⼤学に在籍する⽇本⼈学⽣を対象とした⽇本語版の簡易パンフレット

も作成した。いずれの冊子も、カリキュラム紹介だけでなく、就職状況や在学生のインタビュー、奨学⾦等の経済⽀援に

関する情報も掲載することにより、大学院での教育や研究内容が想像しやすい内容とした。さらにホームページを改定

し、教員紹介や在学生インタビューの充実化等、海外に住む受験生が情報収集に活用しやすいページ構成とした。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況等－

≪学部関連≫

[１] カリキュラムの体系化に向けた改⾰（コンセントレーション制度導⼊）

2016 年 4⽉よりコンセントレーション制度を開始した。国際教養学部が指定する科⽬群の中から⼀定以上の単位

数を修得した場合、その分野（コンセントレーション）の修了証明を受けること（卒業時に証明書を発⾏）が可能とな

った。2019年度は新たに２つ分野が加わり、１１のコンセントレーションを設置した。修了者の⼈数は以下のとおり。

2019 年 9月卒業者：55名

2020 年 3月卒業者：52名

[２] 教員採用に関する取り組み（公募制、テニュアトラック制の導入）

本学部では発⾜当時より全ての教員採⽤を国際公募により⾏っており、テニュアトラック制も発足当時より取り入れ

ている。採用時の研究・教育実績に基づきテニュアまたはテニュアトラックで採用し、2019 年 10 月現在で４名の教員

がテニュアトラックで採用されている。また、国籍と性別の多様な教員が採用され 2019年 10月現在で専任教員の

39%が外国人、40%が⼥性であり、いずれもWaseda Vision 150 の数値⽬標を超過達成している。また前年度に

続き、フルブライトによる招聘教員プログラムでアメリカの大学教員を客員教授として受け入れている。

≪大学院関連≫

[１]博士後期課程の取り組み

2019 年度は、9 月に２名、3月に３名の博士学位取得者を輩出した。本学や他機関においてそれぞれ研究者とし
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て活躍している。また、さらなる研究倫理教育の充実を図るため、研究科設置の研究倫理科⽬の履修に加え、2020

年度⼊学者より、グローバルエデュケーションセンター設置のオンデマンド科⽬『研究倫理概論』を履修し、単位を修得す

ることを必須化した。

[２] 修⼠の教育課程の⾒直し

引き続き研究指導科目および講義科目の内容を精査し、修士課程のみならず博士課程においてもより多くの国際教

養学部専任教員が研究科の指導に関わる機会を創出し、学部との連携強化とともに教育の充実化をはかった。また、

学位審査においても、類似度判定ソフトウェアを活⽤し、精度の⾼い審査を⾏う環境を整備するとともに、修⼠課程に

おいても 2020年度⼊学者より、グローバルエデュケーションセンター設置のオンデマンド科⽬『研究倫理概論』を履修

し、単位を修得することを必須化し、剽窃⾏為の防⽌対策としている。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況等－

≪学部関連≫

[１] SGU7 拠点との連携状況

本学部所属の 4名の教員が SGU グローバルアジア研究拠点にメンバーとして参加している。

[２] 外部研究資⾦等の獲得

本学部教員の 2019 年度の科学研究費の採択数は 31件、その内⼀件は「国際共同研究加速基⾦」に採択され

ている。また、1名の教員が科学技術振興機構（JST）の戦略的創造研究推進事業（さきがけ）の 2018年度新

規研究課題に採択されている。

本学部所属の 1名の教員が"ERASMUS+" Programme Jean Monnet Chairs に採択され、EU からの補助

⾦に基づく研究活動を開始している。

国際部による助成プログラム「ブリュッセルオフィスにおけるセミナー実施」に、2019 年度は 4名の教員が採択され、実施

した。2020 年度も、本学部所属の教員 1名がプロジェクト代表者として申請し、採択されている。

[3]国際シンポジウムの開催

⽂部科学省スーパー・グローバル⼤学創成⽀援事業の⼀環として、国際シンポジウム等開催助成を受け、国内・海

外から研究者を招聘し、国際シンポジウムを 1 件開催した。

・Methods and roles of plurilingual and multicultural education（代表 間藤茂子教授）2019年

11月 25日開催

[4]海外からの研究者受け入れ

国際課を介して、海外の研究者を 13名受け⼊れた。⼀部の研究者は、教員や学⽣との交流も⾏った。

≪大学院関連≫

[１] 大学院生の研究・教育への参画

国際コミュニケーション研究科に所属する博士課程学生が、助手や非常勤講師として学内外において採用され活躍

している。また、中学校や高等学校において英語教員として活躍しながら、その経験を研究にも活用する学生もいる。

現在ある１８研究指導のうち、１３研究室において博士課程が在籍しており、指導教員のもと博士課程学生と修士

課程学生が相互に研究活動に参画する機会を持っている。
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[2] 研究科紀要の発⾏

研究科紀要「トランスコミュニケーション/Transcommunication」を年２回発⾏している。特に、⼊学以前に論⽂投

稿経験が少ない学⽣にとり、査読付論⽂掲載ができる貴重な場として活⽤されている。

早稲田大学レポジトリに掲載することにより、国内外に公開している。

[3]海外で開催される学会への大学院生派遣

海外で開催される学会に研究科⽣を派遣、研究論⽂等の発表を⾏うことを奨励している。2019 年度は、海外国際

会議論⽂発表補助費制度を利⽤し１０名の学生を派遣した。

[4]国際シンポジウムの開催

⽂部科学省スーパー・グローバル⼤学創成⽀援事業の⼀環として、国際シンポジウム等開催助成を受け、国内・海

外から研究者を招聘し、国際シンポジウムを 3 件開催した。

・“Japanese Transnational Cinema” （代表 森田典正教授）2019年 7月 20 日、21 日 開催

・“Theorizing Anime: Invention of Concepts and Conditions of Their Possibility” （代表 吉本光

宏教授） 2019 年 11 月 16日、17日開催

・“Methods and Roles of Plurilingual and Multicultural Education” （代表 間藤茂子教授）

2019 年 11 月 25 日開催

[5]海外からの研究者受け入れ

国際課を介して、海外の研究者を 4名受け⼊れた。⼀部の研究者は、教員や演習授業などで学⽣との交流も⾏っ

た。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

≪学部関連≫

[１] 英語学位プログラムの進捗状況

学部が設⽴された 2004年度より⼀部の科⽬を除いて科⽬は英語で設置されており、2019年度実績で総科⽬数

856の内728科目（85％）が英語で設置されている。多くの科目は他学部の学生にも開放されており英語学位プロ

グラムの学生を中心に多くの学生が本学部の科目を登録している。2019 年度実績で春学期 337 名（政経 170

名、社会科学部42名、理⼯３学部 39 名）、秋学期 409名（政経 192名、社会科学部62名、理⼯３学部

26 名）が本学部の科目を登録している。

[２] 海外での学習経験をカリキュラムに組み込むことについて

学部が設⽴された 2004年度より⽇本語を⺟語とする学⽣に対して１年間の海外留学を義務付けており、これまで

に年間400名〜600名、15年間の累計で7,542名を留学に派遣している（2019年度の派遣学⽣は456名）。

留学の形式や派遣先、派遣期間も多様化し、交換、CS-R、CS-L、ダブルディグリー、箇所間協定に加え少数ながら

私費留学をする学⽣もいる。留学単位認定も 15 年間、7,500名を越える経験を基に⼀定のルールに従って留学委

員会の Small Working Group で認定を⾏う仕組みが構築されている。2019 年度の認定単位の平均は春学期認

定（1年留学者33.9単位、1学期留学者11.7単位）、秋学期認定（1年留学者33.5単位、1学期留学者

14.0 単位）。
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[３] 留学⽣の受⼊促進

本学部の学生総数 3,000 名中約 1/3 である 1,000名程度の留学⽣を約 50 の国／地域から受け入れている。

この中には⼤学全体の交換留学⽣の 45%を引き受けている SP3 プログラムの学生約 300 名が含まれており、それ以

外にもダブルディグリー受入学生 22名（北京⼤学、復旦⼤学、国⽴台湾⼤学、シンガポール国⽴⼤学、アーラム⼤

学）やグローバル・リーダーシップ・フェローズ・プログラム（GLFP）の学生 5名が含まれている。ダブルディグリープログラム

については現状で協定のある大学に加えて香港中文大学およびチュラロンコン大学との間で準備が進んでいる。本学で

最⼤の留学⽣受⼊組織として引き続き留学⽣の受⼊を促進するが、⼀⽅で特に交換留学⽣の中に特記事項（病

気、メンタルヘルス、発達障害、人間関係等で、全体の約 5%）、特別配慮依頼が多く、全学的な「英語による」支援

体制の充実が望まれる。

[４] 箇所間協定の拡充

新規箇所間協定校として、スペインのＣＥＵサンパブロ大学と箇所間協定の締結が完了した。選考により、派遣予

定の学⽣も決定した。また、２０１８年３⽉にはパリ政治学院と箇所間協定を締結し、原則として５年間で国際教

養学部の学位とパリ政治学院の修士課程学位を取得可能な BAMA プログラムを⽴ち上げることで合意しが、２０１

９年度はこのプログラムの最初の派遣候補者について本学部で予備選考を⾏った。

[５] ⽂部科学省 ⼤学の世界展開⼒強化事業 (AIMS プログラム) による学⽣交流の実施

2017年度をもって補助⾦事業期間が終了した（事後評価「Ａ」）。期間終了後も東南アジアの関係国との学⽣

交流の継続を⽬的として指定寄付による AIMS参加学⽣修学⽀援奨学資⾦の要綱改訂を⾏った。2018 年度から

はこの奨学⾦を利⽤し、⼤学間協定の枠組みの中で規模を縮小して運用している。

≪大学院関連≫

[１] 海外の大学院との連携強化

本研究科との連携の可能性について海外⼤学院からの問い合わせが数件あった。⼀⽅で、詳細についての議論は不

十分である。今後引き続きこうした海外大学院との連携について可能性を検討していきたい。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

[１] 「地域研究および多言語・多文化教育プログラム」（ＡＰＭプログラム）の実施

・ 本プログラムは「Waseda Vision 150 実現のための教員増を伴う学術院等将来計画の支援策」に採択されたもの

で、2017年度秋学期に本学の協定校（パリ政治学院、サラマンカ⼤学、北京⼤学）から推薦を受けて採⽤した

3名の若⼿の講師（任期付）に加え2018年度より講師（任期付）１名（朝鮮語）をソウル国⽴⼤学の推薦

により採用。ＡＰＭプログラムを４言語（フランス語、スペイン語、中国語、朝鮮語）で実施している

・ 以下のトライリンガル教育科目を国際教養学部に設置した（CLIL[内容言語統合教育]科目を含む）。これらの

科目群の一部は国際教養学部の学生だけでなく、他学部の学生にも開放したことにより、合計で 758 名の学生

（うち全学オープン科目として設置した第2外国語で実施される科目や、オープン科目でないCLIL科目等のＡＰ

Ｍ科目全体で 123名の他学部の履修者を含む）に対し、多⾔語運⽤能⼒と多⽂化理解に必要な実践教育を

⾏った。

2019 春学期 計２１科目（フランス５、スペイン５、中国５、韓国６）

登録者数計３７８（他学部の学生６３）

2019 秋学期 計１８科目（フランス４、スペイン４、中国４、韓国６）
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登録者数計３８０（他学部の学生６０）

・ ＡＰＭプログラム主催、ＡＰＭ教員の計画段階からの参画により第２回国際シンポジウム(Methods and Roles

of Plurilingual and Multicultural Education) (2019/11/25)を開催した。国内外から多彩な専門家の

招聘に成功し、盛況であった（本学内外から合計約 90名が参加）。

・ 商学部のフランス語担当教員２名と国際教養学部の APM フランス担当教員が中心となり、商学部でフランス語を

学習している学生、国際教養学部でフランス語を学習している学生（APM フランス科⽬履修者含む）、国際教

養学部で受け⼊れているフランスからの留学⽣の交流会（フランス語圏祭）を実施した。５０⼈以上の参加があ

り、2020年度以降も継続して実施していくこととなった。また、同様の企画を他の⾔語で実施できないか、可能性

を検討することとなった。

・ ＡＰＭプログラムの発展形としてパリ政治学院との間で締結した学⼠・修⼠５年プログラム（５ＢＭプログラム）

の協定に基づきプログラムを導⼊、学⽣に対する募集を開始し、２０１９年度はこのプログラムの最初の派遣候補

者について本学部で予備選考を⾏った。

・ 国際教養学部の留学準備講座にＡＰＭ教員４名が参加し、それぞれの国への留学の意義について講義を⾏っ

た。

・ ＡＰＭ－ＴＡの先⾏事例としてＡＰＭ設置科⽬の中でＴＡを採⽤。政治学研究科１名（中国）、経済学

研究科１名（韓国）を採⽤し、ＡＰＭ科⽬の授業運営補助を⾏った。

・ ＡＰＭ教員４名全員（５件）が特定課題研究（2019）に申請。５件とも採択されている。

・

以 上
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Waseda Vision 150 国際学術院（アジア太平洋研究科・アジア太平洋研究センター）の将来構想の進捗状況報告

2019 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

①多様な学生確保のための入試の実施

一般入試では獲得が難しい多様な背景を持つ学生の入学を促進させるため、さまざまな形態の入試を実施し、学生

を確保した。

国費優先配置プログラム「日本と世界の経済連携を推進するための人材育成プログラム」（2018年度開始）に

は、優秀な学生の応募が多数あり、６カ国から本プログラムの趣旨に合致した研究目標を持つ修士５名、博士 2名の

留学⽣が⼊学した。

「JICA開発連携大学院プログラム」の関連のプロジェクトである「ABE イニシアティブ」(2016年度開始)や「SDGs グ

ローバルリーダーコース」（2020 年度開始）に積極的にコミットし、多様性に富む優秀な留学⽣を６名確保した。

JICA による人材育成奨学計画（JDS）事業（ネパール）による 2020 年 9月学生受け入れのための事前マッチン

グを完了させ、その他の地域（ウズベキスタン、タジキスタン、ミヤンマ―、ラオス、エルサルバドル、ケニア、モルディブ、モン

ゴル）からの奨学⽣受け⼊れについての申請を⾏った。

UNHCR（国連難⺠⾼等弁務官事務所）による RHEP（難⺠⾼等教育プログラム）については、2018 年度に

入試を実施した修士１名、博士１名の学生を受入れた。

またその他にも、北京⼤学ダブル・ディグリー・プログラム、中国国家建設⾼⽔準⼤学公費派遣研究⽣受⼊制度、ミ

ャンマー特別奨学⾦入試を実施し、優秀な留学⽣の受け⼊れを図った。

一般入試（修士課程）においても、従来出願区分（国内・国外）により異なっていた選考⽅法を統一し（書類

選考のみ）、志願者にとってよりわかりやすい⼊試制度とすることが出来た。

②入試広報の積極的な展開

Twitter、Facebook、Instagramといった各種SNSを利⽤して、研究科の教員の活躍、イベントや⾏事の告知な

らびにレポート、入試情報を掲出し、研究科の魅⼒を伝えるための活動を積極的に展開した。

特に Facebook や Twitter については、潜在的な受験者層に向けて戦略的に広告を表⽰させ、さまざまな形態の

⼊試制度、柔軟性に富むカリキュラム、⼊学前奨学⾦情報等の訴求に努めた。

また、優秀な日本人学生確保の一環として、日本人学生向けの研究科紹介VTR を作成し、研究科ウェブサイト、

各種 SNS、外部の各学⽣募集関連サイト等の媒体を利⽤して効果的な情報発信を⾏った。

③WEB出願システムの導入

昨年度WEBを利⽤した出願⼿続きを試験的に取り入れたが、2020年9月入学国費優先配置プログラム入試に

おいて、本格的なWEB出願システムの導入を実現した。これにより出願者は出願プロセスの大半をオンライン上で済ま

せることが可能となり、出願者の負担を大幅に軽減することが可能となった。また、書類審査も完全オンラインで実施し、

各教員がこれまで以上に時間をかけて審査を⾏うことが可能となり、出願処理に係る事務作業の効率性も⾶躍的に向

上した。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

①教育の質保証のレベル向上

・ダブル・ディグリー、コチュテルなどの共同研究指導プログラムの推進
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2020 年 9⽉からの交流開始に向けブリュッセル自由大学 Institute of European Studies（IEE-ULB）と修

士課程におけるダブル・ディグリー・プログラム実施に関する協定を締結した。

また 2016年より参画している欧州⼤学等との博⼠課程学⽣共同育成（コチュテル）プログラム

（GEM-STONES）の後継プログラム（「TRAJECTS - Training and Research on American, Japanese

and European Counter-Terrorism Strategies」）実施に向けた欧州委員会補助⾦プログラムへの共同申請を

⾏った。

・クォーター制の推進

世界中の⼤学のアカデミックカレンダーに柔軟に対応し、海外留学⽣の受け⼊れや本研究科学⽣の海外留学の障

壁を低くするため、（科目の特性や教育効果に配慮しながら）講義科目のクォーター化をさらに推進した。2019 年度

は、全講義科目（集中講義除く）の 57%をクォーター科目として開講した。なお、クォーター制導入の結果、2019年

度末の新型コロナウイルス感染の拡大により余儀なくされた 2020 年度講義スケジュールの変更に対しても柔軟に対処

することができた。

・学生による授業評価の実施

学生による授業評価を、授業の振り返りと改善のための重要な指標と捉え、引き続き本研究科が設置する全講義

科目を対象として学生授業アンケートを実施した。2019年度は136 科目（合併科目を除く）を対象にアンケート結

果を回収し、1,705 名の受講者数に対して 1,512 件の回答を得た（回答率86.6%）。回答結果については各教

員へ個別にフィードバックするとともに、研究科運営委員会にて報告を⾏い、次年度の授業内容、カリキュラム等の改善

に向けた材料とした。また回答結果は学生にも開示している。

②多様性の確保

・国費優先配置プログラムの実施

国費優先配置プログラム「日本と世界の経済連携を推進するための人材育成プログラム」の実施により、2019 年度

は６ヶ国から７名の留学⽣受け⼊れた。また、フィールド・ワークを含む特別科目を 1科目増設し、カリキュラムの充実を

図るとともに、本プログラムと通常プログラムの学⽣をさまざまな形で交流させることにより、多様性に富んだ教育研究環

境の実現に努めた。

・JICA開発大学院連携プログラム等の実施

2017 年度に採択された「JICA 開発大学院連携プログラム」で提供する新たな教育プログラムを基軸とし、JICA が

関与する教育プロジェクト（「SDGs グローバルリーダー・コース」、「ABE イニシアティブ」人材育成奨学計画（JDS）事

業）に積極的に参画し、アジア、アフリカ、太平洋島嶼地域等からの留学生を受け入れている。

また、2019年度春学期より特別科目「国際社会における日本の発展の経験」を新設した。日本の発展の経験を学

習することで、学⽣たちの⺟国の経済・社会の発展に寄与する実践的な知識を提供するとともに、JICA との教育プログ

ラムの共同運営を通じて組織間の信頼関係を深めることが出来た。

・箇所間協定による留学⽣の派遣・受⼊の推進

箇所間・⼤学間協定先の⼤学から多様なバックグラウンドを持つ優秀な交換留学⽣を受⼊れることにより、講義科

⽬やゼミの活性化を図るとともに、柔軟な教育プログラムの運⽤によって在学⽣にセメスター単位等での留学の機会を広

く提供することが出来た。2019 年度は、箇所間協定により 13 名、大学間協定で 11名の交換留学⽣を受け⼊れ、

講義履修やゼミを通じて教育・研究環境の多様性がこれまで以上に⾼まった。また、柔軟なカリキュラムを活⽤し、5 名

の学生を海外協定校に派遣した。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－
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①研究⼒の向上と国際共同研究の推進

・国際公募による研究⼒のある教員の採⽤

本研究科・研究センターでは専任教員の採⽤にあたり、この間整備を⾏ってきた研究科内の諸制度に基づき、国際

的評価のある研究業績を有する教員の採⽤を⾏い、教員の質の⼀層の改善を図っている。このことにより、研究センタ

ーを中⼼とする研究活動の充実とその発信⼒の強化を⾏っている。

・世界から研究者の集まる研究拠点の形成

本研究科・研究センターでは、世界の研究者がリサーチフェロー・訪問学者等として滞在し、国際共同研究を推進す

る体制を整えている。2019 年度はリサーチフェロー16 名、訪問学者 12名を受け入れた。

・国際研究シンポジウム・国際セミナーの開催

本研究センターの研究部会では、毎年、数多くの国際研究シンポジウムや国際セミナーを開催しており、そのうち、大

型のものについては、センターの共催として、広報を⾏っている。2019年度は、こうした⼤型の共催シンポジウム・セミナー

を 30 回以上開催・共催した。

また 2016 年度より清華大学・⾼麗⼤学・本学持ち回りで開催してきた East Asia Community Forum（「東ア

ジアコミュニティ・フォーラム」）を、本年度は「East Asian Perspectives on Global Governance」をテーマに、本研

究センターが開催した。

②研究資⾦の獲得と活⽤

・科学研究費

科学研究費の申請（2019 年度申請)については以下の通りとなっており、達成⽬標としていた応募率 100%を研

究科・センターともに上回った。

アジア太平洋研究センター 応募率（新規＋継続） 100%

アジア太平洋研究科 応募率（新規＋継続） 108%

・科学研究費以外の外部資⾦の獲得と活⽤

アジア太平洋研究センター 案件数 11件 総額 21,060,276 円

・原⼝記念アジア研究基⾦

校賓原⼝歌⽒の篤志による寄付⾦で運営する原⼝記念アジア研究基⾦について、本センターが主体となって基⾦

運営委員会を組織し、全学の大学院生（修士課程・博士後期課程）を対象に東南アジア研究・アジア研究などのフ

ィールド・リサーチに要する研究費用の助成を公募選考によって実施した。2019 年度は 22 名の学⽣に助成⾦を付与

した。

③学内研究推進支援体制との連携

・次代の中核研究者育成プログラム

本研究科のファーラー・グラシア教授が「次代の中核研究者育成プログラム」に採択され、労働者の国際移動とスキル

についての包括的な分析を目的とする「国際労働移動プロジェクト」を実施しており、同プログラムの第二ステージ支援対

象として選ばれた。

・SGU グローバルアジア研究拠点

本研究科の教員が数多くメンバーになっており、連携しながら、様々な研究活動や博⼠課程学⽣の教育を⾏ってい

る。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

①日越大学における修士リーダーシップ・プログラム開設に関わる受託業務の推進

JICA が推進する教育事業「⽇越⼤学修⼠課程設⽴プロジェクト」における新専攻領域「グローバル・リーダーシップ・

プログラム」開設に係る受託業務（カリキュラム構築支援、学生募集活動、授業実施支援等。契約⾦額：約 4,600
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万円）を、ベトナム側の教員、日越大学、JICA と連携しながら推進し、2019 年 9月開設の同プログラムにおける学

⽣募集、⼊試実施、授業実施⽀援のため、本研究科教員を現地に派遣した。契約管理、経理処理、出張⼿配等、

受託業務支援のためのバックオフィス機能を整備し、第 2期の受託契約締結（契約⾦額：約 7,300 万円）に向け

た JICA との交渉及び学内手続を完了した。

②「アジア地域統合のための東アジア大学院（EAUI）プログラム」の定着化

本プログラムは、2011年度に⽂部科学省の世界展開⼒強化事業に採択され、補助⾦終了後の2016年度以降

もパートナー⼤学（本学・北京⼤学・⾼麗⼤学・タマサート⼤学・ナンヤン⼯科⼤学）が⾃律的な財源によってサマー

スクールを共同運営し、将来的な東アジア地域の教育研究拠点形成を目指すものである。2019 年度は本学が幹事

校となり、「East Asian Regional Integration in a Populist and Nationalist Age: Rhetoric, Emotion,

and Action」をテーマにサマースクールを開催し、パートナー5大学から学生 25名（うち本学からは８名）が参加し

た。2021 年度以降も 5年間持ち回りで共同運営することで合意した。

③欧州教育・研究機関とのネットワーク構築

2020 年 9⽉からの修⼠課程ダブル・ディグリー・プログラム稼働に向けた作業を完了させ、欧州委員会補助⾦プログ

ラムへの共同申請（「TRAJECTS - Training and Research on American, Japanese and European

Counter-Terrorism Strategies」）を⾏い、ブリュッセル⾃由⼤学 Institute of European Studies

（IEE-ULB）との関係を一層強化し、アジア・ヨーロッパ地域間関係・比較に関する研究教育環境の充実を図ること

が出来た。

以 上
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Waseda Vision 150 国際学術院（日本語教育研究科）の将来構想の進捗状況報告

2019 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

① 「海外指定⼤学推薦⼊試制度」の拡充

2018年度に、海外で⾼い⽔準の⽇本語教育を⾏っている⼤学から優秀な学生を受け入れる「海外指定大学推薦

⼊試制度」を⽴ちあげた。⽴ちあげ 2年⽬となる 2019 年度には、4⼤学（復旦⼤学、⼤連外国語⼤学、天津外国

語大学、釜山外国語大学）から5名の留学⽣を修⼠課程に受け⼊れた。この 2年間の実績について、応募と選考の

状況、入学後の学業成績、その他のパフォーマンスを教員間で共有し、本⼊試制度が順調に運用されていることを確

認した。

2019 年度末には現地を訪問し、指定⼤学における選考の状況等を確認のうえ、制度の拡充に向けてより具体的

な情報を収集し、意⾒交換を⾏う予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、海外出張を延期せざる

を得ず、今年度の訪問は韓国の 2大学にとどまった。訪問が実現した韓国の指定大学では有益な情報交換をすること

ができた。

② 「海外指定⼤学特別選考」の⾒直し

2019 年度は 1大学から 1名の留学⽣を修⼠課程に受け⼊れた。これまでの応募・選考状況を集約し、全面的な

⾒直しについて引き続き検討を⾏った。「海外指定⼤学推薦⼊試制度」の指定大学には、同時に「海外指定大学特

別選考」の指定大学でもあることも多い。①に記載の通り、直接訪問して情報収集、意⾒交換を⾏う予定であったが、

こちらも新型コロナウイルスの状況が落ち着いてからあらためて計画することとした。

③ 「現職社会人コース」の広報強化

学校や⾏政機関において⽇本語教育を担う⼈材を育成することを⽬的とした「現職社会⼈コース」について、入試説

明会において対応ブースを設置し、対応した。また、箇所間協定を締結している自治体の教育委員会等に対して、制

度の紹介を⾏った。

④ 入試広報の展開

全学で⾏っている⼤学院⼊試説明会（6月）に参画した。あわせて、研究科独自の入試説明会を 7月と 1 月に

開催し、それぞれ 196 名と 79 名の参加者を得た。修士の入試選考は、併願が多い他大学の入試スケジュール、およ

び、入学手続き（在留資格取得を含む）にかかる現実的な日数などを考慮し、2022 年度入試から新日程を導入す

ることとした。

WEB サイトは階層を整理し、潜在的な志願者が情報収集しやすい構造に改善し、加えて、在学生の声を掲載する

等コンテンツの充実をはかった。また、今後の広報戦略⽴案のため、WEB サイトアクセスデータの分析も⾏った。

⑤ ⼊試制度の⾒直し

2018年度に⽴ちあげた「国費・⼊試ＷＧ」が中⼼となり、国費留学⽣等を対象とした特別選考制度等について検

討を⾏った。2021年度から新制度による⼊試を実施する予定である。
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（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

① 教育指導体制の強化

昨年度まで⾒直してきた学生指導体制を引き続き強化した。教育効果がさらに高まるよう演習の実施形態について

⾒直しを⾏った。2020 年度から新形態での演習を実施する。

② キャリア支援のための正課外活動

キャリア支援のための活動として、当研究科主催による「キャリアセミナー：ようこそ先輩」（春・秋学期各１回）、

「日研ひろば」（随時）を開催した他、外部機関によるものとして国際交流基⾦および⽇露⻘年交流センターによる海

外派遣に関する説明会を実施した。

③ カリキュラムの全⾯的な⾒直し

日本語教育学の進化・発展、日本語教育を取りまく社会的ニーズの変容、入学者属性の変化などに対応し、

2001 年度の研究科設⽴時に策定された授業カリキュラムの⼤幅な⾒直しを⾏った。「理論研究科⽬」については、

2020 年度から新しいカリキュラム体制に移⾏するための準備を整え、新入生に周知するとともに、在学生には事前説

明および履修指導等を⾏っている。

④ アカデミックスキル向上のための教育活動

修⼠論文、博⼠論⽂を執筆するためのアカデミックスキルを向上させるため、研究倫理や引⽤のルールなどを集中的

に学べる研修会を 4 回実施した。一方的な講義形式の研修ではなく、必ず学生から自身の学びをフィードバックさせ、

理解の定着をはかった。学生閲覧用の参考文献も新規に備え、各演習や研究指導等における学習機会を増やし、個

別指導の強化にも努めた。

⑤ ノンディグリープログラムの拡充

昨年度に引き続き、「日本語教育学公開講座」、「実践ワークショップ」、「オンデマンド講座」の改編、拡充に向けて

議論を重ねた。具体的には、「公開講座」はその意義・目的・位置づけ等を再確認し、2020 年度からの講義ラインアッ

プを整えた。「オンデマンド講座」については 2021年度から新規コンテンツでの提供開始を⽬指し、2020 年度中に講

義の再録を⾏うことを決定した。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

① 訪問学者、リサーチフェローの受け入れ

国際的な研究協⼒推進の⼀環として、2019 年度には訪問学者 1名、リサーチフェロー1 名、リサーチインターン 2

名、合計 4名を受け入れた。

② 日本語教育研究センター（CJL）との連携

当研究科の専任教員が CJL の所⻑、⼈事委員、管理委員を務め、組織運営⾯での連携を維持した。また、当研

究科が提供するグローバルエデュケーションセンターの副専攻「日本語教育学」において CJL の教員も授業を担当し、教
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育面での連携もはかった。

また、数多くの博⼠後期課程在学⽣、修了⽣が CJL の専任教員、任期付教員、非常勤講師、インストラクター

（非常勤）として勤務し、全学の日本語教育に貢献している。

③ グローバルエデュケーションセンター（GEC）との連携

GEC の副専攻「日本語教育学」を開講し、全学の学部生等への教育に貢献した。同副専攻の 2019年度の修了

生は 22名であり、GEC において最多の修了⽣となっている。同副専攻の受講生には、必ずしも日本語教師を目指す

ものばかりではなく、「留学に備えて、⽇本語や⽇本⽂化をきちんと学んでおきたい」「留学先で⽇本語を教える機会があ

るかもしれない」「早⼤の外国⼈留学⽣に⽇本語や⽇本⽂化について質問されたが、まったく答えられなかったので学び

たい」といった動機を持つものも多い。このことから、同副専攻は本学のグローバル化を側面から支えていると考える。

また、数多くの在学⽣、修了⽣がライティングセンターのチューター、指導員として勤務し、全学のアカデミックライティング

教育に貢献している。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

① 「海外実践」科目の維持・充実

2018 年度に、海外の協定大学の日本語学科等において、約１学期間（３〜４ヵ⽉間）にわたってアシスタントな

どの⽴場で⽇本語教育の実践を学べる実践研究科⽬を設置した。派遣大学は、アジア（ベトナム、タイ２大学）、欧

州（ハンガリー、ドイツ、セルビア）の計６大学である。

設置して 2年⽬となる 2019 年度には 3名の学生が、アジア、欧州の３大学（タマサート大学（タイ）、カーロリ大

学（ハンガリー）、ベオグラード大学（セルビア）に派遣され、多様な海外実践を積むことができた。

設置以降 2 年間の実績を踏まえて振り返りを⾏うべく、派遣⼤学を訪問して現地受⼊担当教員と意⾒交換を⾏っ

た。当初は全派遣大学（6 大学）を訪問する予定であったが、新型コロナウイルス感染拡大に伴い、アジア諸国の派

遣⼤学への訪問は⾒合わせ、欧州の 3 ⼤学にとどまったが、本プログラムの⼀層の充実に向けて実のある意⾒交換がで

きた。

派遣枠拡⼤に向けて学内助成⾦との併⽤を検討した結果、現実的ではないことがわかり、導⼊は⾒送ったが、今後

も一般社団法人尚友倶楽部より引き続き助成を得て、在学生の経済的負担を軽減しながら海外における実践経験

が積める機会を提供していく。

② 「海外展開グランドデザイン」を踏まえた海外展開

2018 年度に策定した「海外展開グランドデザイン」を踏まえ、既存の協定大学と協定内容の⾒直し等を⾏った。海

外展開に向けて体制を整えた。

以 上
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Waseda Vision 150 高等学院の将来構想の進捗状況報告

2019 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

①高大接続テスト ２０２０年度に実施のための検討・実施日程等準備の進捗

高大接続テスト

・早稲⽥⼤学進学後に学術・研究の途を進むにあたって求められる基本的な知識・技能がどの程度⾝についてい

るか確認するテスト

・実施教科：

国語・数学・英語（４技能外部試験 GTEC Advanced 活用）

・実施日程

2021 年 1月を目途とする

②英語４技能外部試験GTEC Advanced を 2 ０１９年度２年⽣全員対象に実施

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

①グローバルリーダー育成に向けた特色ある英語授業講座「英語応用」の開発・実施準備

「英語応⽤」（２年⽂系コース選択２単位）

英語について⾼い能⼒と意欲を有する⽣徒に、さらにその能⼒を育成・伸張する授業を開発し提供し、⼤学⼊学

の早い段階で、ダブル・ディグリー・プログラムや留学に挑戦できるようにすることを⽬指す授業プログラムを開発し、テキ

ストを編纂・発⾏して授業を展開した。少⼈数クラス編成は実現に⾄らず。

②グローバルリーダー育成に向けた特色ある英語授業講座「コミュニケーション英語Ⅲ(a)」を開発・実施

「コミュニケーション英語Ⅲ(a)」（３年必修１単位）

２０１９年度「コミュニケーション英語Ⅲ(a)」（３年必修１単位）をクラス分割編成による少⼈数クラスにて「アカ

デミック・プレゼンテーション」構築の授業として実施した。SDGs を共通テーマとしたことも含め、担当教員による授業

開発活動を含めて活発な授業展開と学校⾏事で下級学年への発表機会を実現した。

③第二外国語のグローバル化に対応した授業デザイン作成

仏語科においては、パリに新たな協定校の開拓と協定締結を完了した。グローバル化に対応した外国語教育推進事

業拠点校として、高等学院仏語科教員が策定の中心的役割を果たしたグローバル化に対応する「フランス語の学習

指針」に基づく範例となる授業開発を推進した。ロシア語科・中国語科においては、短期留学⽣の派遣・受け⼊れを

含む活発な国際交流活動が展開された。ドイツ語科においては、ゲーテインスティチュートとの協定改定が難航した

が、新たにベルリンの協定校の来校と次年度以降の交流計画の議論が進捗した。

（３）研究関連（Waseda Vision 150核⼼戦略７、９関連）

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－

①研究年誌64号発⾏

特定課題研究の促進とサポート

②Vision150推進に寄与すべく STEM国際共同研究（科学・技術・数学にかかわる国際共同研究）の2020
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年度開始を⽬途に準備を進めた。

（４）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

①１年間の留学期間を含んで３年間で卒業できる留学制度（⼆種留学）が周知され年度により増減があるとはい

え活用が定着し、⼆種留学と合わせて年間留学が増加傾向（18 年度 10名 19 年度 14名）にある。

②2019年度にフランス ロクロワ高等学校（パリ）と協定締結を完了した。

留学実施には⾄らなかったが、Education New Zealand と協定を締結した。

フランス・ドイツ・ロシア・中国・韓国・豪州と短期派遣・受⼊れ交流が実現した。

米国シアトルにて、企業訪問を含む初級者向き語学研修を開発・実施した。

2019 年度の学術協定締結校 8（＋１）・機関３（＋１）となった。（ ）内は 2018年度⽐

②STEM国際共同研究事業の検討を進め、2020年度実施を⽬途に準備を進めた。

＊年度後半の新型コロナウイルスによる感染の世界的拡大により交流事業の規模縮⼩を余儀なくされた。

以 上
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Waseda Vision 150 本庄高等学院の将来構想の進捗状況報告

2019 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

① 2020 年度入試改革の状況

2020年度⼀般⼊試・帰国⽣⼊試において、2 次試験（面接）を廃止した．それ以前には１次試験（3教科、

早稲田会場・本庄会場選択可）で合格した者は改めて数日後に 2次試験（面接、本庄会場のみ）を受け、さらに

入学手続きに本庄学院に来校する必要があった．特に地方出身者や帰国生においては、2次試験や入学手続きのた

めにわざわざ遠路から本庄に最大 3回来る必要があり、このことが本校受験を敬遠する要素になっているのではないかと

いう判断からである．また、今まで競合する私⽴⾼校の中で本庄学院の⼊学⼿続きは最後であったが、⼊学⼿続き日

程が早まる事により、競合校と入学手続きを迷っている資質の高い生徒を確保する事につながるのではないかと判断し

た結果である．

また、2020年度⼊試より、願書をWeb化した．このことにより、事務処理作業が⼤幅に軽減された．

② 入試広報の展開状況

⼊試広報活動は、例年のように「本校主催の学院説明会」「塾や予備校主催の説明会」「海外⽇本⼈学校向けの

説明会」の３カテゴリーで実施した．学院説明会は例年同様3回だが、今年度は初めて対象を地元中学校に特化し

た説明会と希望があれば中学校に出向いての説明会を開催した。海外説明会はアメリカコースと欧州コースに参加し

た．⼥⼦寮がまだ定員の半分程度しか満たされておらず、説明会では寮の存在と魅⼒とを強調して PR した．

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

① カリキュラム改定の取り組み

2022年度の新指導要領施⾏に向け、新カリキュラム検討委員会を中⼼に精⼒的に検討を⾏った．限られたコマ数

の中で教育効果が高いカリキュラムである事はもちろんであるが、本校の⼤きな特⾊である卒業論⽂を軸とする探求活

動やキャンパスの利⽤などと有機的な関連付けが求められる．

② 卒業論⽂指導の強化

GECアカデミックラィティングセンターの協⼒の元、「テーマ設定」「パラグラフラィティング」「知的所有権への配慮」をテーマ

に3年⽣に対して3回の講座を実施する事ができた．また、かねてより「テーマ設定は2年時からが望ましい」という意⾒

があったのを受け、2年時に⼀度講座を実施する事ができた．

⽣徒に評価の基準を明確にするとともに論⽂の書式のイメージを作るため、今年度より優秀卒論を集めて冊子化する

事とした．

その他、卒論マニュアル作成、担当教員による指導・評価体制、慶應湘南藤沢との合同卒論報告会等については従

来通りである．

③ 学部推薦選抜制度の充実

本校の大学学部推薦は学院3年間の総合点に卒論の評価を加えたもので判断していたが、⼀芸に秀でた者・モチベ

ーションの高い者の推薦を目的として、各学部・学科・専修の 1割を超えない⽣徒を多⾯的評価で推薦する制度（G
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選抜）を 2018年より開始した．2018年度の反省を踏まえ、2019 年度も実施したが、応募者数・推薦者数ともに

2018 年度よりも減じた．PR も含めた制度の検討が求められる．

④ 国際交流プログラムの充実

例年のように Mahidol Wittayanusorn School（タイ）、National Junior College（シンガポール）、Hana

Academy Seoul（韓国）、蘇州中学（中国）との⽣徒訪問・⽣徒受け⼊れの交流が⾏われた．修学旅⾏では、

台中市⽴第⼀⾼級中学（台湾）、安養外国語⾼等学校（韓国）、北京⼤学附属中学校（中国）を訪問し、

交流活動を⾏った．

SGH 最終年度であり、National Junior College（シンガポール）、SMA Negeri2 Yogyakarta（インドネシ

ア）を招聘し、SGH課題研究発表を中⼼とした学術交流ウィークを 10月 30⽇〜11月2日の期間で実施した．こ

のような高校生シンポジウムのホストスクールとして、関わった生徒たちにおける教育効果は高いが、ポスト SGH 後にこの

ようなプログラムをどう継承させていくかは今後の課題である．

⑤ 地域連携プログラムの充実

2012年度より本校の河川研究班（毎年希望者を公募し、10名ほどで構成）は本庄市内藤田小学校と連携し、

本庄市内河川調査と環境保護活動を⾏っている．また、藤⽥⼩での 5・6年⽣の総合学習で科学や環境を理解する

ことを⽬的とした授業を年 10 回ほど展開している．今年度も同様に実施した．

2018年度より本庄プロジェクト推進室の協⼒により、本庄市内⼩学校で学院⽣が授業を⾏うプログラムが始まっ

た．参加⽣徒は公募している．今年度も同様に実施した．

本庄市の依頼により市⺠総合⼤学（ジュニアの部）では、茶道部と河川研究班が授業を担当した．神川町の⼩学

⽣と早稲⽥⼤学国際教養学部留学⽣との交流プログラム「グローバルキャンプ inかみかわ」では4名の学院生が通訳を

務めた．

⑥ キャリア教育の充実

大学学部進学後のミスマッチや将来を視野に入れた上で学部選択をするきっかけになる事を目指し、2018 年度より

月1度、土曜日放課後を使い、本校OB/OGを招待してキャリア講座を開講している．従来、夏に大学教員による最

先端研究の講座を中心とした「サマーセミナー」、冬に OB/OG を招いて「ウィンターセミナー」を開催していたが、「日常的

に将来について考える習慣を⾝につけさせたい」として、⾏う事となった．

今年度は、サマーセミナー・ウィンターセミナーにおける学院⽣の参加率が悪い事を考え、これらを９⽉中 2 回の水曜

⽇・⼟曜⽇に集中して⾏う「秋のキャリアウィーク」を⾏う事となった．⽉ 1 度のキャリア講座はそのまま継続している．結

果として、秋のキャリアウィークを開催した事は参加学院生の増加にはつながらなかった．また、月 1度の講座も 2018

年度よりも参加者が減少した．理由を精査し、PR方法などを検討する必要がある．

（３）国際関連（Waseda Vision 150核⼼戦略８関連）

－派遣留学、留学受⼊促進に向けた環境整備への取り組み状況等－

① 留学提携校の拡充

2018年度に1年間留学をしても⾼校 3年間で卒業できる「第2種留学」制度を作った．が、必ずしも留学希望者

が増加している訳ではない．

今年度、Education New Zealand(ENZ)、アメリカ KENT School との留学協定を結んだ．特に ENZ では個人

の⽬的に沿ったフレキシブルな留学内容がカスタマイズできる事が魅⼒で、留学⽣増加につながることを期待している．
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Hana Academy Seoul（韓国）との相互短期留学⽣交換を⾏った．

② 留学マニュアルの整備

留学推進を図るために、留学マニュアルの整備を⾏った．

以 上
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Waseda Vision 150 芸術学校の将来構想の進捗状況報告

2019 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2020年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施状況－

○広報・学生募集活動推進

新カリキュラムの内容を中核とした広報活動を推進した。⻄早稲⽥キャンパスでの学校説明会（全 7 回）の内容を

拡充し精⼒的に実施する⼀⽅、新たな⼊学者掘り起こしのため、Web 媒体や SNS を積極的に活用した情報発信の

内容強化を推進、本学学部生等を対象とした他学部での説明会活動では人間科学部に加え国際教養学部でも実

施し新たな展開を図った。また、優秀な新⾼卒⽣確保に向けた諸活動（有⼒校⾼等学校への訪問や進学案内誌掲

載等）を実施した。

○⼊試制度の⾒直し検討

他大学および専門学校の入試多様化に伴い、進学希望者各層の進路決定時期に合わせた学⽣募集活動や入

試時期の検討について箇所内で委員会を⽴ち上げ素案をまとめ、次年度以降中⻑期計画に盛り込むこととした。

○建築⽂化への貢献を通じたブランド⼒強化への諸活動

建築関連団体等との連携体制構築（JIA ジャーナルへの広告掲載、日本建築学会誌での学校紹介等）、学外

展示（早稲田大学芸術学校設計・学生作品展 2019）等により、芸術学校の知名度とプレゼンス向上を図ることに

努めた。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－

○新カリキュラム「ASSEMBLE」の着実な運用

2018 年度の新カリキュラム運⽤状況の検証を踏まえ、教育内容と⽅法に改良を加えつつこの着実な運⽤を実践し

た。特に景観設計分野において２年次と３年次を連携する教員を配置し授業内容の連携を図ることができた。

○新カリキュラムの新たな展開－芸術・技術・理論の融合

新たな展開のキーワードに「テクノロジーデザインストラテ－ジ＝芸術・技術・理論の融合」を掲げ、AA デザインマトリッ

クス（下図参照）の９つの教育テーマそれぞれに付帯する技術テーマを連動させ、カリキュラムの深耕を図った。特に保

存再⽣分野において著名な研究者を講師に採⽤でき、魅⼒ある授業を展開できた。
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（３）その他

－（１）〜（２）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

○中⻑期計画の⽴案検討

早稲⽥⼤学のリカレント教育の中核の１つとしての芸術学校が、次の時代を⾒据え、更なる成⻑をすることを⽬的と

し、中⻑期計画の⾻格となる３つの重要項⽬についての調査と検討を⾏った。下記に３つの重要項⽬と調査・検討状

況を記す。

①建築⽂化に興味や憧れを持つ幅広い⼈材を発掘する⽅法と多彩な⼈材教育を効果的に⾏う⽅法の検討

→新⾼卒⽣からリカレント層をカバーする広報・⼊試制度の検討、多彩な学⽣の⽬的やニーズの把握等を実

⾏した。

②「総合芸術としての建築」を芸術・技術・理論を統合したより⾼度なレベルのカリキュラムの検討

→「テクノロジーデザインストラテージ」という AA マトリックスの新たな展開を開始し、⾼度化のためのカリキュラ

ム検証を進めた。
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③国際化・グローバル化への施策検討

→国際コンペへの取り組みのカリキュラムへの定着化と有効性の検証、卒業⽣の海外活躍者や留学者からの

情報収集、留学⽣⽀援についての議論等を進めた。

○教育内容の拡充のための創造理⼯学部建築学科・同研究科建築学専攻との連携強化

⾼度建築家養成に向けた⼤学院進学希望者⽀援プログラムの確⽴や特別聴講制度の活⽤による学⽣の授業選

択の拡張と学部⽣との交流を促進した。

以 上
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