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はじめに 

2018年 11月に早稲田大学の第 17代総長に就任して以降、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年に策定した中長期計画 

"Waseda Vision 150"を継承し、更に進化させるべく、新たなスローガンとして「世界

で輝くWASEDA」を掲げました。その実現に向けて、本学の研究・教育環境、組織、

制度等全ての面で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。 

その中心となる 2 つの教育理念は、早稲田大学は、学生一人一人が、人類が答え

を知らない未知の問題の解決策を自分の頭で考え抜く「たくましい知性」を育み、さらに

世界中の様々な人々の価値観や考え方を理解できる「しなやかな感性」を涵養するこ

とです。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。現在、まさに人類が

直面している新型コロナウイルスはその典型であり、このような未知の問題に対し、世界

中の人々が満足する解決策を導けるような人材を育成していきます。 

2020年度、本学でも新型コロナウイルスの影響を受けました。それまで、8,000名を超える海外からの留学生

を受け入れ、日本で育った 4,600名以上の学生を海外への留学に送り出していた本学においては、その影響は

甚大なものがありましたが、以下に掲げる２つの理念と３つの使命に基づき、すべての意思決定を迅速に実施する

ことで、本学の対応は各方面から評価されることになりました。これは、困窮する学生への支援に対して、20代・30

代の方を含めて 16,000件・8億円を超える募金があったこと、2020年度のご寄付の総額が約 50億円に達し

たことにも支えられた結果であり、皆さまのご厚志に心から感謝いたしております。 

 

 

 

 

 

Waseda Vision 150 を実現し、世界で輝くWASEDA を目指していくうえでも、各種施策の見直しをせざるを

得ない苦渋と試行錯誤の 1年になりましたが、一方で、前例のない状況に直面したことで初めて見えてきたこともあ

ります。例えば、教育面では、オンライン教育の実施を余儀なくされましたが、その経験を通して、オンライン教育には

予想以上の教育効果があることがわかりました。もちろん、大学教育の真髄は、対面による熟議であることに変わり

はありませんが、コロナ禍での経験をプラスに活用し、熟議を促す対面の場と、熟慮を促すオンラインの二つの教育

方法を効果的に組み合わせることにより、今まで以上に効果的な教育を提供していく決意が固まりました。 

ポストコロナ社会に向かっては、教育ばかりでなく、間違いなく世界全体のデジタル化が急速に加速していきます。

本学では、ポストコロナを見据え、国内外の有力大学と連携し社会変革を進めています。特に、東京大学との研

究教育面での本格的な連携や、日本医科大学との研究および高大接続の連携、オックスフォード大学との組織

的研究交流に関する協定は大きな成果であり、ともに手を取り合って新しい価値を創出し、ポストコロナ社会の変

革を推進します。 

本書は、"Waseda Vision 150"について、2020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。私たちは、コロナによるパンデミックの

経験をネガティブな記憶としてだけ残すのではなく、この間で学んだことを未来に繋げていかなければなりません。コロ

ナ禍を超えて進化し続け、「世界で輝く」ために、本学は、ポストコロナ社会での新しい教育方法や大学のあり方を

率先して示していきたいと考えています。 

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・ご協力をお願いいたします。 

Waseda Vision 150 Next Stage  

世界で輝く WASEDA へ 

１．学生と教職員の生命と健康を守る 

２．教育を確実に学生に提供する 

３．どのような環境でも研究を継続する 

最大の後悔（ダメージ）を最小にする 
- Min-Max Regret - 

 
誰一人、取り残さない 

- No one will be left behind - 
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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長

期計画である、Waseda Vision 150 の枠組みを活用し、これを効果的に実現していきます。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WASEDA 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。 
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１．Waseda Vision 150 の 概要 
 

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

「Waseda Next 125」（2008-2012:「早稲田」から「WASEDA」へ）といった中長期計画を策定し、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 
（2021年 3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公開の強化・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 
▶柳井正イニシアティブの推進ー日本文学・文化のグローバル化 

⑦独創的研究の推進と国際発信力の強化 
▶国際研究大学に相応しい研究人材の集積と活用 
▶独自の強みを基調とした世界と伍する研究拠点の創出 
▶研究の事業化を加速する研究環境と研究組織の拡充 

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

⑨新たな教育・研究分野への挑戦 
▶健康・医療分野検討 
▶分野連携検討 

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

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

⑪財務体質の強化 
▶予算編成の在り方 
▶あるべき学費体系の検討 
▶常時資金獲得体制の構築 
▶校友との連携・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 
▶男女共同参画・ダイバーシティの推進 

学問の独立 学問の活用 模範国民の造就 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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◆プロジェクト数の推移 

Waseda Vision 150 は、大学のあるべき姿を思い描いた 4 つの Vision と、部門横断的な 13 の核心戦略、それを実現す

るための具体的なプロジェクトによって構成されています。2012年 11月の策定以降、この基本的な枠組みは維持しつつ、施

策の検証と改善を繰り返し、必要に応じて、柔軟に PJ の統廃合や新設を行いながら推進しています。 

 

 

 

 

◆2020 年度におけるプロジェクトの変更 

（１）プロジェクトの新規設置 

・柳井正イニシアティブの推進-日本文学・文化のグローバル化【核心戦略 6】 

→「Waseda Vision 150」のもとに「柳井正イニシアティブグローバル・ジャパン・ヒューマニティーズ・プロジェクト」を位置づけ、総

長主導のもとで全学的に本 PJ が進められていることを明確にするため、新たにプロジェクトとして設置しました。 

 

（２）プロジェクトの統合 

（旧）・校友会費の恒常的確保のための校友会認知度拡大 PJ【核心戦略 11】 

・教育・研究・大学経営・社会貢献における校友との連携 PJ【核心戦略 13】 

 →（新）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 PJ 【核心戦略 11 および 13】 

 

（３）プロジェクトの終了 

・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 PJ【核心戦略 4 および 13】 

→当初目標が概ね達成されたことから、独立した PJ としては終了し、関連する他の PJ等の中で引き続き実施しています。 

 

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

プロジェクト数 75 69 69 54 53 45 45 44
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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） 
－ 

 

 

 

〇学部一般選抜改革について  

・2021 年度入試より、政治経済学部・商学部・国際教養学部・スポーツ科学部はアドミッションポリシ

ーに合わせた入試改革を実行した。 

今後の志願者・入学者の動向や本学に対しての社会的評価等を注視しながら、検証を行っていく。 

 

〇TOEFL 等外部試験の学部入試への活用 

・文部科学省においては、2021 年度から予定していた外部英語試験の成績提供システムの導入を見送っ

たが、本学においては活用を進め、数値目標に対して順調に推移している。 

 

〇附属・系属校からの受入 

・附属・系属校からの学部進学推薦制度について、両高等学院が学業成績重視型に加え、自己推薦型（多  

面的能力評価）を取り入れている。 

・高大連携強化として、入学前導入プログラムの位置づけで、産学連携プログラム（高等学院、本庄高

等学院、早稲田摂陵）および Online Tutorial English（早稲田実業、早稲田高校、早稲田摂陵）を実

施した。また、附属・系属校教員対象の「教員力向上プログラム研修」を、オンラインおよび対面で

実施した（早稲田中高、早稲田摂陵）。 

 

〇学部入学案内のリニューアル 

・本学の伝統である「限りない多様性」を更に訴求すべく、学部入学案内のリニューアルを行った。 

 

 

年 間 報 告 
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〇新型コロナウイルス・福島県沖地震への対応 

・文科省「大学入学者選抜実施要項」に基づく新型コロナウイルス感染症に関わる様々な指示に対応す

べく、例年にない対策を次々と講じた。 

①大学入学共通テスト日程変更に対応して本学の合格者発表日を変更 

②大学入学共通テスト特例追試験と本学一般選抜の日程が重複した受験生への特例対応の準備 

③一般選抜における新型コロナウイルス罹患者等を対象とした特例措置の設定 

④無症状の濃厚接触者への特例対応 

⑤その他各種感染症対策の実施 

・2021 年 2 月 13 日に発生した福島県沖地震の影響により一般選抜を欠席せざるを得なかった受験生の

ために、新型コロナウイルス罹患者等のために用意した特例措置を準用し、「特例措置（災害対応）」

を設けた。 

・ミャンマー対象特別奨学金 AO 入試（大学院）、海外（中国・韓国）指定校推薦（学部日本語プログラ

ム）では、現地の試験会場を使用しての面接審査に代えて、志願者の自宅又は学校等からインターネ

ットを介しての面接審査を実施した。 

・外国学生入試においては日本留学試験の中止に伴い日本学生支援機構が発行する出願証明書をもって

出願を認めた。また、外国学生入試・帰国生入試の共通の特別対応として、英語等能力試験の有効受

験日の延長や学校発行書類の写しでの出願を認めた（原本は後日提出）。この結果、外国学生入試では

約 1,000 名の志願者を集めた。 
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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） － 

 

 

 

【核心戦略総括】 

・EDGE-NEXT について、正規科目、非正規プログラムともにオンライン化したが履修者数は例年と同

水準。 

・100 分授業については、2023 年度からの導入を決定。 

・「みらい設計ガイドブック」にスキル体系図、MyPortfolio 活用について掲載。 

・GEC 人間的力量育成領域の科目整理、体系化する方針と同期をとるための連携、情報交換を実施。 

・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）が本年度から開始。同時に本学の

「めざせ！都の西北奨学金」（以下「めざせ」という）、「小野梓記念奨学金（予約採用型）」（以下「小

年 間 報 告 
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野予約」という）併給制限対応も開始。初年度の本年度はコロナ禍により、国の対応も著しく乱れ、

支給区分が年度途中で変更、複雑な併給制限、災害減免も考慮しつつ、都度対応を迫られた。見直し

の完成年度である 2024 年度には、この複雑な状況のいくつかは改善できる見込み。 

・「新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急支援金」（以下、「緊急支援金」という）など迅速に支給、

その間に日本学生支援機構奨学金の毎月の定期的支援の実施、さらに本学独自の学内奨学金等を支給、

といった優先順位をつけることで、コロナ禍の学生が必要とする支援を順次行った。 

・「教員採用に関する報告書」は、学術院長会がオンライン開催となり、一定程度まとめて学内便で送付。

少しずつ報告書の内容の精度も上がっている。 

・テニュアトラックの制度改定は、9 月より新制度の運用開始。新制度に対応する内規を整備し、該当資

格の教員を新規嘱任する学術院もあり、若手教員育成の強化、優秀な教員の増加が大いに期待できる。 

・2021 年度の教員人事新規採用が原則凍結となり、新規採用が進まなかった箇所が多く出た。 

・コロナの影響により、大幅な計画変更を余儀なくされた。エクステンションセンター、WASEDA NEO

は、2020 年度は全ての対面講座を中止、一部オンライン実施、受講者数、収入額は例年に比べ大幅減

となった。 

・ビジネス・ファイナンス研究センターでは、各教育プログラムのオンライン化が進み、遠方の受講希

望者等の新たな需要開拓にも繋がり、当初の想定よりも減員、減収は少なくなった。 

 

【プロジェクト総括】 

（１） 教育システム改革 PJ 

・EDGE-NEXT については、2020 年度の BCC 科目履修者数は、昨年度の同時期とほぼ同水準で推移し

た。また、今年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響を受け、プログラムをオンラインで実施した。 

・100 分授業の導入については、2021 年 2 月 5 日の学術院長会にて 2023 年度からの導入を決定した。 

 

（２） 人間的力量の増進 PJ 

・2019 年度に課外プログラムの定量分析を終え、2020 年度はその成果である体系化マップ（8 プログ

ラムの最も伸びるスキルの体系図）を「みらい設計ガイドブック」に掲載し、学生が人間的力量を増

進させるために経験したい課外プログラムを選択する際のガイドとなるよう活用した。 

・課外プログラムでの学びや気づき等、学生生活の記録として MyPortfolio を活用する旨、「みらい設計

ガイドブック」へ引き続き掲載した。 

・継続的な組織体制の検討については、GEC の人間的力量育成領域の科目を整理、体系化する正課側の

方針と同期をとることが肝要ととらえ、GEC 関係者との情報交換を実施した。 

GEC「人間的力量教育部門委員会」への本座長の出席（年 3 回）、本ＰＪのＰＪ会議への GEC 事務長

の出席（年２回）、GEC 人間的力量教育部門座長との意見交換（2020 年 11 月） 

 

（３）奨学金制度設計 PJ 

・「国の新制度」が本年度（2020 年度）から開始された。「国の新制度」に連動して、2019 年度に理事

会で複数回に渡り協議し決定した本学の奨学金見直し策に従い、主に、「めざせ」、「小野予約」の併給

制限の対応を行った。 

・プロジェクト目標の 2022 年度は超えてしまうが、見直し策の完成年度を迎える 2024 年度には、こ
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の複雑な状況のいくつかは改善できる見込みである。 

・また、プロジェクトの目的にある現在のニーズに見合った奨学金制度という点においては、「緊急支援

金」などを迅速に支給することでまずは学生の喫緊の生活を守り、その間に日本学生支援機構奨学金

の申請処理を進め、学生が毎月定期的な支援を得られるようにし、さらに本学独自の学内奨学金等を

支給するといったように優先順位をつけることで、コロナ禍において学生が必要とする支援を順次行

うことができた。 

 

（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」について、2020 年度は学術院長会がすべてオンラインでの開催となった

ため、一定程度まとめての各箇所に学内便で送った、引き続き透明性・情報共有を図ることができて

おり、少しずつ報告書の内容の精度も上がっている。 

・テニュアトラックの制度改定は、昨年 11 月の学術院長会で正式に決定し、本年 9 月より新制度の運用

開始となった。導入して間もない中、新制度に対応する内規を整備し、該当資格の教員を新規嘱任す

る学術院があるなど効果が現れた。 

・Waseda Vision 150 の実現を加速させることを目的の教員増を伴う学術院等将来計画の支援について

は、昨年度末に新規 17 名の採用を決定したが、2021 年度の教員人事新規採用が原則凍結という方針

となり、新規採用が進まなかった箇所が多く出た。 

 

（７）社会人教育プログラムの拡充 PJ 

新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、当初の計画から大幅な計画変更を余儀なくされた１年間

であった。 

・エクステンションセンターでは、「重症化リスクの高い高齢者の方の対面参加を避ける」という本学の

方針から、結果として 2020 年度は全ての対面式の講座を不催行とした。一部講座をオンラインで実

施したものの受講者数、収入額は例年に比べ大きく落ち込んだ。WASEDA NEO でも同様に、対面式

の講座は年間を通じて殆ど実施することができなかった。代替措置として、各講座をオンライン形式

で実施することで一定の収入を確保するに留まった（オープンカレッジ：約 150 講座、WASEDA NEO：

約 200 講座）。 履修証明プログラムも、120 時間（または 60 時間）の内容をすべてフルオンライン

での実施に切り替え、「21 世紀のリーダーシップ開発」は 9 名、「スマートエスイー」は 28 名、「Reliable 

Senior Managers Program」は 6 名の受講者を集めて実施した。 

・ビジネス・ファイナンス研究センターでも同様に、受講者数・収入額は減少したが、各教育プログラ

ムのオンライン化が進み、遠方の受講希望者等の新たな需要開拓にも繋がり、当初の想定よりも減員、

減収は少なくなった。  
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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】 

・2020 年度は、新型コロナウイルス感染症の影響拡大により、多くの授業がオンライン化される中、新

Learning Management System（以下、Waseda Moodle）のリリースによる利用 LMS の改善や動

画制作・配信ツール Contents Creation Studio 等の整備により、動画コンテンツの収録、保存、配信

までを簡易に実施できるようにした結果、オンライン授業下の授業コンテンツ制作に寄与し、本学の

「教育の提供を止めない」方針に沿った大学運営に大きく貢献した。 

・利用方法を案内した Waseda Moodle マニュアルだけでなく、オンライン授業の準備から実施の手順、

効果的な活用方法等、オンライン授業実施に関する各種情報を発信するサイト「Teach Anywhere」

を構築し、実際のオンライン授業で有効な Good Practice の情報も頻繁にアップデートをしながら、

幅広く周知した。加えて、2020 年 4 月から開設した CTLT 拠点（Center for Teaching, Learning and 

Technology）が中心となり開催した CTLT セミナーでは、オンライン授業の実施方法や授業を運営す

る上での Tips などを紹介し、学内の延べ 3,800 名を超える教員が参加し、オンライン教育の質保証を

促進した。 

・外国語による授業割合は、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、

年 間 報 告 
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目標達成に向けた更なる積極策を検討した。その結果、学部科目のシラバス英語化割合が 20.8%、大

学院科目のシラバス英語化割合が 18.9％となり、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低いという現状にある。今後は、主に日本語に

よる授業を行っている大学院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。なお、「学部におけるシラバスを英語化している授業科目数（20.8%）」

には、日本語による科目においても一部英語で概要を記している場合を含んでいる。 

 

【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、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。  

・Waseda Moodle では対話型、問題発見・解決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）。Waseda Moodle 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、今後は活用事例の発掘とその周知を進める。また、「導

入フェーズ」から「拡張フェーズ」への移行期として、Waseda Moodle に Zoom 連携や H5P（動画

内にクイズ等を追加できる機能）などのいくつかの新たな機能（plugin）の追加を行った。  

・学修ポートフォリオの認知度向上ならびに利用促進を目的とし、新入生向けの活用ガイドブックを作

成し配付した。しかし、2019 年度以前に授業での活用を実験的に行った学部での継続的な活用には至

らず、今後は授業以外での課外活動での活用においても利用ニーズの発掘を行う。  

・edX について、新型コロナ影響拡大の影響を受けて世界中で MOOC を利用した学習者が増えたことに

より、本学の全講座の延べ受講者数は 2020 年 9 月時点で 20 万人を超え、edX 加盟の目的の 1 つで

ある、海外における本学の認知度向上に寄与した。更に、edX Global Forum に参加することで、海

外著名大学における教育事例の知見を得、本学における新たな教育手法導入の検討に寄与している。  

・edX の講座は、短期間で多くの受講者が増えた。これは、世界中で外出規制に加え、特に米国などで

失業によるスキルアップのニーズがあったためと思われる。本学の講座は、Japanese Business 

Management や日本語講座を中心に受講者が増加した。 

  

（２）「Good Practice」の整理および普及・展開 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） － 

 

 

 

【核心戦略総括】 

 コロナ禍による影響を受けて教室対面授業からオンライン授業へ大きく変わる中、2020 年 4 月に新設

した CTLT（Center for Teaching, Learning and Technology）の活動により、その難局を乗り越える

ことができた。 

 これまで、教員向けにオンライン授業実施のためのセミナーを 2020 年度春学期授業開始前の 2020

年 4 月に 4 回、秋学期授業開始前の 9 月に 2 回、2021 年度授業開始前の 2021 年 3 月に 1 回開催し、

延べ 3,806 人が参加している。2021 年 3 月のセミナーでは、新たな授業形態を見据えて、ハイブリッ

ド型授業をテーマに対面とリアルタイム配信を交えたハイフレックス形式で実施するなど、時期ごとに

教員のニーズに応じたテーマを設定したセミナーを実施し、新たな状況下での教員の不安の解消や教育

の質向上につなげることができた。また、TA(Teaching Assistant)向けにもオンデマンド授業サポート

のための研修を開催し、360 人が参加した。CTLT では新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴い、緊

急事態宣言後は拠点の閉室を余儀なくされたためオンライン上での相談対応となったものの、IT 利用支

援のみならず、教育支援として授業コンサルティングも行い、オンライン授業においても対話型、問題

発見・解決型教育を効果的に実施できるようにサポートした。各種セミナーにおいてもリアルタイム配

信での実施となったが、各回とも多くの教員が参加し、結果的に CTLT の認知度が高まり、教育の提供

を止めないという全学の目標達成に寄与することができた。 

 また、春学期および秋学期終了後にはそれぞれオンライン授業アンケートを学生・TA・教員・職員に

年 間 報 告 
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対して実施してオンライン授業運営上の問題点の把握を行い、学生の不満・不安を解消する「積極的な

対話機会の提供」をはじめとする、オンライン授業（ハイブリッド授業含む）の検討および運営に関す

る 6 つの指針を全学的に提示するなど、コロナ禍においても効果的な教育の推進に大きく寄与した。 

 

【プロジェクト総括】 

（１）「Good Practice」の整理および展開・定着 PJ 

 本年度においては、新型コロナウイルス感染症の影響のため、いずれの取り組みについてもオンライ

ン授業を前提としたものとなっている。 

・新任教員セミナーについては、オンデマンド方式に変更して開催した。また、新任教員のみならず本

学の全教員が Waseda Moodle で閲覧できるようにした。 

・海外連携 FD プログラムについては、ワシントン大学、五大湖・中西部私立大学連盟、クイーンズラン

ド大学の何れも現地にて実施できなかったが、オンライン上でワシントン大学による FD セミナーを実

施した。 

・全学 FD プログラム「CTLT セミナー」は春学期にリアルタイム配信で複数回実施し、新型コロナウイ

ルス感染症拡大による全学オンライン授業化のサポートに大きく寄与した。また、秋学期授業開始に

向けて 9 月に「オンライン授業における評価の工夫」や「オンライン授業入門（Tech 編）」のテーマ

でセミナーを実施し、2021 年度に向けて 3 月に「ハイブリッド型授業セミナー」を実施した。また、

同じく 3 月に箇所からの要望に応じた箇所向けの英語版セミナーを実施した。さらに、他大学の教員

を招いた Faculty Cafe や学内教員を講師として招いた Edu Lunch などのオンラインセミナーを複数

回実施し、オンライン授業における Tips の共有を行ってきている。 

・2020 年 8 月に「2020 年度春学期オンライン授業アンケート」、2021 年 2 月に「2020 年度秋学期オ

ンライン授業アンケート」を行った。その結果を、教務担当教務主任会及び CTLT 委員会で報告し、

詳細版を各学術院にフィードバックした。 

・学生授業アンケートについては、オンライン授業を想定した設問タイプを追加した。また、回答方法

についても、Web のみに変更したが、アンケート回答期間開始日および終了直前にメールでリマイン

ドを行うことにより、春学期は例年と変わらない回答率を確保することができた。一方、秋学期に、

回答率が 10 ポイント程度低下したことを受け、回答率確保のための対策が課題である。 

・教員表彰制度については、WASEDA e-Teaching Award の「対象となる授業」として、「リアルタイ

ム配信による授業」「ハイブリット型授業（対面・オンデマンド配信・リアルタイム配信などを組み合

わせた授業」を新たに加えた。その結果として、LMS やネットワークを活用した実践的な取り組みで

成果を挙げたと評価された Good Practice について、動画ならびに事例記事を Waseda Moodle・大

学総合研究センターウェブサイトに掲載し、学内外に広く普及した。 

・教員相互の授業見学については、春学期と秋学期において全教員 7220 名を対象に教員相互のオンラ

イン授業参加等を実施し、延べ 39 科目、153 名が参加した。教員相互にオンライン授業を見学し、

LMS や Web 会議システム等、オンライン授業ツールの効果的な利用方法や工夫を共有することがで

きた。 

 

（２）教育方法の革新と学生の主体的・能動的な学びを支える情報基盤構築 PJ 

→核心戦略③に記載 
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（３）授業における TA 制度の活用・授業形式見直し PJ 

・オンライン授業の導入により授業形態が多様化することを見据え、2021 年度高度授業 TA 配置対象授

業の採択方針の見直しを行った。具体的な変更点は以下の通りである。 

・授業形態に基づく配点方式を導入し、対面授業とオンライン授業を組み合わせるハイブリッド授業の

配点に比重を置き、同形態の授業の導入促進を図った。 

・加点ポイントの 1 つに、オンライン授業を想定した TA に依頼する業務内容を追加した。 

・Waseda Moodle を効果的に活用している授業、Good Practice となりうる授業、TA の育成につなが

る業務を TA に依頼している授業、学部必修科目である授業についてポイントの加算を行った。上記内

容を含む審査方針を 2020 年 10 月開催の教育方法研究開発委員会に提案し、審査基準を決定した。 

・課題としていた高度授業 TA 制度の効果測定は、高度授業 TA 配置授業を対象とした学生授業アンケー

ト設問案を作成し、各教員に設問の追加を依頼することとした。このアンケートの結果は、次年度以

降の高度授業 TA 配置申請の際に参考資料として提出することを可能とする予定である。 

・TA 育成の一環として、オンライン授業に際しての TA 研修をオンデマンドで実施し、春学期終了後に

は TA 向けにオンライン授業アンケートを行った。また、そのアンケート結果をふまえた TA 交流会を

行い、TA の意見交流の場を設けた。更には、北京大学・復旦大学・東京工業大学と合同で「国際 TA

育成フォーラム 2021」を SGU 事業の一環としてオンラインで開催し、各大学における TA 育成への

取り組みや、実際に TA として従事している学生の発表を行った。 

 

（４）教育システム改革 

→核心戦略②に記載 

 

（５）科目数削減、密度の高い教育の推進 PJ 

・箇所での対応事例の共有を行った。 

 

（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・コラボレーション環境の実現 PJ 

・目標達成により終了。MyWaseda および Office365 や Box 等提供サービスの活用促進各サービスに

ついては、利用者が定着し、それぞれのユーザーで有効に活用されている。 
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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】 

・スチューデント・ジョブの中でも特に学生スタッフについては、人事課から不要不急の新規雇用を実

施しないよう通知があったこともあり、前年度比約 7 割減となり、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大の影響を強く受ける結果となったが、オンライン化などの工夫によって継続できた活動や新規の

活動などもあり、結果として年間目標を達成することができた。 

・学生スタッフの尽力により、「あつまれ！早稲田の杜」をはじめとするオンラインラウンジやオンライ

ン相談窓口「Talk Anywhere」など、例年通りの大学生活が送れず不安を抱える学生のための施策が

打たれた。また、他大学では中止が相次いだ学園祭も、「早稲田祭 2020」運営スタッフの尽力により、

オンラインでの開催が実現した。 

・オンラインツールの活用等によって、ワセ会議や Waseda Vision 150 Student Competition（以下、

WVSC）が開催され、学生の提案の実現に向けて動き始めている。また、学生参画運営員会（以下、

SPEC）では、オンラインイベントやコロナ禍における新歓方法等の知見の共有やワセ会議で集めた学

生の声を大学運営に反映する方法について活発な意見交換が行われた。 

・TA 育成の一環として、オンライン授業に際しての TA 研修をオンデマンドで実施し、春学期終了後に

は TA 向けにオンライン授業アンケートを行った。また、そのアンケート結果をふまえた TA 交流会を

行い、TA の意見交流の場を設けた。更には、北京大学・復旦大学・東京工業大学と合同で「国際 TA

育成フォーラム 2021」を SGU 事業の一環としてオンラインで開催し、各大学における TA 育成への

年 間 報 告 
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取り組みや、実際に TA として従事している学生の発表を行った。 

 

【プロジェクト総括】 

（１）学生参画の仕組み創設 

・新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、人事課から不要不急の新規雇用を実施しないよう通知

があったこともあり、スチューデント・ジョブの機会は著しく減少した。 

・オンラインツールの活用等によって、ワセ会議を実施し、4 つの提案が実現に向けて進行中となってい

る。 

・学生参画運営員会（以下、SPEC）では、オンラインイベントやコロナ禍における新歓方法等の知見の

共有やワセ会議で集めた学生の声を大学運営に反映する方法について活発な意見交換が行われた。 

・第 8 回 Waseda Vision 150 Student Competition（以下、WVSC）の決勝大会を開催し、順位を確

定した。 

・学生参画モデルの見直しによって、スチューデント・ジョブ以外の対価の生じない学生参画活動につ

いても広く紹介するようになった。 

・スチューデント・ジョブの機会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を強く受ける形となっ

た。学外の雇用機会が減少した状況下こそ、学内の雇用機会の創出を図る必要がある。 

・学生に不安が広がっている状況下こそ、学生の声を拾い上げ、大学の運営に活かす仕組み作りが必要

となる。 

・例年通りの大学生活が送れず不安を抱える学生のために、各箇所がオンラインラウンジの開催など迅

速に対策を講じた一方、学生からは「同じようなイベントがたくさんあり、どれに参加すればよいの

かわからない」との声があがった。大学をあげて施策を講じる際には、スピード感をもって取り組む

と同時に、ターゲット層を明確化し、見せ方を整理するなどの横の連携が重要である。 

・第 8 回 WVSC の決勝大会は新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響を受け、初めてオンラインか

つ無観客で実施されることになったが、当日は大きなトラブルもなく開催をすることができ、参加し

た学生や審査委員からも概ね好意的な反応が得られた。 

・多様な学生モデルを紹介することで、多様化する学生のニーズにこたえることが必要とされている。 

 

（２）授業におけるＴＡ制度の活用・授業形式見直し 

→核心戦略③に記載  
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■■■ 

■■ 核心戦略６ 早稲田らしさと誇りの醸成をめざして—早稲田文化の推進 

■ 

＜目的・目標＞ 

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

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

本戦略の目的は、 

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

すること 

２）早稲田文化を早稲田らしさの評価につなげ、その評価を高めること 

３）早稲田の誇りの一層の醸成 

にある。目的の実現を通して、新たな文化の創成への寄与をめざす。 

 

関連するプロジェクト 他の関連核心戦略 

１）文化・芸術の推進とキャンパスからの文化発信 PJ（文

化推進部） 
－ 

２）地域との連携による文化発信と施設の有効活用 PJ（文

化推進部） 
⑬早稲田を核とする新たなコミュニティの形成 

３）バーチャルミュージアム－文化資源データベース公開

の強化・拡充 PJ（文化推進部） 
－ 

４）早稲田大学百五十年史編纂 PJ（文化推進部） － 

５）早稲田スポーツの新たな展開 PJ（競技スポーツセン

ター） 

－ 

６）早稲田らしさと誇りの探求 PJ（文化推進部） － 

７）ワセダ演劇の発信力強化 PJ（文化推進部） － 

８）国際文学館開設 PJ（文化推進部） － 

９）柳井正イニシアティブの推進-日本文学・文化のグロ

ーバル化（文化推進部） 

－ 

 

 

 

 

核心戦略としての数値目標は各文化施設の入館者数を設定しているため、このコロナ禍において休館

期間が発生したうえに、秋学期以降も多くの学生がキャンパスに戻れる状況ではなく、一般の来場者も

外出自粛の影響を受けるなど、目標と比較ができる状況とはならなかった。しかしながら、核心戦略全

体としてはこのコロナ禍においても様々な取り組みを行い、早稲田文化の新たな姿を見せることができ

た。 

 

１）文化の発信については、2020 年 9 月 25 日以降、休館中のミュージアムを順次再開したが、来館者

へのメールニュースへの登録の呼びかけは新型コロナウイルス感染予防の観点から実施を見送り、早

年 間 報 告 
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稲田文化芸術週間などのイベントは中止またはオンラインで実施となったため、数値目標であるメー

ルニュースの登録者数を増やすことは難しく、目標の登録者数は未達となった。とはいえ、早稲田文

化 HP や各種 SNS（Twitter、Facebook、Instagram、YouTube）における、オンラインコンテンツ

の展開は積極的に行われ、順調にフォロワー数などを増やすことができているため、新たな形での早

稲田文化の発信が行われたと考えている。 

２）地域との連携については、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各自治体と協議した結果、年

度内に予定されていたほぼ全ての地域文化交流事業が中止となり、代替の取り組み等も行われなかっ

た。なお、これまでの実績と運用を評価の上、既に役割を果したもの、学内の負担が多いものなど、

いくつかの事業については廃止または 2021 年度以降に運用の見直しを検討することとした。 

 本庄市との共同展示事業「本庄早稲田の杜ミュージアム」は、コロナ禍の影響により当初予定した開

館日を 5 月から 10 月に変更して開館した。早稲田展示室においては既に 2 回の企画展を開催し、別

に本学と本庄市、深谷市、美里町、上里町、神川町などの周辺の市町との連携による地域連携展覧会

も行った。KPI として設定している入館者数は、目標値の年間の 10,000 人を達成できていないが、

10 月 15 日の開館から 5 か月半で目標に近い 9,771 人となり、実質的には目標を達成しており、連携

をさらに深めている。 

３）文化資源データベースを通じて対外公開する収蔵物の登録件数は目標値（計 98 万件）を超え 981,388

件となり数値目標を達成、搭載データベース数は 91 種に達した。文化資源データベースへの年間アク

セス数は、2019 年度の 49 万 7 千件に対し 20 年度は 3 万件弱増え、52 万 6 千件となった。文化資

源データベースを幅広い層に利用してもらうために、様々なテーマに応じた閲覧を可能とする機能で

あるバーチャルミュージアムの公開を、7 月末より開始するなど、所蔵資料を電子的に公開する文化資

源データベースにより、閉館期間中も大学が有する貴重な文化資源を広く社会に公開し続けることが

できた。 

４）『早稲田大学百五十年史』については、Web 上で編集・公開が行える Wiki システムの構築は完成し

た。第 1 巻原稿の初校が完成次第、システムにアップロードする予定であり、既存データベースの拡

充のみならず、『「早稲田」の歴史総合データベース』および『早稲田 150 年の歩み掲示板』などの新

規データベースのシステム構築も完成した。一方で第１巻の原稿は3月末に集約する予定であったが、

一部遅れが生じている。第 2 巻構成案は細部の調整を除き、ほぼ完成した。コロナ禍の影響を受け、

一部断念した作業もあったが、それ以外はおおむね当初の目標を達成できたといえる。 

５）早稲田スポーツフェスタ、ボランティア活動については、新型コロナウイルスの影響により実施で

きず、目標は未達となった。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

学生については、新歓活動に制約から入部者数が減ったことにより、割合としては上昇しているが、

数は着実に減少している。部員の平均ＧＰＡは上昇傾向にあり、修学支援の面では成果が出ていると

いえる。競技スポーツセンターの Web ページで発信する記事については、早稲田スポーツ新聞、早稲

田ウイークリー等の記事と連携することにより、発信数を大幅に増やした。新型コロナウイルスの影

響で結果が分かれた。 

 オリンピック・パラリンピック事業については、東京 2020 大会の 1 年延期により予定された事業の

多くが中止・延期となったが、機運醸成のための体制作りを再構築し、大会のレガシーを残すために

所沢キャンパスでのイタリアチーム事前キャンプ、早稲田・戸山キャンパスでの難民選手団事前キャ

ンプ等本学スポーツ施設を提供し、学生ボランティアの活動の場とする。 
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６）歴史館、スポーツミュージアムの入館者数は、コロナ禍の影響により目標を大きく下回り、未達と

なった。開館日数は当初 256 日を予定していたが、開館時間短縮期間も含めて 126 日に止まった。秋

学期以降一部対面授業が再開されたものの、学生のキャンパスへの登校は年度末まで依然として少な

く、校友及び一般の方々も再度緊急事態宣言が発表され、日常の入館者数には戻っていない。再開後

も集客が見込める学内イベントなどが軒並み中止となり、入館者増加の取り組みは限定的となった。 

７）演劇博物館においては、コロナ禍により上半期は施設は休館となり、春学期に予定していた企画展、

特別展は秋学期に実施した。来館者数には限度があったが、企画展は多数の新聞や雑誌等メディアに

掲載され、特別展はギャラリートークを YouTube 配信して好評を得た。対面でのイベントも制限され

る中、コロナ禍により中止・延期せざるを得なかった公演について情報収集の上、「失われた公演－コ

ロナ禍と演劇の記録／記憶」としてオンライン展示し、メディアでも 57 件掲載されるなど大きな反響

があった。また、コロナ禍による打撃を受けた舞台芸術界を支援するための「文化庁文化芸術収益力

強化事業」の一つである「緊急舞台芸術アーカイブ+デジタルシアター化支援事業（EPAD）」から再

委託され、舞台公演映像の情報検索サイト「Japan Digital Theatre Archives（JDTA）」を開設。コロ

ナ禍だからこそ取り組むべき課題に積極的に対応するとともに、外部資金獲得にも貢献した。 

・どらま館については 7 月まで閉館となるなど、オンライン企画などが中心となった。このコロナ禍で

学生演劇サークルの活動は、存続が危ぶまれるところも出てくるなど停滞しているが、秋学期からは

どらま館稽古場利用開始、2021 年度の演劇サークルの新歓活動支援として「どら通特別号『会議室』」

と、年間記録集【早稲田小劇場どらま館 archieves2020】の製作を行い、次年度の新歓活動や劇場広

報活動に向けて準備を整え、事業運営に参画する学生を増やしている。 

８）国際文学館（村上春樹ライブラリー）は 2021 年 10 月に控えた施設の開館に向け、3 月末に 4 号館

施設の改修工事の竣工を迎えた。3 月までに村上氏より約 1 万冊の図書・雑誌と約 600 冊のスクラッ

プブックの寄託・寄贈を受け、利用に向けた準備を行っている。この他、施設内装に関する準備、各

種 DB 設計と DB 連携整備、企画展示の準備、ドキュメンタリー映像制作、カフェ運営検討、学生応援

キャンペーン募金など、施設開館に向けた準備を進めている。
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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） 

－ 

 

 

 

○2019 年度から研究推進の総体（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、「世界で輝く WASEDA」に向けた各種施策を展開している。 

○核心戦略 7 においては、本構想の根幹となる「早稲田オープン・イノベーション・エコシステム※」

の構築を目指すとともに、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」）

の実現に向けた諸施策に取り組んでいる。なお、2020 年度には本構想に係る事業を継続的に展開する

ため、「早稲田オープン・イノベーション・バレー募金」を開始した。 

※早稲田オープン・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。 

○ここでは、核心戦略 7 で設定した数値目標に関連するトピックを取り上げ、2020 年度の総括を記す。 

 

■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、2019 年度と比較して 1 分野減って（Business 

& Management Studies）9 分野となり、目標値の 14 分野に達しなかった。世界 50 位以内の分野に

ついても、2019 年度と比較して 1 分野減って（Politics & International Studies）おり、「Modern 

Languages」、「Classics & Ancient History」、「Engineering – Mineral & Mining」、「Sports-related 

Subjects」の 4 分野となったが、引き続き国内 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」が世界で 62 位、101 位となり、

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。 

○今後、すでに100位以内にランクインしている9分野を現状の位置にとどめるとともに、現在101-200

年 間 報 告 
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位にランクインしている 14 分野のうち 9 分野以上を 100 位以内に押し上げることができれば、目標

値である「100 位以内 18 分野」という目標を達成することができる。 

○全般的に AR（Academic Reputation）のスコアは高いが、Citations のスコアは他大学平均と比べ大

幅に低い傾向にある。研究面での具体的な対応として、順位上昇に向けては、Citations の向上が不可

欠である。関連する支援制度としては、「学術論文に係る補助制度」と「ハイ・インパクトジャーナル

掲載支援プログラム」等があり、今後、Citations の向上に効果的に結び付けるため、特に後者につい

て支援対象のリストの見直し等について検討を開始している。 

 

■受入研究費 

○2020年度の受入研究費の合計は124.1 億円であった。2019 年度と比較すると約11.2 億円（110.0%）

増加している。 

○内訳をみると、「受託・共同（公的）」（対前年度：8.4 億円増、121.9%）と「補助事業」（同：2.6 億

円増、118.7%）が大幅に増加していることが分かる。「継続大型案件の増額」や「新規大型案件の採

択※」などが主要因として考えられる。一方、「受託・共同（民間）」は横這い、「指定寄付金」は減少

など、コロナ禍による影響と推測される状況もみられる。 

※新規大型案件の一例＝「ムーンショット型研究開発制度（内閣府）」、「先端研究基盤共用促進事業（コ

アファシリティ構築支援プログラム）(文科省)」、「研究成果展開事業 社会還元加速プログラム（SCORE）

（JST）」 等 

早稲田オープン・イノベーション・フォーラム 2021（WOI’21） 

・2021 年 3 月 9 日、10 日、産学連携、ベンチャーの育成、研究人材の育成、知財の創出・活用からな

る「早稲田オープン・イノベーション・エコシステム」の実現に向けて、日本政済界、国内外イノベ

ーティブ企業・大学、シリコンバレーベンチャー育成企業、本学の研究者が一堂に会し、新しいイノ

ベーションの創出を目指すイベント「早稲田オープン・イノベーション・フォーラム 2021：WOI’21」

をオンラインで開催した。 

・本フォーラムでは、最先端研究・産学連携・ベンチャー起業等に関する国内外リーダーの講演および

パネルディスカッションや、本学の最先端研究シーズ、産学連携事例、成功ベンチャー企業、教員・

学生ベンチャーのプレゼンテーションやブース展示等を行った。 

・多くの企業から協賛いただくとともに、参加登録者数が約 2,300 人にのぼる大規模なイベントとなっ

た。今後、アンケート結果や参加者からのコメント等を参考に産学連携推進に向けた効果的な施策を

検討していく。 

 

＜外部資金を活用した研究環境整備（例）＞ 

○主に外部資金（公的資金）を活用した研究環境整備に関連する取組み例を以下に記す。 

研究大学強化促進事業（文科省補助金） 

・「研究大学強化促進事業（文科省補助金、2013～2022 年度）」は世界水準の優れた研究活動を行う大

学群を増強し、我が国全体の研究力の強化を図るため、大学等による研究マネジメント人材群の確保

や集中的な研究環境改革等の研究力強化の取組を支援する事業である。本学は 2013 年度に採択され、
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これまで「研究の組織化」、「研究志向の展開」、「国際化推進」を 3 本柱として、研究力強化に向けた

各種施策を実行してきた。2020 年度の文科省によるフォローアップでは概ね高評価を得ている。今後、

2022 年度の終了を見据え、各種施策の検証を行い、自主財源による具体的な継続・発展方法の検討を

進める。 

先端研究基盤共用促進事業（コアファシリティ構築支援プログラム）（文科省委託事業） 

・「先端研究基盤共用促進事業（コアファシリティ構築支援プログラム）（文科省委託事業、2020～2024

年度）」に採択された。本事業は、研究機関全体で設備のマネジメントを担う統括部局の機能を強化し、

学部等の各研究組織での管理が進みつつある研究設備・機器を、研究機関全体の研究基盤として戦略

的に導入・更新・共用する仕組みを強化（コアファシリティ化）する（モデル構築事業）ことを目的

としている。研究力強化本部のもとに「研究基盤整備部会（統括責任者＝研究推進担当理事）」を設置

し、本格的な運営を開始した。 

 

＜産官学連携推進に向けた取組（例）＞ 

○受入研究費の増大に向けた産官学連携推進に関する取組み例を以下に記す。 

新研究棟リサーチイノベーションセンター（121 号館）の本格稼働 

・前述の通り、早稲田地域を中心に産学連携・技術創造の場を展開する「早稲田オープン・イノベーシ

ョン・バレー構想」を進めている。新研究棟リサーチイノベーションセンター（121 号館）はこの構

想の中心拠点として 2020 年 3 月に竣工し、その後、2020 年 6 月に研究推進ワンストップサービス

を実現する関連部門を集約・整備するなど、2020 年度に本格的な運用を開始した。1 階ギャラリース

ペースでは、本学の研究者や研究活動等に関する情報発信を試行的に実施している。 

研究推進ワンストップサービスの強化 

・本学では、産官学連携推進に向けた戦略立案や、学内研究連携の強化、研究の入口から出口（経理・

契約・知財活用・ベンチャー創出等）に至る広範な問い合わせや要望等に一元的に対応する「研究推

進ワンストップサービス」を展開している。 

・2020 年６月、同サービスを推進するための研究支援組織として、研究推進部とリサーチイノベーショ

ンセンター（組織名称）を新研究棟（121 号館）に集約・整備した。 

・リサーチイノベーションセンター（組織名称）は大学全体に及ぶ戦略策定や支援を担うため、2021 年

1 月、対外呼称を「リサーチイノベーション統合センター」とした。同センターは、研究戦略センター、

知財・研究連携支援センター、アントレプレナーシップセンター、オープンイノベーション戦略研究

機構で構成され、研究マネジメント人材（リサーチ・アドミニストレーター：URA）や産官学連携コ

ーディネーター等の専門家集団を配置し、学内外の研究者・研究グループ・研究組織の連携を多面的・

包括的に支援している。 

大学発ベンチャー創成の強化 

・2020 年秋に大学等の優れた技術シーズを基にした成長ポテンシャルの高い大学等発ベンチャーの創出

を促進するためのプログラム「社会還元加速プログラム（SCORE）（大学推進型）（JST：国立研究開

発法人科学技術振興機構）」に採択された。また、事業化に向けた高い潜在性を持つ技術シーズやアイ
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デアに対し、市場調査や試作品開発、ビジネスモデルの仮説検証（Proof of Concept（PoC））等の事

業化活動を支援するファンドを創設するなど、大学発ベンチャー創成の強化を進めている。 

先端研究設備整備補助事業（研究活動再開等のための研究設備の遠隔化・自動化による環境整備）（文科省補助金） 

・「先端研究設備整備補助事業（研究活動再開等のための研究設備の遠隔化・自動化による環境整備）（文

部科学省補助金、2020 年度）」に採択された。本事業は、学生・研究者からのニーズの高い共用研究

設備に対して、遠隔利用や実験の自動化を推進するための設備・機器の追加等（既存の研究設備の高

度化等）を支援し、学生・教職員等を新型コロナウイルス感染症の脅威から守りつつ、研究活動の円

滑な実施を図ることを目的とした事業である。 

 

＜若手・中堅研究者支援に関する取組（例）＞ 

○若手・中堅研究者支援に関する取組み例を以下に記す。現在、研究院・RIC・研究推進部等が連携して、

国の動向や学術院に属する研究所や研究機構等の取組みを参考に、支援対象者層や研究分野特性等を

考慮した具体的な施策を検討している。 

大学院生への経済支援 

・大学院生への経済支援については、スマート社会技術融合研究機構が従来から外部研究資金を活用し

た博士後期学生への経済支援（「若手研究者研究費」）を実施している。2020 年度はグリーン・コンピ

ューティング・システム研究機構と RIC オープンイノベーション戦略機構が「若手優秀研究者奨励金」

を立ち上げた。今後、全学的な大学院生に対する支援方針の検討を進める。 

次代の中核研究者育成プログラムの運営・検証 

・2020 年度も継続して第一ステージ、第二ステージの対象者に対して支援を行った。主な財源である研

究大学強化促進事業（～2022 年度）の終了を見据え、2020 年度から学内財源を確保するなど、外部

資金に依存しない自立運営に向けた具体的な施策検討に着手した。また、同プログラムの WG や研究

力強化本部会議等において、具体的な運営方針（支援対象や支援のあり方等）の評価・検証・見直し

を行う予定である。 

 

＜国際共同研究の推進＞ 

○世界の大学・団体・企業等との間で複数分野による研究連携を進行中である。 

オックスフォード大学との研究交流 

・オックスフォード大学とは 2020 年 4 月 17 日に大学間協定を締結し、 ”Computer Science”、 

“Mathematics”、“Physics”の 3 分野での研究・教育面の組織的な交流を進めている。WOI’21 では、

同大学 Vice-Chancellor のルイーズ・リチャードソン氏に講演いただき、その後、今後の大学間交流

に関する具体的方針について意見交換した。現在、”Economics”、”Business and Management”等、

交流分野の追加に向けた調整を行っている。 

WOI’21 での国際連携強化 

・WOI’21 では、世界の大学・団体・企業等との連携の成果として、オックスフォード大学（THE 世界

大学ランキング 5 年連続世界一）Vice-Chancellor のルイーズ・リチャードソン氏、IEEE（世界最大
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最高峰の学会）会長の福田敏男氏（本学特命教授）、Cisco 社 President of Asia Pacific, Japan and 

Greater China business の Dave West 氏等による講演を行った。 

 

＜その他＞ 

バイアウト制度の導入 

・研究代表者や研究分担者の研究時間を確保することを目的に、教育系業務の代行に係る経費を直接経

費から支出できる制度として、バイアウト制度の導入を決定した。2021 年度より運用が開始されるが、

新制度であるため、各箇所と連携を密にして進めていく。 

 

■戦略的間接的経費増大と運用方法 

○2020 年度の獲得間接的経費は、20.8 億円と前年から約 8 千万円増加し、順調に伸びている。 

○今後、間接的経費の全学的な研究支援や研究環境整備への活用や、間接的経費（主に一般管理費）の

受入れ率のあり方等、大学全体・研究者双方にとってより有益となる間接的経費の戦略的な運用方法

について検討する。 

 

■科学研究費（科研費）採択件数 

○科研費の採択件数は、2020 年度新規採択件数：363 件、継続課題件数：768 件 計 1,131 件となり、

目標値（1,200 件）は下回ってしまったが過去最高値の件数となった。採択件数ランキングは全国 12

位とほぼ例年どおりであり、新規採択件数についても 12 位であった。獲得額は約 29.4 億円で、前年

度同様に全国 12 位であった。 

○科研費の採択件数が増加した要因としては、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、科研費通信による情報発信に加え、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応募支援策の成果とも考えられる。 

○現時点での 2021 年度の科研費の応募・採択件数は、例年よりも減少傾向にある。その背景としては、

2019 年度に多くの申請・採択されたことによる研究継続中の研究者が多いこと、また、2020 年度が

研究最終年度の研究課題においても新型コロナウイルス感染症の影響で予定通りに研究遂行ができず、

研究期間を延長する研究者が多いために、新規申請可能な研究者が少なかったことが挙げられる。そ

の点を踏まえて、2021 年度の採択件数の目標値を 1,170 件（当初 1,330 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、新規申請可能な研究者に対する積極

的な情報発信や従来の応募支援に加え、特定課題等の学内研究費の活用や、応募する意欲・意識を喚

起する施策を RIC と連携して検討する。 
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■■■■ 

■■ 核心戦略８ 世界の WASEDA としての国際展開 

 ■ 

＜目的・目標＞ 

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

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

に行うためには、大学全体としての国際展開戦略を策定することが不可欠である。 

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

構築し、進めていくかが重要となる。 

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

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

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

な人員構成・組織形態・運営体制を検討する。 

 

関連するプロジェクト 他の関連核心戦略 

１）海外拠点の役割の明確化と、その活用 PJ（国際課） － 

２）戦略的広報の推進 PJ（広報課、国際課） ⑫進化する大学の仕組みの創設 

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

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

 

 

 

○海外拠点について 

新型コロナ感染症の世界的な拡大に伴い、対面での業務をリモート対応への切り替えせざるを得なかっ

たが、予定していた事業は一部の事業を除き、ほぼ計画通り業務を遂行することができた。 

・北米を中心にフレンズネットワーク構築につとめ、600 名を超えるフレンズと関係構築することがで

きた。加えて、新たな試みとして 7 月と翌 3 月に米国拠点を中心にフレンズイベントを開催し、総長

室とも連携した 3 月 28 日に開催したイベントでは$100 募金の案内を行うなど、新たな試みも積極的

に取り組んだ。 

・北京大学との研究交流事業を継続するとともに、昨年度の成果を取りまとめた論文集を早稲田大学出

版部より出版した。 

・台北オフィスでは、三三企業交流会をはじめとした台湾産業界との関係強化ならびに在台湾稲門会お

よび台湾校友会との交流ならびに活動支援も重要な業務の１つとして位置付け、日常的な活動が「新

型コロナ緊急支援金」への多額の寄付に繋がった。 

・北米拠点、台北拠点、東南アジア拠点、欧州拠点の中期活動計画をとりまとめた。ブリュッセルオフ

ィスについては、5 年間の活動の総括を行い、今後の方向性を確認した。 

・康師傅控股有限公司とは、１０年間の共同事業について基本合意書を締結し、事業内容の詳細ならび

にそのための事務手続き関する協議を進めた。 

 

年 間 報 告 
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○海外留学について 

海外への渡航や大人数で集まる形での説明会、イベント等が実施できないことから、オンラインを代替

手段の中心として以下のような取り組みを実施した。 

・国際コンソーシアム APRU Virtual Student Exchange (VSE)へのオンライン科目提供については、目

標どおり 2021 年度春学期からのトライアル参加を実現した。 

・APRU の加盟大学で正課以外の講座、活動を相互に解放する Co-Curricular Programs には、本学 ICC

の Japanese Lunch 等を解放し、海外加盟大学の学生も参加した。 

・国際コンソーシアム U21 主催の 3 週間オンラインプログラム Global Citizenship Course（非正規科

目）については、第２回目を実施した。 

・U21 の Global Connection（加盟大学の学生が 5 名程度の小グループに分かれ、ビデオ会議などを通

じた学生交流）にも本学から 19 名の学生が参加している。 

・需要の高い欧米の英語プログラムについて、交換枠の拡大交渉と英語要件の引き下げ交渉を継続し、

アメリカで 5 枠、欧州地域で 1 枠を拡大した。 

・「海外への学生引率プログラム助成制度」は、今後オンライン上の共同授業を行う際の開発助成に振り

向けていく方向性を 2021 年 3 月 6 日の理事会集中討議で確認した。 

・2021 年度秋学期から派遣予定の協定校約 300 に対しては、オンライン留学に切り替えられないかの

交渉をスタートした。 

・2021 年 2～3 月に実施する短期派遣留学プログラムについては、協定校の協力により、全面的にオン

ラインで実施し、48 名の学生が参加した。 

 

○留学生受入について 

日本への入国がままならない中、特に非正規生の受入が大きな影響を受けている。 

・2020 年 11 月 1 日現在の数値は、全体で 5,396 人（前年 6,207 人）、正規生は 5,044 人（前年 4,969

人）と増加したが、非正規生が 352 名（前年 1,238 名）と大きく減少した。 

・国際コンソーシアム APRU の Virtual Student Exchange Program へのオンライン科目の提供につい

て、先方事務局、学内関係箇所との協議を実施し、2021 年度春学期より、政治経済学部、社会科学部、

国際教養学部から科目が提供された。 

・英語学位プログラムにおける、国際部・留学センターによる支援策として、2020 年 12 月 1 日より

専任職員計 10 名が運営を支援してきた（2021 年 5 月 31 日までの兼務）。 
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■■■ 

■■ 核心戦略９ 新たな教育・研究分野への挑戦 

 ■ 

＜目的・目標＞ 

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

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

断する新たな学問領域の創出に挑戦する。 

 

関連するプロジェクト 他の関連核心戦略 

１）健康・医療分野検討 PJ（教務部教育企画課、総長室経営企画課）  

２）分野連携検討 PJ（研究推進部研究企画課、研究戦略センター）  

 

 

 

１）健康・医療分野検討ＰＪ 

・日本医科大学との間で、2020 年 1 月の合意に基づき、主に本学が強みとする情報科学、AI・ロボッ

ト、ナノテクノロジー等の領域における研究連携の検討を開始した。新たに先進理工学部の研究室に

受け入れる研究配属についての検討も始めた。 

・奈良県立医科大学との間では、2020 年度は新型コロナウィルス感染拡大の影響から研修受け入れは中

止となったが、感染が収束次第再開の見込である。 

・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。2020 年度は 4

名が修了希望申請をし、2 名が修了した。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共同で実施している。 

・旧重点領域研究機構の WABIOS（プロジェクト研究所）は昨年度（2019 年度）末で終了した。本年

度（2020 年度）からは、WABIOS の研究成果やこれまで構築してきた研究ネットワークを活かし、

現地の研究機関や企業等との個々の共同研究を継続・発展させていくこととしている。 

・首都圏 AR コンソーシアム（Metropolitan Academic Research Consortium: MARC）に連携協力機

関として参加している。MARC は 2017 年 1 月に設立され、首都圏の私立大学をはじめとする臨床研

究機関により構成されたコンソーシアムで、主に医療系研究にかかる情報交換を行うネットワークと

して機能している。今後活動を進めていくなかで本学研究者と MARC 参加機関との共同研究創出につ

ながることが期待されている。 

 

（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 

 

 

  

年 間 報 告 
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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 

・世界で評価される教員を採用するため、国際公募の実施を全学的に推奨しており、全学で 237 名の外

国人教員が活躍している。これを加速すべく教員採用制度の一つとして、テニュアトラック制度の整

備と積極的な利用を進めてきており、結果、本年 9 月より新制度の運用開始となった。導入して間も

ない中、新制度に対応する内規を整備し、該当資格の教員を新規嘱任する学術院があるなど効果が現

れた。 

・国からの補助金による実施している教育プログラムの拠点リーダーについて、授業の負担軽減等を行

うべきとの検討が行われ、次年度に向けて詳細を詰めていくこととしている。 

・研究推進部が中心となって、研究時間を確保するための研究以外の業務の代行に係る経費を支出でき

る「バイアウト制度」を導入した。 

（２）人材育成 PJ 

〇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 

・従来の階層別研修に加え、実践的なスキルを習得する業務研修なども包含し、総合的に研修体系を再

年 間 報 告 
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構築した。 

それらを WASEDA STAFF College（WSC）として学内に一覧公開することにより、受講生が研修名

から研修ごとの目的や概要を容易に確認することができるようになった。新型コロナウイルス感染症

拡大の影響の中、実施方法等の見直しを行い、すべての階層別研修を実施することができた。受講者

アンケートや講師所感を基に、オンライン実施の適否や集合研修の意義など検証し、次年度以降の実

施形態の方針を決めることができた。  

〇新たな海外派遣型研修の実施、評価・検証 

・2020 年度は新規プログラムを含め海外派遣研修の実施が出来なかった。2021 年度も引き続き派遣が

できない状況を想定して、国内にいながらにして語学力を向上させるプログラムの検討を行い、実施

に向けた準備を進めることができた。 

・新しく実施した「発音矯正クリニック（英語）」は、 語学研修の中でも目的が明確なプログラムだっ

たことから、受講者の期待とプログラムの内容が合致し、受講者満足度が高かった。 

〇新人事諸制度に対応した職員ポートフォリオの（新人事システム）導入 

・新人事システム上で保有資格・研修受講歴・業務経験歴の登録を各自行えるようになった。また、新

たにキャリアプランシートの内容（異動希望先や 5 年後・10 年後の各自の希望領域情報）や人事考課

結果の情報が確認できるように設定し、2021 年度に公開した。 

〇適性検査を活用した多彩な職員採用の継続  

・職員の採用に関しては、新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、選考日程が後ろ倒しになったが、

適性検査や WEB テストの外部アセスメントを利用し、当初の目標どおり新入職員を採用することがで

きた。 

〇外国人職員を採用するための新たなチャネルの開発 

・外国人学生の採用に関しては学外で開催される対面でのの業界説明会・採用説明会にあまり参加でき

なかったが、WEB での採用説明動画の公開や独自オンライン採用説明会を実施した。WEB での採用

説明動画はいつでもどこでも確認することができ、オンライン説明会は参加者の移動時間や居住地の

制約がなくなるなどのメリットがあり、実際に海外からも参加があった。  

 

（３）業務構造改革 PJ 

・研究費管理については、大学側が専門的知識を有してノウハウを蓄積すべき研究費の受け入れ・契約、

監査対応の管理・監督等を担当することとし、委託先は主として研究費にかかる定型的な研究支援業

務を行う方向として、2022 年度からの体制変更の実施に向けての計画を立案した。 

・経理処理については、早稲田キャンパスにおいて RPA（Robotic Process Automation）による伝票の

自動印刷などによりさらなる効率化を進めるとともに、新たに経理証憑のスキャンを開始し、各箇所

が証憑を個別に保管することなくいつでも経理証憑の確認が電子的に行うことができる経理証憑電子

保管システムを導入した。加えて、取引先登録のロボット化、生協との取引データの取得による伝票

起票支援など、箇所における経理業務の効率化に着手した。また、本部アカウンティングセンター（AC）

と理工センターAC との間で RPA を活用した効率化施策に関する情報共有を行い、一部ロボットの理

工センターでのトライアルを開始した。 

・各学術院・関係箇所の業務担当者を中心とした学務業務の標準化推進組織である教務事務業務検討チ

ーム（KJ）第 14 期において、各学部、研究科、関連部署が協働して学生向け情報提供内容の分析と共
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通部分のとりまとめを進め、学生向けの情報発信サイト「SupportAnywhere」の充実化をはかり、2021

年 3 月に公開した。 

・全専任職員を対象とした Waseda Moodle 初級研修を期中に検討に着手したうえで、3 月末より開始

した。 

 

（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・財務システムは、生協とのシステム連携機能の利用を全キャンパスを対象に開始した。こ

の機能により、生協伝票の起票作業が効率化され、経理処理のコスト削減が期待される。 

・人事システムは９月にシステム開発プロジェクトの総括を実施し、開発プロジェクトとして終了した。

必要に応じたシステム変更により処理速度がさらに向上され、現在まで、安定したシステム運用が行

われている。 

・出張システムは、2020 年 2 月以降の出張の激減とともに、システム利用件数も激減したが、計画通り

にバージョンアップ対応を進め、使い勝手や運用面での改善を図った。 

・募金システムについては計画通りに寄付額参照システム（校友がご自身の寄付額を参照できるシステ

ム）を１１月よりサービス開始した。 

・業務システム分析環境については次期 IR システムの対応方針の検討が完了し、新たなモデルケースの

実証実験を開始した。 
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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）校友との連携・校友会認知度拡大による早稲田ファン獲得（校

友課） 
⑬早稲田を核とする新たなコミュニティの形成 

５）収益拡大支援 PJ（財務課）  

 

 

（１）予算編成の在り方 PJ（財務課） 

・コロナの影響等により今後数年間は、財政目標：経常収支差額 50 億円/うち一般財源 20 億円の達成

は厳しい。2021 年度もこの目標は継続し、コロナ禍に対応する予算編成を行ったが、結果として 2021

年度予算はこの目標に対し、9 億円/▲25 億円と大きく下回った（学費減、志願者減、受託事業減、減

価償却額増等が影響）。 

・資産の売却、日米研究インスティテュート（USJI）の終了等、事業の見直しによる収支改善を図った。

さらに、遊休資産について、売却・譲渡を含め、見直しを進めている。 

 

（２）あるべき学費体系の検討 PJ（教育企画課） 

・これまでの議論を踏まえ、2022 年度学費は据え置きとすることを決定した。 

 

（３）常時資金獲得体制の構築 PJ（社会連携課） 

・2020 年度、本学への寄付総額は約 50 億円に達した。その大きな要因は、コロナ禍において「WASEDA

サポーターズ倶楽部」を通じて受け入れている「新型コロナウィルス学生支援」に校友を中心に過去

に例を見ない多くの寄付（約 8 億 5 千万円）があったこと、国際文学館施設設備寄付金として柳井正

年 間 報 告 
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氏より 12 億円の寄付があったことが挙げられる。 

・「世界で輝くＷＡＳＥＤＡ」を目指し、募金についても国内は「校友チーム」「法人チーム」、海外は「本

学留学経験者チーム」「北米チーム」「東アジアチーム」のそれぞれにおいて戦略を立ててアプローチ

できる体制を構築し、積極的な取り組みを開始している。 

・主に校友向けの取り組みとして 2021 年 1 月より新たな募金、「With ワセダ～母校にエールと支援を

～1 万円募金キャンペーン」を開始した。学生への応援を物心ともども形にしてもらうことを目的とし、

学生のための寄付依頼と学生への応援メッセージ依頼を同時に展開している。 

・海外においても幅広く募金活動を展開しており、台湾校友会からは「新型コロナウイルス学生支援」

に 60 名分 1,000 万円の寄付があった。 

・今後も、法人・海外も含めて寄付者の裾野を広げるための地道な恒常的な試みを続け、引き続き寄付

目標額を達成すべく取り組みを強化していく。 

 

（４）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 PJ（校友課） 

・感染拡大防止の観点から、各支部・稲門会の総会およびホームカミングデー・稲門祭をはじめとする

各種イベントなどの対面での活動を軒並み中止としたため、Vision 150 数値目標の校友会費納入者率

は目標達成には至らなかったものの、前年度と同率を維持することができた。 

・早稲田カード本人会員数は、コロナ禍でも地道な PR を行った結果、前年度比で増加させることができ

た。 

・校友会からの在学生父母へのアプローチについても、対面での勧誘活動ができない分、在学生父母へ

の DM 等による校友会父母会員加入への働きかけを行った。 

・コロナ禍で困窮する現役学生のために「緊急支援金」や「1 万円募金キャンペーン」などの寄付のお願

いを校友に対して積極的に展開した。 

 

（５）収益拡大支援 PJ（財務課） 

・2018 年度から運用を開始している Waseda Endowment については、投資上限額を増額し、それに

応じた投資計画策定、投資先の選定を行った。 

・外部貸出による教室利用料収入は前年並みを維持できたが、その他の多くの収入項目でコロナの影響

を受け、収入が大きく減少した（寮、セミナーハウス、エクステンションセンター、ロイヤリティ等）。 

・体育各部共通ロゴが 2021 年 3 月末に決定した。今後、収入増につながるよう検討を進めている。 
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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、教育のみならず研究という視点から再編を考慮し、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が、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、現時点では、研究・教育の組織のあり方を見直していくことを目的・目標にシフトしつ

つある。研究・教育の組織のあり方の見直しの具体的な検討は進んではいないが、あり方にも関わって

くるキャンパス内の教育機能の再配置が昨年から進んでおり、早稲田キャンパスで展開されている教育

機能の再配置について審議するため、2019 年 4 月「早稲田キャンパスを中心とする教育機能再配置構想

検討委員会」を設置し、これまでに幾つかの主要な教育機能（全学的な教育機能：グローバルエデュケ

ーションセンター、データ科学総合研究教育センター、大学総合研究センター、早稲田ポータルオフィ

ス、CTLT 等）の再配置を終えた。次年度は早稲田キャンパスＥ棟（仮称・現９号館）に関わる検討が

さらに進むこととなる。 

 

年 間 報 告 
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（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） 

Vision150 推進本部と学術院長等との個別の懇談を実施、学術院長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、本学では 2005 年度および 2012 年度に自己点

検評価を実施し、2006 年度および 2013 年度に公益財団法人大学基準協会（以下、同協会）による認証

評価を受審、いずれも適合と認定されている。認証期間が 2020 年度末で終了することから、2019 年度

に関連箇所および大学点検・評価委員会における自己点検評価を実施し、2020 年度に同協会による認証

評価を受審した。その結果、同協会の大学評価基準に適合していると認定された。 

 

（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

ている。 

①当該年度に閲覧された海外向け英語ニュース本数の毎年度５％増加を目標としている。 

2019 年度末から世界中で感染拡大した新型コロナウィルス感染症の影響により、(１)海外との連携が

一定期間停滞する可能性が高い点、(2)海外との新たな連携など、特に海外発信の価値が高いニュース素

材が減ってくることが推測される点、(3)交換留学生を中心とした留学生ネイティブライターの確保・拡

充も難しくなる点から、目標番号①の目標達成は困難と当初、想定していた。 

しかしながら、2020 年度の閲覧された英語ニュース本数は、3308 本と目標の 1,503 本を大幅に上回

り、前年度比２２０％を達成した。コロナ禍においても、研究リリースは増え、それに伴う英語ニュー

スが増えているが、それ以上にコロナ対応に関する学生、教職員、一般向けの文書の英訳発信が急増し

たことが、目標値を大幅に超えた要因と考える。また、緊急事態宣言時の在宅勤務（研究）などのライ

フスタイルの変化により、過去の英語ニュースを検索するユーザーが増えたことも要因の一つと考える。 

②日本語サイトの総閲覧数の毎年３％増を目標としている。 

2020 年度 7,409 万 PV と年度目標 5,420 万 PV の１３７％を達成している。コロナ対応の総長メッ

セージや、緊急支援のお願い、総務部・学生部・教務部や学術院が周知文書を多数発信したことが増加

の主な要因と考えられる。また、在宅ワークの促進、対面ではなくバーチャルな打ち合わせや会議の増

加により、Web サイトを観る機会が日本語ユーザーにおいても増えたことも影響している。参考までに、

ニュースの閲覧数の伸び（１６７％）の方が、総閲覧数の伸び（１３７％）よりも増加しており、コロ

ナという一時的な要因によるところが多いが、ニュースの発信力がコロナ以前よりも高まっていると言

える。 

本 PJ の数値目標については、これまでの状況をふまえて、現在の数値目標①海外向け英語ニュース本

数の毎年度５％増加と②日本語サイト総閲覧数の３％増を設定している。これは、Web リニューアルが

一段落し、ほぼ数値が横ばいとなっていることから、広報室が展開する新たな施策の推進によって、達

成する可能性がある数値目標である。しかしながら、コロナ禍により、過去に例のない状況となり、結

果的に、当初目標を大幅に超えることになった。もちろん、ビフォーコロナに種まきしていた箇所発信



-Best Education, Best Research, Best Community-

36 

 

の強化や、コロナ禍で停滞しているが、学生ライターの起用など、広報室の施策による増加も含まれて

いるが、それ以上にコロナによるライフスタイルの変化が今回の大幅増の要因となっていることは否定

できない。いずれにしても、この数年は、一時的とはいえ、Web サイトの発信力が高まっているのは事

実であり、有効に活用していきたい。 

 

（４）大学ガバナンス検討 PJ（法人課、経営企画課） 

○評議員会の機能のさらなる向上 

・評議員会の下に設置された「総長選挙制度検証・検討委員会」より答申書が提出され、評議員会にお

いて決定された。今後、2022 年総長選挙の実施に向けて制度変更および規約改正が評議員会で審議さ

れる。評議員会は、本学のガバナンスの維持および強化に必要な事項について適宜検討委員会等を設

置・検討のうえ、理事会に答申書を提出するなど、本学の諮問機関として重要な役割を担い、その機

能を果たすことができている。 

・学校法人早稲田大学校規（寄附行為）において評議員会で審議すべき事項を改正した。 

・学校法人早稲田大学権限規則の制定により、ガバナンス強化の一貫として本学の財政に重大な影響が

ある事業計画等については、事前に評議員会の同意の議決を経ることとした。 

・新型コロナウイルス感染症拡大の影響を受け、2020 年 5 月 29 日以降の評議員会は、Web 会議シス

テムを利用して開催することとした。この結果、遠方に在住している評議員や企業経営等で多忙な評

議員の方々にも出席がしやすくなったという副次的効果を生んだ。 

○意思決定、業務執行体制等の見直し 

・早稲田大学権限規則により、本学の適正な意思決定手続きにおいて、理事会において重要な案件につ

いて十分な議論をしたうえで意思決定することができ、効果が表れている。今後は早稲田大学権限規

則の趣旨についての周知活動をさらに進めるとともに、本学の意思決定及び業務執行についてより精

度の高い運営を実現するためのさらなる改善と見直しを行う。 

○各種手続きの効率化・合理化 

新型コロナウイルス感染症拡大を契機に、契約締結および押印手続きの効率化・合理化した業務フロ

ーを再構築し、電子契約システムを使用したトライアルを開始した。また、新型コロナウイルス感染

症拡大の影響により、安定的かつ継続的な大学運営を行うための緊急の対策として、一部の会議につ

いては特例として書面または電磁的記録による招集および議決によって運営することができる時限措

置を定めた。 

 

（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） 

○男女共同参画やダイバーシティを推進する組織・システム・制度の検討・整備 

・次年度申請予定の「くるみん認定」取得に向けて、必要な制度変更を行った。 

・「PRIDE 指標」の獲得に向けて、PRIDE 指標に申請し、シルバー認定を得ることができた。 
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○女性専任教員比率、女性職員管理職比率の向上 

・微増ながらも女性専任教員比率、女性職員管理職比率とも確実に向上した。 

・女性活躍推進法に基づく次期「一般事業主行動計画」（2021～2025 年度）策定に向けて今後 5 年間の

女性専任教員採用比率の目標値（25％）を設定し、それを受けて学術院・高等学院も各々の目標値を

設定した。目標達成に向けた取り組みを依頼するとともに進捗管理を行い、5 年スパンでの経時変化を

示した。 

・女性管理職比率向上に向けて、「女性職員の育成を考える」をテーマとした職員座談会を実施した。集

約した意見を「さんかくニュース」および Web サイトにて広報し、職員全体の意識改革を図った。 

○ダイバーシティ推進に対する学生・教職員の意識向上、風土改善 

・セルフマネジメントセミナー「ダイバーシティ＆インクルージョンセミナー」のコンテンツが公開さ

れ、教職員に対する啓発に活用されるようになった。 

・全学的に「性別情報収集の必要性の検証」が行われたことにより、不要な性別情報収集を大幅に削減

することができた。 

・コロナ禍で課題が浮き彫りとなったオンライン授業における配慮対応に関する情報等を追記する形で

「セクシュアルマイノリティ学生への配慮対応ガイド」第 4 版を作成し、教職員へ配付した。 

○ワークライフバランス・サポート体制の改善と拡充 

・2021 年 4 月の所沢キャンパス学生・教職員用託児室開設に向けて準備を進め、両立支援環境のキャン

パス間格差の是正に努めた。 

・教職員に対する「ベビーシッター派遣事業割引券」の交付を開始し、初年度は年間 1512 枚の割引券

を交付した。 

・男性職員の育児休職取得比率向上に向けて、「男性職員の育児休職を考える」をテーマとした職員座談

会を実施した。集約した意見を「さんかくニュース」および Web サイトにて広報し、職員全体の意識

改革を図った。 
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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、近隣地域住民や全国校友の既存のコミュニティの

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

ェクト実現のための財源獲得策などを講じて、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）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（校友課） 
⑪財務体質の強化 

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） 
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） 

・10/21「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」にて、教育・総合科学学術

院からのＥ棟（仮称）の要望書について共有され、10/29 付けで「早稲田キャンパスを中心とする教

育機能再配置に関わるアンケート」を全箇所に対し通知した。アンケートの回答は、2/24 同委員会に

て審議され、ポータルオフィスを E 棟に配置すること、コンプライアンス推進室他を早稲田キャンパ

ス周辺に再配置することが承認された。 

・10/16 評議員会にて西早稲田キャンパス 52、53、54、59 号館建替計画の件が審議され、同日臨時理

事会にて決定された。西早稲田キャンパス建替計画委員会を 12/14 に開催し、計画案、スケジュール

案が提示された他、ワーキンググループの設置について承認された。第 2 回ワーキンググループでは、

理工学術院として計画の検討を行う「西早稲田キャンパス建替に伴う計画内容検討タスクフォース」

の設置が承認され、現在検討を行っている。 

・西早稲田キャンパス 55 号館 S 棟先進的な教育環境および教室等整備改修工事を予定通り完了し、4/1

より使用開始している。 

年 間 報 告 
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・国際文学館（村上春樹ライブラリー）整備に関する工事は年度内に完了した。4 月より研究室から利用

が開始され、カフェ、展示スペースは 2021 年秋の開館を目指し準備を進めている。 

・葉山ヨット部合宿所の建設工事は予定通り進捗しており、7 月末の引き渡しを目標としている。 

・10/15 に本庄早稲田の杜ミュージアムが開館した。 

・新型コロナ感染症対応として、教室等の換気量確保のための調査、改修工事を行い全ての教室におい

て必要換気量（1 時間あたり 30 ㎥/人）を確保することができた。 

 

（２）課外活動等の場の充実 PJ（学生生活課） 

新型コロナウイルス感染症の影響から、例年開催しているイベントが中止となった。 

・課外活動の「機会」の提供数（目標値 85、確定値 13） 

オンライン上での企画開催に限られたため、サークルに対する課外活動の「機会」提供数は大幅に目

標を下回った。下半期に開催されたオンライン企画には、3 サークルが参加し、2020 年度の年間での

参加数は 13 サークルとなった。なお、初めてのオンライン開催となった「早稲田 2020」には、2 日

間で 200 を超える団体が参加し、300 以上の企画を YouTube Live を通して配信した。 

・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（目標値

800 人、確定値 651 人） 

上期のイベントは全て中止となったが、秋学期はオンラインにて 7 回イベントを開催し、昨年度以上

の参加者数を集めることができた。 

・大隈ガーデンホールの利用率（目標値 75％、確定値 65％） 

2020 年 4 月～8 月および 2021 年 1 月～3 月の期間、学生の利用が停止となった。2020 年 10 月～

12 月は、「早稲田祭 2020」の準備等で学生団体に貸出を行っていたが、サークルの利用数が例年より

大幅に減少したことで、利用率は目標を下回った。 

 

（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） 

・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各自治体と協議した結果、年度内に予定されていたほぼ全

ての地域文化交流事業が中止となり、代替の取り組み等も行われなかった。 

本庄市との本庄キャンパス 93 号館共同展示事業「本庄早稲田の杜ミュージアム」は、コロナ禍の影響

に当初の予定した開館日を 5 月から 10 月 15 日に変更して開館した。KPI として設定している入館者

数は、目標値の10,000を達成できなかったものの、10月15日の開館から5か月半で目標に近い9,771

人を達成した。 

・取り組み自体は実施されなかったものの、それぞれの地域連携事業についてこれまでの実績と運用を

評価・検証し、各自治体とも協議のうえ既に役割を果したもの、学内の負担が多いものなど、いくつ

かの事業については廃止または 2021 年度以降に運用の見直しを検討することとした。 

本庄早稲田の杜ミュージアムについて、オープニングセレモニーは縮小しての実施となり、その他に

予定していた基調講演をはじめとした開館関連イベントが全て中止となったことはマイナスとなった。

本学展示エリアでは、開館時は当初予定した「オセアニア民族造形美術品」を（会期 10 月 15 日～1

月 11 日）開催し、同時に本庄市、深谷市、美里町、上里町、神川町などの周辺の市町との連携による

地域連携展覧会「室町・戦国期の児玉・深谷地域」展を（会期 10 月 15 日～12 月 20 日）開催した。

両展覧会には 11 週の展覧会会期中に約 7,000 人の来館者があった。また、引き続き早稲田大学展示
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室では予定通り會津八一記念博物館からの巡回展「世界をつなぐやきもの」展を（会期 1 月 26 日～8

月 29 日）開催した。同展覧会では本学が長年行ってきたエジプト考古学の調査成果と貴重な研究資料

を公開し高い評価を得ている。 

 

（４）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 PJ（校友課） 

・感染拡大防止の観点から、各支部・稲門会の総会およびホームカミングデー・稲門祭をはじめとする

各種イベントなどの対面での活動は軒並み中止となった。しかし、そのような状況においても、「早稲

田学報」や校友会 Facebook など SNS の活用、高田馬場経済新聞などメディアへの記事掲載等の広報、

さらにはオンラインイベント参加による PR 等々、校友会の存在をアピールする各種活動と工夫の成果

により、Vision150 数値目標の校友会費納入者率は目標達成には至らなかったものの、前年度と同率

を維持することができた。早稲田カード本人会員数は 69,613 人（目標値 81,000 人）となり、コロナ

禍でも地道な PR を行った結果、前年度比で 1,000 件以上増加させることができた。 

・教職員校友の会費納入率についても、2021/3 時点で教員：41.4％（目標値 46％）、職員 74.0％（目

標値 78％）となっており、ほぼ昨年度並みで推移している。 

・校友会からの在学生父母へのアプローチについても、対面での勧誘活動ができない分、在学生父母へ

の DM 等による校友会父母会員加入への働きかけを堅実に行った。その結果、人数を減少させること

なく、3,584 人（目標値 5,000 人）と前年度比（前年 3,554 人）で微増とすることができた。 

・校友課では社会連携課と連携し、コロナ禍で困窮する現役学生のために「緊急支援金」や「1 万円募金

キャンペーン」などの寄付のお願いを校友に対して積極的に展開した。 

・コロナ禍においても、「早稲田学報」をはじめとする広報活動や各種オンラインによる総会、「先輩と

語ろう！2020＠オンライン」、「稲魂賞表彰式」、そして「わせまちマルシェ」への支援などを通じて、

校友と学生および大学周辺商店街等との接点構築への働きかけを地道に推進した。 

・コロナ禍の関係でオンラインによる交流が広がった 1 年でもあった。校友会海外支部・海外稲門会と

の交流については、オンラインの活用により、手軽に交流の幅が広がり、これまで以上に活発な交流

を実現できた。年間を通しても、ニューヨーク稲門会総会、海外稲門会世界大会、東京五校聯誼晩宴

（台湾校友会主催の会合）、ロサンゼルス稲門会総会、ニューヨーク稲門会東京支部新年総会などが開

催され、大学関係者もこれまで以上に参加することができた。コロナ禍であるが故のオンラインのメ

リットを生かした活動については、今後事態が収束した後も充分に生かせる経験になったと考えてい

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） 

○多様な学生・教職員が共存するアカデミック・コミュニティを形成するための環境整備 

・障がい者への合理的配慮にもとづく情報保障にかかる経費補助の対象範囲拡大を提案し、10 月以降の

適用開始が決定した。これにともない、従来、大学や箇所主催の講演会・イベント等に限定されてい

た経費補助を、教職員主催の講演会・イベント等にも適用できるようになり、一層の合理的配慮の拡

充を実現できた。 

・スチューデントダイバーシティセンター（SDC）との連携強化により全学的な視座からダイバーシテ

ィを推進することを目指し、ダイバーシティ推進担当理事、SDC、推進室による合同ミーティングを

定例化した。SDC の勉強会に推進室も参加するなど、知識と情報の共有を図る取り組みが進んだ。コ
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ロナ禍における SDC による学生支援の取り組みを、推進室発行の「さんかくニュース」で特集記事と

して紹介した。 

・ダイバーシティ推進委員会委員の任期満了にともない、9 月 21 日から新体制がスタートした。総長指

名委員においては、多様な専門領域からダイバーシティ推進に対する深い知見をご提供いただける先

生方、現場における実態を掌握する SDC の管理職が新たに加わるなど、大幅な刷新がなされた。 

・春学期のオンライン授業において、一部の教員にセクシュアルマイノリティ学生への配慮に欠ける言

動があったことを受け、秋学期の授業開始に先立ち、教職員に対する注意喚起を行った。 

・特例子会社㈱早稲田大学ポラリスの社員と学生の交流授業を実施したことにより、130 名を超える学

生たちに障がい者雇用、共生社会、社会的包摂などについて考える機会を提供した。 
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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 

2016 

実績 

 

2017 

実績 

2018 

実績 

2019 

実績 

2020 

実績／ 

目標 

2032 

目標 

①学部 

※通学（通信

除く） 

 

 

43,974人 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 

*2019/11/1 

時点 

37,879人

／39,001

人 

*2020/11/1 

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 

 

42,982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 

*2020/3/31 

時点 

17,879人

／48,250

人 

*2021/3/31 

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 

2016 

実績 

 

2017 

実績 

2018 

実績 

2019 

実績 

2020 

実績／ 

目標 

2032 

目標 

①常勤教員 1,679

人 

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 

*2019/11/1

時点 

1,847人

／1,780

人 

*2020/11/1

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 1:29 1:29 

*2017/11/1

時点 

1:26 

*2018/11/1

時点 

1:26 

*2019/11/1

時点 

1:25.5／

1:27.2 

*2020/11/1

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 

2016 

実績 

 

2017 

実績 

2018 

実績 

2019 

実績 

2020 

実績／ 

目標 

2032 

目標 

①外国

人学生 

（受入 

留学生） 

各年

11/1

時点 

4,331人 5,066人 

*2016/5/1

時点 

5,421人 

*2017/5/1

時点 

5,880人 

 

6,207人 5,396人

／8,174

人 

10,000人 

(20%) 

年度

通算 

5,490人 7,156人 7,476人 7,942人 8,350人 6,762人

／10,357

人 

12,700人 

②派遣留学生 2,541人 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

*2020/4/1 

時点 

65人／

7,466人 

*2021/4/1 

時点 

全学生 

③外国人教員 147人 150人

*2016/11/1

時点 

163人 

*2017/11/1 

時点 

220人 

*2018/11/1 

時点 

234人 

*2019/11/

1 

時点 

241人／

250人 

*2020/11/1 

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。 

 ・算出基準の見直しにより、2018年度から基準日を11月1日時点に変更。 

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･長期留学プログラムの他、海外で何らかの学習機会を経験する人数とする。 

 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 

2016 

実績 

 

2017 

実績 

2018 

実績 

2019 

実績 

2020 

実績／ 

目標 

2032 

目標 

①女子学生

（学部・大

学院） 

35% 

(18,800

人) 

 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) 

*2019/11/1 

時点 

38% 

（17,424

人)／43%

（20,920

人） 

*2020/11/1 

時点 

50%  

(25,000人

/50,000人) 

②女性教員 13%  

（226人） 

 

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） 

*2019/11/1

時点 

18.5%

（342人）

／19.4%

（350人） 

*2020/11/1 

時点 

30%  

(600人) 
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③女性職員 32.1% 

(344人

/1,073人) 

37.3% 

(427人人 

/1,145人) 

*2017/3/31

時点 

36.9% 

(416人 

/1,127人) 

*2017/4/1 

時点 

37.8% 

(423人 

/1,120人) 

*2018/11/1 

時点 

37.8% 

(424人 

/1,122人) 

*2019/11/1 

時点 

39.5% 

（440人） 

／40％ 

*2020/11/1 

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 

2016 

実績 

 

2017 

実績 

2018 

実績 

2019 

実績 

2020 

実績／ 

目標 

2032 

目標 

①授業の公

開率（一部公

開を含む） 

*0.3% 14.8% 14.9% 14.7% 14.2% 12.0% 100% 

② 

授業

規模 

（注

１） 

20

名

以

下 

学部 

49% 

大学院 

89% 

学部48% 

大学院

86% 

学部55% 

大学院

88% 

学部 

56% 

大学院 

88% 

学部 

57% 

大学院 

88% 

学部56% 

大学院

88% 

／学部

47％ 

大学院

82％ 

 

学部50% 

大学院

80% 

 

50

名

以

下 

学部 

82% 

大学院 

99% 

学部 

81% 

大学院

98% 

学部84% 

大学院

98% 

学部 

85% 

大学院 

98% 

学部 

85% 

大学院 

98% 

学部83% 

大学院

98% 

／学部

84％ 

大学院

96％ 

 

学部85% 

大学院

95% 

51

名

以

上 

学部 

18% 

大学院 

2% 

学部19% 

大学院2% 

学部16% 

大学院2% 

学部 

15% 

大学院 

2% 

学部 

15% 

大学院 

2% 

学部17% 

大学院2% 

／学部

17％ 

大学院3％ 

  

学部15% 

大学院5% 

③LMS利用

授業比率 

*61% 84% 84% 86% 90.8% 70.1% 100% 

達

成 
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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 

50% 

学部 

29% 

大学院 

54% 

学部 

27% 

大学院 

51% 

学部 

27% 

大学院 

52% 

学部30% 

大学院

53%／ 

学部47％ 

大学院

64％ 

  

学部75% 

大学院

80% 

⑤外国語に

よる授業の

割合ﾞ 

学部6% 

大学院9% 

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% 

大学院 

20.7% 

学部

11.7% 

大学院

22.7%／

学部

16.2% 

大学院

22.7%  

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（2016）により「科目クラス」から「科目コマ数」に変更 

 2012 

実績 

2016 

実績 

 

2017 

実績 

2018 

実績 

2019 

実績 

2020 

実績／ 

目標 

2032 

目標 

①学部 20,258 19,171 19,386 19,506 19,168 18,699／

16,814 

 

15,194 
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②大学院 12,472 6663.5 6,926 6,463 6,596 6,725／ 

6,737 

 

6,183 

 

 ①②・密度の高い教育を実現するため、授業科目の再編・統廃合および外部教育資源の活用をはかり、設置科目総数 

を削減する。 

 

７）研究費 

 2012 

実績 

2016 

実績 

 

2017 

実績 

2018 

実績 

2019 

実績 

2020 

実績／ 

目標 

2032 

目標 

①受入 

研究費 

96億円 103.8億円 

 

106.5億円 111.9億円 112.9億円 124.1億円

／135億円 

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（国内外ファンドレイジング） 

 2012 

実績 

2016 

実績 

 

2017 

実績 

2018 

実績 

2019 

実績 

2020 

実績／ 

目標 

2032 

目標 

①寄付 32億円 37.6億円 37.5億円 38.8億円 36.7億円 

（44.9億

円） 

49.8億円

（50.1億円）

／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。 

※（）内の数字：大学会計上は「寄付」に含まれない、ファンドレイジング成果を含めた実績 

 

９）校友会費納入者率  *算出基準の見直し（2015）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 

2016 

実績 

 

2017 

実績 

2018 

実績 

2019 

実績 

2020 

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) 

 

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)  

 

33.9％ 

（約65万人）

／39.4％（約

63.5万人） 

50.0% 

(約70万人) 

①・校友との連携を強化するとともに校友会費納入者を増加させる。・校友会費納入者率は住所判明者の納入率とする。  



-Best Education, Best Research, Best Community-

47 

 

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 177 号 2020/5/19 オンライン授業における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 178 号 2020/9/14 第 8 回 WASEDA e-Teaching Award 授与式開催について 

第 179 号 2020/10/13 第 9 回 WASEDA e-Teaching Award エントリー開始！  

 

 

５．推進本部・推進会議 日程と主な議題  

 

Waseda Vision 150 は、総長・副総長で構成する「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 2020 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、学術院長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・推進会議の構成員】 

推進本部 （◎＝本部長、○＝副本部長） 

・◎総長 

・総長が指名する理事若干人： 

○須賀副総長、○笠原副総長、宮島常任理事、井上理事 

 

推進会議 （◎＝議長、○＝副議長） 

・総長が指名する理事若干人： 

◎須賀副総長、○笠原副総長、宮島常任理事、恩蔵常任理事、佐々木常任理事、松本理事、弦間理事、

山名理事、渡邉理事、甲斐理事、後藤理事、麻生理事、佐藤理事、井上理事 

・広報室長 

・各核心戦略の実行責任者 
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拡大推進会議 

・上記の推進会議構成員に、各学術院長、高等学院長、本庄高等学院長、芸術学校長およびグローバル

エデュケーションセンター所長を加える。 

 

 

【これまでの開催状況と主な議題】 

＜推進本部＞ ※オンライン会議システムにより実施 

 
開  催 

年月日 
主な議題 

第 1 回 4/17 ・今後の Vision150 関連会議の件 

・核心戦略 12 学術院体制検討 PJ の件 

・Waseda Vision 150 数値目標（大学院生数）の件 

第 2 回 4/24 ・学術院等の将来構想「2019 年度報告」「2020 年度計画」取り扱いの件 

・核心戦略 12  学術院体制検討 PJ の件 

・Waseda Vision 150 数値目標（大学院生数）の件 

第 3 回 7/3 ・2019 年度 SGU モデル拠点実績報告に対する推進本部評価・コメントについて 

・2020 年度中間総括に対する推進本部評価・コメントについて 

第 4 回 7/31 ・プロジェクト構成および核心戦略・プロジェクト責任者の変更について 

※この回のみ、メールによる持ち回り審議にて実施 

第 5 回 10/2 ・学術院長等と Waseda Vision 150 推進本部との懇談の実施について 

第 6 回 10/30 ・新規プロジェクト設置の件 

・学術院長等と Vision 150 推進本部との懇談の件 

第 7 回 11/13 ・学術院長等と Waseda Vision 150 推進本部との懇談（国際学術院） 

第 8 回 11/27 ・2021 年度 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 9 回 12/2 ・ＳＧＵ  2021 年度事業計画予算（案） 

・ＳＧＵ  2021 年度事業計画に係る評価コメント（案） 

第 10 回 12/11 ・学術院長等と Waseda Vision 150 推進本部との懇談（商学学術院） 

第 11 回 12/18 ・学術院長等と Waseda Vision 150 推進本部との懇談（人間科学学術院） 

第 12 回 2021/1/8 ・2021 年度事業計画書について 

・プロジェクト責任者の変更について 

第 13 回 2021/1/15 ・学術院長等と Waseda Vision 150 推進本部との懇談（法学学術院） 

第 14 回 2021/1/22 ・学術院長等と Waseda Vision 150 推進本部との懇談（社会科学総合学術院） 

第 15 回 2021/2/5 ・学術院長等と Waseda Vision 150 推進本部との懇談（スポーツ科学学術院） 

第 16 回 2021/2/26 ・学術院長等と Waseda Vision 150 推進本部との懇談（理工学術院） 

第 17 回 2021/3/5 ・学術院長等と Waseda Vision 150 推進本部との懇談（文学学術院） 

第 18 回 2021/3/12 ・学術院長等と Waseda Vision 150 推進本部との懇談 （政治経済学術院） 

第 19 回 2021/3/19 ・学術院長等と Waseda Vision 150 推進本部との懇談 （教育・総合科学学術院） 
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＜推進会議＞ ※メールによる持ち回り審議にて実施 

 
開  催 

年月日 
主な議題 

第 1 回 

拡大推進会議 

6/19 

 

・2019 年度 SGU モデル拠点実績報告 

・実績報告に対する推進本部評価コメント（案） 

・2020 年度中間総括 

・中間総括に対する推進本部評価コメント（案） 

第 2 回 

拡大推進会議 

11/20 ・2021 年度 SGU モデル拠点事業計画について 

・2021 年度事業計画に係る評価コメント（案）について                   

 

※当初予定されていた以下の３回は、新型コロナウィルス感染症拡大防止のため中止とした。 

・5 / 1 5 核心戦略 2019 年度実行状況報告(1 回目)【核心戦略 1、2(3・4 含)＋学術院将来構想】 

・5 / 2 2 核心戦略 2019 年度実行状況報告(2 回目)【核心戦略 7(9 含)、8＋学術院将来構想】 

・6 / 5 核心戦略 2019 年度実行状況報告(3 回目)【核心戦略 5、6、10、11、12、13】 

 

 

以 上 
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学術院、高等学院、芸術学校の将来構想の進捗状況 
 
各学術院、両高等学院、および芸術学校では、創立150 周年（2032 年）を見据えた、将来構

想を策定しました。2020年度の進捗状況、および2021年度の計画を報告いたします。 
   

＜学術院＞   
政治経済学術院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P1 

－政治経済学部、政治学研究科、経済学研究科、現代政治経済研究所  
法学学術院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P9 

－法学部、法学研究科、比較法研究所、法務研究科、法務教育研究センター  
文学学術院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P17 

－文化構想学部、文学部、文学研究科、総合人文科学研究センター  
教育・総合科学学術院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P25 

－教育学部、教育学研究科、教育総合研究所、教職支援センター  
商学学術院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P33 

－商学部、商学研究科、産業経営研究所、ビジネス・ファイナンス研究センター、会計研
究科、経営管理研究科 

 

理工学術院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P46 
－基幹理工学部、創造理工学部、先進理工学部、基幹理工学研究科、創造理工学研究科、

先進理工学研究科、理工学術院総合研究所、各務記念材料技術研究所、国際情報通信研
究科、国際情報通信研究センター、環境・エネルギー研究科、環境総合研究センター、
情報生産システム研究科、情報生産システム研究センター 

 

社会科学総合学術院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P74 
－社会科学部、社会科学研究科、先端社会科学研究所  

人間科学学術院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P90 
－人間科学部、人間科学研究科、人間総合研究センター  

スポーツ科学学術院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P99 
－スポーツ科学部、スポーツ科学研究科、スポーツ科学研究センター  

国際学術院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P108 
－国際教養学部、国際コミュニケーション研究科、アジア太平洋研究科、アジア太平洋研

究センター、日本語教育研究科 
 

  

＜中・高等学校＞   
高等学院・高等学院中学部 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P130 
本庄高等学院 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P136 
   

＜専修学校＞   
芸術学校 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ P142 
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１．2020 年度報告 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2021 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－ 
学部入試について、2020 年度は、以下の内容に改めた一般選抜入試をはじめて実施した。共通テストでは

数学Ⅰ・数学 A を課したこと、学部独自試験では日本語および英語の⾧文を読み、記述式での解答をも課す
「総合問題」に再編したことが改革の主な特徴である。知識・技能だけでなく思考力・判断力・表現力等を多面
的・総合的に評価することのできる出題を、今年度の経験を踏まえて 2021 年度も継続していく。 

 
・一般選抜入試の内容 

(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 
・公民  「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、日英両言語による⾧文を読み解いたう
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はかる問題も加える。 

 
なお、定員管理の厳格化に対応できるよう 2021 年度から補欠合格制度も導入した。 
 

・大学入学共通テスト利用入試 
 大学入学共通テストの結果のみで判定を行う入学試験形態を前年度までのセンター利用入試の後継として
2021 年度も同様に実施した。 
・グローバル入試 
 海外就学経験者を対象とするグローバル入試を 2021 年度も継続実施したが、文部科学省による帰国生対
象入試のルールの改編に沿って、当入試制度も改編した。 

・指定校推薦入試の新指定基準の検証と継続実施 

これまでの経緯から複雑であった指定校入試の指定基準を前年度に適切かつシンプルなものに修正して実施した。そ

の結果を検証・評価した上で、2020 年度も指定校推薦入試を前年度改定した新基準に基づき実施した。 

・入試広報の展開 

 2020 年度の一般選抜入試の変更に伴い、メディアの取材を積極的に受け、新しい制度の趣旨を丁寧に分かりやす

く説明するように心がけてきた。また、今後の学部入試広報に活用すべく、実際の教室を背景に学部での学びを現役学

生が紹介する動画コンテンツをあらたに製作し、積極的な広報活動を推進した。 

 

（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－ 
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・2019 年度から施行している学部新カリキュラムの骨子 
学術院の学問理念である 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してい
る。また JDP と EDP 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の徹底してきた。 
→３学科共通の必修科目の設定(政治学および経済学の入門科目、データサイエンス教育の入門科目として

の統計学など)。 
→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 カテゴリーへの再編(政治学、経済学、分析手法・方法論、演習、グローバル科目)。 
→コースナンバーによる入門科目、中級・基礎科目、上級・専門科目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を体系化し外国語地域副専攻として提供。 
 
・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し、オナーズプログラ

ムによる大学院進学者を得た。該当院生に「政治経済学術院奨学資金(政経スカラシップ)」を給付する。 
 
・国際公募型教員採用の継続 

引き続き、原則としてすべての人事で国際公募を実施し、また、テニュアトラック制の積極的に活用し国際競争
力の高い教員のリクルートを心がけていた。 
 
・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)の再編 
 
・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）は、2020 年 9 月入学者をもって学生募集を停止した。政治学
専攻の公共政策研究領域と統合することを通じてグローバル公共政策(GPP)コースを設置した（入学定員 25
名、収容定員 50 名）。2021 年 4 月より教育を開始し、2022 年度には 1 年制を開始する。23 ないし 24
年度には英語プログラムも開始する予定である。エヴィデンスに基づく政策形成ないし政策評価を理論的また実
証的に促進できる人材を養成する。グローバル公共政策(GPP)コースのカリキュラムを確定し、経済学研究科の
公共政策領域との緊密な関係強化をはかった。 
 
・持ちコマ数の調整 

学部新カリキュラムの実施にともない、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
院を合わせて 5.5 コマ～6.0 コマ程度になるように調整した。 

また、教員間の負担の平準化を目的に、各教員の実際の負担を点検し、偏ることのないように調整した。ま
た、入試業務や教員採用業務、学術院外大学業務などについても点検を継続し、負担の適正化をはかる。 
 

（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－ 

2020 年度は新型コロナ感染症拡大の影響のためさまざまな制約を余儀なくされたが、それでも下記の取り組みを行っ

た。 

 

・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 

セミナー・授業を実施した。 

→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
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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・授業を継続して

実施した。 

SGU 両拠点における共同研究の成果を今後の学部・大学院の教育・研究にどう活かしていくかについて検討を行い、そ

のレガシーの定着をはかる。たとえば、教員の先端的研究を紹介するオムニバス形式の科目を開設し、学術的な問題意

識の醸成を促すことを検討している。 

 

→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)の活動については、最終年

度として集大成の年となったが、コロナ禍の中でもオンライン等を活用するなどして最後まで積極的に事業を展開した。

また、５年間の取組みの総括とレガシーの継承についても、大学本部と密接に連携・協働して検討の上、合意形成

することができた。 

 

・学術院教員紹介 web ページの更新 

 2019 年度に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。2020 年度はこれをさらに更新した。 

 

・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した。具体的には、国内外の研究者からの検索を容易にするために、

論文データベースの「RePEc」に WorkingPaper 掲載の論文を連携した。 

→SGU 事業などと連携したイベントの主催、共催した。 

 

（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－ 

2020 年度は新型コロナ感染症拡大の影響のためさまざまな制約を余儀なくされたが、それでも下記の取り組みを行った。

 

・EDP(募集定員:100 名)の拡充 

→学術院の学問理念である 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。また、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、倍率があがっている。 

また、これまで 2 回実施していた AO 入試を 2021 年度入試より 1 回実施へと変更したが、志願者は増加した。 

→海外からの注目度が上がり、問い合わせが増加していることから EDP 独自のパンフレットを作成した。アジア・欧米

圏の高校に向けたリクルーティング活動も活発化している。 

→世界各国からの志願者がより出願しやすい環境作りを目指し、2022 年度に完全オンライン出願システムを導入

するための準備を推進した予定。 

→コロナ禍においても EDP と JDP の学生の授業外交流を促進するため、EDP 生が主体となる学生団体の運営

及び広報のサポートを継続実施した。なお、学生団体には年度ごとに学部執行部による活動継続審査を課してい

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を促進し、履修した科目の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
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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に配慮したカリキュラムを継続的に

運用している。 

 

・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

進を図っている。 

 

・エセックス大学経済学部との協定に基づく3＋1 プログラム(3年間で早稲田大学で学士号を取得＋1年間でエセック

ス大学の修士号を取得)が発効した。 

 

・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・アジアによる夏季集中講座および春季集中講座を実施した。 

 

・「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・充実した。 

・2020 年度に予定していた国内外のインターンシップはすべて中止となったが、2021 年度については対面式で可能な

ら再開を予定している。 

 

（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－ 

・会議の効率化 

 オンラインでの会議が常態化したこともあり、政治経済学術院教授会、政治経済学部運営委員会、政治学研究科・

経済学研究科の運営委員会で完全ペーパーレス化を実現した。また、これらの会議体では資料の事前配付を併用す

ることで、会議時間のさらなる短縮に努めている。 

 

・会議における日英両言語の使用の定着化 

 会議体での配付資料、学術院内規の英訳を順次進めている。また、役職者選挙、人事、学位授与等に際しての審

議・投票について、まだ部分的ではあるが英語での議事説明も行った。資料の翻訳ソフトの検討にも着手している。 

非日本語話者を中心にした英語のみの会議を設けることも検討している。 

 

・テニュアトラック制度のさらなる整備 

 公正かつ透明性のある審査体制を確立するとともに、卓抜した研究成果を挙げ他大学から引き抜きがかかる教員に

対応するために早期テニュア審査制を導入し、実際に適用した。テニュアトラック教員のキャリアディベロップメントを支援す

るメンター制度の活用をはかっている。 
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２．2021 年度計画 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

・2021 年度学部一般選抜入試のレヴュー 

 →2020年度にはじめて実施した新制度のもとでの入試を出題・採点等に関して振り返り、2021年度の入試問題の

作成や採点に活かしていく。現行の政治学科 300 名、経済学科 400 名、国際政治経済学科 200 名のバランスは

適切なものと考えており、このバランスを維持する対応策についても検討を開始する。 

 

・附属・系属校の執行部と懇談する機会をもち、高大接続をより緊密なものとしていく。 

 附属・系属校からの進学者はかなりの割合を占めており、その学力をさらに向上させることを主な狙いとする。大学院進

学希望者や留学希望者を早期に発掘し、スポーツ推薦をも含め特別推薦の柔軟化について合意形成をはかる。 

2021 年度の懇談は 5 月から 6 月にかけて実施する計画である。また、今後、少なくとも隔年で実施していくことを予定

したい。 

 

・国内の指定校推薦については学部独自で指定基準をすでに改定しているが、当学部の基準の公表の可能性につい

て、今後、学内調整・検討の開始を予定している。 

 

・国外指定校推薦について、JDP、EDP ともに優秀な学生を安定的に獲得できるよう見直しを行う。 

 

・英語学位プログラム入試についての積極的なリクルートを行い、様々な国籍の優秀な学生を獲得できるように努める。

コロナ禍においても、オンライン説明会等でプログラムの情報発信を行う。 

 

・積極的広報の展開 

新入試制度の趣旨について受験指導者、受験生の理解をはかるべく、引き続き積極的に広報活動を展開する。 

 

・政治学研究科グローバル公共政策コースの積極的広報 

グローバル公共政策(GPP)コースについても、その設置の目的とカリキュラムの特徴の周知をはかり、潜在的な需要を

掘り起こすべく積極的に広報を展開する。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

① カリキュラムの一層の整理・体系化 

2019 年度の学部カリキュラム改革に続き、学部・大学院の双方においてカリキュラムを見直し、授業科目数の削減

を検討する。また 2020 年度のオンラインでの授業配信の経験を踏まえ、基本的にオンラインで実施する科目と対面式

が望ましい科目について再検討し、両者の適正なバランスをはかる。 

大学院はこれまで院生実数 40 名に対して教員１名の計算で組織されてきた。多くの院生が切磋琢磨する機会が

提供されてきたが、そのことが教員の負担増につながる面もあった。大学院教育にとって適正な院生の数を精査・検討

し、それに沿って入学定員の見直しを行う。 

 政治学研究科では、グローバル公共政策(GPP)コースを開始する。ジャーナリズムコースも現在の状況により適合的な

ものとするために定員の見直し等の改革に着手する。 
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 経済学研究科では、コースワークの英語化をさらに推進する。 

 

② 英語学位プログラムの一層の充実 

引き続き、世界の主要大学と遜色のないプログラムの実現を目指す。また政治学、経済学をアジア、日本、そして早

稲田大学で学ぶ意義を明らかにしていく。 

 

③ 100 分授業の準備 

 2022 年度の 100 分授業の導入に向けて時間割の検討を行うとともに、さらに授業科目を適正に配置し直し、提供

科目を整理する。 

 

④ 授業負担の軽減 

2019年度カリキュラム改革にともない学部・大学院合わせて5.5コマ～6.0コマを標準とすることとしたが、さらに教員

の負担の軽減をはかり、教育・研究の一層の充実を目指す。学術院役職者の授業負担の軽減をはかるとともに、優れ

た研究業績を挙げ、高い評価を得ている教員の負担軽減策を検討する(とくに「バイアウト制度」がカバーしない研究領

域の教員を対象とする)。 

 

⑤ 教員採用 

従来通り国際公募を原則としつつ、推薦制などを適切に組み合わせた機動的な教員採用を行う。また、その指針と

なる中期人事計画の策定に取り組む。 

いわゆる Vision 枠教員人事については、国際競争力の高い若手教員の採用につとめる。テニュアトラック教員の任

期中の教育・研究が、学術院全体の教育・研究水準を高めるようさらに工夫する。 

 教員の採用に当たっては、女性教員等を積極的に採用するなどダイバーシティを高める工夫を施す(女性の応募者を

極力「ショートリスト」に残すことについてはすでに着手している)。 

 

（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計画－ 

①SGU７拠点との連携 

SGU 実証政治経済学拠点、および、グローバルアジア拠点との連携をさらに展開する。とりわけ、教員のジョイント・ア

ポイントメントを積極的に活用し、優れた研究者を招聘し、教員との共同研究、および院生・学生への指導をさらに促

進する。 

 

②教員の研究時間確保 

持ちコマ数の削減、業務の適正配分、会議の効率化などにより、一層の研究時間の確保をはかる。 

優れた研究業績を挙げ、高い評価を得ている研究者、とくに若手教員の研究時間の確保をはかる。 

 

③ 研究成果の発信 

教員紹介の Web ページを積極的に活用するように心がける。すでに多くの教員が、母語以外の言語（主に英語）

での研究成果の発信を積極的に行っているが、それをさらに促していく。 

 

④ 附置研究所 
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政治経済研究センターおよびジャーナリズム・メディア研究センターを中心に、政治経済学術院所属の教員・院生が

主体的に研究に従事できる環境を整える。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

・海外での学習経験への対応 

留学という範疇の科目群の設定による留学の奨励を検討する。 

留学の成果を活かすため、英語学位プログラム科目履修を推奨する。 

 

・100 分授業導入による学期短縮にあわせ、留学への柔軟な対応をはかる。 

留学に出かけ・戻ってくる学生の便宜を一層はかるよう、柔軟な対応を心がける。 

 

・オランダ・アムステルダム大学の研究プロジェクトとの学術交流を開始する。ドイツ・ベルリン自由大学との学術交流を開

始する。スイス・バーゼル大学およびドイツ・ボン大学との３大学学術交流プログラム(「カテキサマ」プログラム)の開始に

向けて準備を進める。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

・第２期政経グローバルファンドの実施 

新型コロナ感染症拡大の影響のもと、引き続き厳しい状況が予想されるが、政経 150 周年を記念する募金について

検討し、その開始に向けて準備を進める。目的は、教員採用・維持のための独自資金の獲得、大学院生の研究支援

のための奨学金、国内の地方出身者を増やすための奨学金、海外からの留学生に対する奨学金、学部生が大学院に

進学しやすくするための奨学金などを充実させることにある。 

  

・ダイバーシティの向上と「合理的配慮」の徹底 

 女性に限らず、これまで社会的に劣位化され、値しない不利を被ってきた教員や学生を迎え入れ、リーズナブルな配慮

をきめ細かく提供できるような体制を整えていく。 

 

以 上 
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１．2020 年度報告 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2021 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 今後検討を要する入試関連事案について建設的な議論を進められるよう、入試を取り扱う委員会の体制および委

員構成を見直した。 

② これまで、「学部説明会」および「模擬講義」を軸に附属・系属校との高大接続を図ってきた。一昨年度から附属・

系属校生と法学部との「マッチング」を合言葉に、法学部での学びの本質や魅力、学生や卒業生の活躍を伝える

機会をより身近に設けるべく、学部独自のイベントである「法学部への招待」を附属校 2 校および一部系属校へ向

けて実施した。オンラインにて実施したが、参加者からは参加しやすかった等、好評を得た。 

③ 広報委員会を立ち上げ、地方出身者を含む志願者増加へのアプローチについて議論を重ねている。学部生へのヒ

アリング、データを用いた現状分析、他大学および他国の大学における広報について調査を行い、これまでの広報の

在り方を見直し、より効果的で戦略的な広報の展開について検討を開始した。 

 

【法学研究科】 

① 2020 年 6 月より開始予定であった新制度:修士課程国外特別入試は、新型コロナウィルス感染症の影響を受け

て実施を見送りとした。 

② 修士課程一般入試は、口述試験をオンラインで実施する等の措置を取りながら、例年どおり教場にて筆記試験を

実施し概ね前年並みの出願者数となった。 

③ 知的財産の創出からその活用、さらにはその過程で生じる紛争の防止や対応に至るまで法律知識に裏付けされた

実務を遂行できるエキスパートを養成する１年制修士課程のコース「知的財産法 LL.M」について、社会人のリカレ

ント教育を含むことから、さらなる定着をはかるため、豊富にそろえた魅力的な講師陣を前面に押し出したホームペー

ジによる広報とあわせて、模擬講義を実施した。 

④ 国際社会が直面する広域アジアで諸問題に対する法的知識を体系的に学ぶ１年制修士課程のコース「現代アジ

ア・リージョン法 LL.M」について、世界各国から数多くの留学生が日本人学生とともに学んでおり、新型コロナウィル

ス感染症の影響で出願者の減少が心配されたが、オンラインによる授業風景を紹介するなどしたことにより、前年度

同様 20 か国からの出願を得た。 

 

【法務研究科】 

① 2021 年夏にはじめて実施する「法曹コース」修了予定者を対象とする特別選抜およびそれ以外の者を対象とする

一般選抜を見据え、入試選抜制度の細部に至る設計を行った。 

② 法曹養成連携協定を新たに 1 校と締結した。このことにより協定校は 5 校となった。 

③ コロナ禍の下、体温確認、教室換気、座席間隔の確保などの感染症対策を施したうえで、2020 年 8 月および

2021 年 1 月に入学試験を例年どおり実施した。新型コロナ感染症に感染またはその疑いを理由に試験を欠席し

た者に対して追試験の受験を認める措置を取った。 

④ 広報宣伝活動は中止またはオンラインでの実施を余儀なくされた。 
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（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－ 

【法学部】 

① 科学技術の高度な発展に伴い、未知の領域における法制御の重要性が増している。新しい社会の流れに対応す

る履修プログラム「先端科学技術と法」の 2022 年度開設を目指して、カリキュラム概要を策定した。 

② 法曹（弁護士、検察官、裁判官）を志望する学生に対して、法学部と法務研究科の一貫教育による「法曹コー

ス」の本稼働に伴い、授業以外の課外活動として以下のような取組を実施した。 

・法律事務所インターンシップ(対面実施):「刑事弁護体験」をテーマとして弁護士からの直接指導を受ける 

・ｵｰﾌﾟﾝｷｬﾝﾊﾟｽでの公開討論(Zoom):「SNS における名誉棄損」をテーマとした弁護士と学部生による共同企画 

・検察庁訪問（対面実施）、卒業生弁護士によるレクチャー（Zoom） 

 

【法学研究科】 

① 2020 年より開始の末延財団寄附講座では、新型コロナウィルス感染症の影響により、当初予定していた欧米から

招聘する講師の来日が困難になるなどしたが、オンラインに切り替えるなど再調整して実施した。 

ｱｶﾃﾞﾐｯｸﾘｻｰﾁ講座は、新規採用した任期付教員（外国人実務家）により順調に実施した。 

② 研究者養成を強化するために、従来の博士論文提出資格試験を改定し新たな外国語能力試験制度を開始し

た。 

 

【法務研究科】 

① 法曹コース修了者の２０２２年４月入学を見据え、法曹コース３年＋法科大学院２年の学修に一貫性・体

系性を持たせられるよう教育課程を策定した。 

② ２０２３年度から実施される司法試験の在学中受験に対応する教育課程を策定した。 

③ 法学未修者教育のあり方について引き続き検討を行った。 

④ コロナ禍の下、オンラインを中心とした授業実施を余儀なくされた。学期末の定期試験は学生一人ひとりとオンライン

で結び、論述試験を実施した。 

 

（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－ 

【法学研究科】 

①博士後期課程の学生に対して優れた学術論文の海外学術誌への投稿を支援する「英語による学術論文投稿助

成制度」を開始した。 

 

【法務研究科・法務教育研究センター】 

①コロナ禍の下、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実施した。講座（「法務リカレント講座・

セミナー」「法律基礎講座」）、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。オンライン方式で

の実施により、法曹養成連携協定を締結した各校の学生が遠隔地から多数の参加が見られた。 

②紀要「法務研究論叢」の第５号を１１月に発行した。 

③ 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。 

 

-11-



Waseda Vision 150 法学学術院の将来構想の進捗状況報告 

 

3 

【比較法研究所】 

①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して、研究所が 2017 年度から取り組んできた全所的研究教育プロジェクト

「Law and Sustainability 学の推進」の研究成果を、叢書第 48 号「持続可能な世界への法－Law and 

Sustainability の推進」にまとめて8 月に刊行した。また、7 月18日(土)には、出版記念セミナーをオンライン形式で

開催し、一般参加者も交えて活発な議論が展開された。 

②24 件の共同研究プロジェクトが活動した。 

③上述の叢書第 48 号のほか、「比較法学」第 5４巻第 1～3 号、「Waseda Bulletin of Comparative Law」

（英文年報）第 39 号 を出版した。 

④ 研究所の研究・教育活動について年次報告書（日本語版、英語版）にまとめ、ウェッブに公開した。 

 

（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 毎年実施している法学部主催短期留学プログラム「ハワイ大学ロースクールスタディプログラム」は、新型コロナウィル

ス感染症の影響によりオンライン実施となったが、例年と変わらない人数の学生が参加した。 

② 法学部カリキュラムに則した海外留学案内につき、新入生オリエンテーション用にオンラインコンテンツとして作成し配

信したが、新型コロナウィルス感染症の影響により 2020 年度は海外留学が不可能となった。その状況を踏まえ、ア

メリカの大学のロースクールに留学中の卒業生弁護士の話を Zoom 配信し、アメリカのロースクール（法科大学

院）への留学方法について知る機会を設けた。 

 

【法学研究科】 

① ベルギーのルーヴァン・カトリック大学との間に修士課程のダブルディグリー協定および箇所間交換留学協定の締結

を行った。本協定を利用して、2020 年度はダブルディグリー制度の修士学生１名を英語プログラムに受け入れ

た。 

② 末延財団の公募助成金「比較法・外国法研究プロジェクト」の資金を活用して、主に博士後期課程在学者を対

象として若手研究者育成を目的とした研究交流や講演会をオンラインにて実施した。 

 

【法務研究科・法務教育研究センター】 

① 国際化への対応力を備えた法曹を養成する取り組みを続けており、 (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展開している。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している。 

② コロナ禍の下、「Same Sex Marriage」をテーマに、5 日間にわたりアメリカ、韓国、台湾、ドイツからのべ１２８人

の参加を得てオンラインで実施した Transnational Program を除き、２０２０年度の海外交流は叶わなかった。 
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（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

【法学研究科】 

英語学位プログラム生に向けたキャリア教育支援 

日本語が得意ではない英語学位プログラムの学生が日本国内で職業体験（インターンシップ）や就職活動を行う際の

キャリアガイダンスとして、今年度はオンラインを利用して集団ガイダンスおよび個別相談を実施した。また、法学研究科

英語学位プログラム生を対象として英語かつ法律関連業務の個別インターンシップ提供を行ってくれる企業一社と協定

を締結した。 

 

【法務研究科】 

女性法曹輩出促進プログラム 

女性法曹輩出促進プログラムもまた、付加価値を有する多様な人材を法曹として輩出するという法務研究科の理念を

実現するための取り組みである。2015 年 4 月の始動後、(1)学生に⾧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。2020 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!」、月例実施の待機型学内交流会「おしゃべりカフェ」などを実施した。 
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２．2021 年度計画 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

【法学部】 

① 帰国生・外国学生入試そのものの在り方、大学入学共通テストにおける課題への対応や利用方法、新学習指導

要領下初となる 2025 年度一般選抜の試験科目とその内容、附属・系属校との継続的な連携強化および被推

薦者と当学部間でのマッチングの適正化に向けた広報活動等の課題について検討を続けていく。 

② 法学部における戦略的な入試広報を集中的に議論、検討することを目的とし新設した「広報委員会」のもと、

2021 年度については(1)法学部ウェブページのレイアウトの改良、掲載記事の充実、(2)地方出身者の優秀層獲

得を目指した法学部独自イベントを計画、実行する。 

③ 2021 年度より、指定校推薦入試受験者および附属・系属校からの推薦入学者には大学入学共通テスト、ある

いはそれに代わる試験の受験を必須とした。それら得点データを活用し、入学後の教育や高大間でのマッチング度

合の確認、推薦型選抜の適切な選考方法検討について検討する。 

 

【法学研究科】 

① 2020 年度は実施を見送った新制度である修士課程国外特別入試の実施をオンライン方式で行う予定である。 

② 自己推薦入試を通じた法学部学生の法学研究科への進学を促すべく、学部時代に履修できる「先取り履修科

目」の周知を行う。また、2 年終了時点で 3 年卒業が可能と判定された学生に対しても、修士号取得の魅力を伝

えるための周知活動を本格的に開始する。 

 

【法務研究科】 

①2021 年夏にはじめて実施する「法曹コース」修了予定者を対象とする特別選抜およびそれ以外の者を対象とする一

般選抜を実施する。 

②コロナ禍の下、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する。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

【法学部】 

① 「先端科学技術と法」のカリキュラムを完成させ、2022 年度より法曹コースと並ぶ法学部の新たな魅了ある履修プ

ログラムとして展開する。 

② 法曹コース１期生の３年卒業予定者を対象とした最初の法科大学院特別選抜入試が 2021 年夏に実施される

ことを受け、法学部優秀者層の本学法務研究科進学に結び付く施策を法務研究科と連携しながら進める。 

 

【法学研究科】 

①早稲田法学によるグローバルリーダーの育成として、研究者養成にあたっては、既存の法学研究科の修士課程から博

士後期課程に進学する学生とともに、法務研究科出身者の司法試験合格者を法学研究科の博士後期課程に入

学させるルートも活発化させることを検討する。 

②英語学位プログラムにおいて、新たに加わる外国人実務家教員やオンラインを利用した海外招聘講師の集中授業

実施などを通してプログラムの教育内容の魅力を高める。 
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③英語学位プログラムにおいて、開設より送り出した３期生までの修了生と法学研究科とのネットワークを構築し、現役

学生に対してキャリア情報などの情報提供を充実させる。2020 年度より開始している「英語学位プログラム生に向け

たキャリア教育支援制度」と合わせて、プログラムの教育内容に付加した総合的な魅力を高める。 

 

【法務研究科】 

① 法曹コース修了者の２０２２年４月入学を見据え、法曹コース３年＋法科大学院２年の学修に一貫性・体

系性を持たせられるよう教育課程の改革を完成させる。 

② ２０２３年度から実施される司法試験の在学中受験に対応する教育課程を完成させる。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

【法学研究科】 

① 「英語による学術論文投稿助成制度」の利用を通して、博士後期課程在学者の論文海外投稿を活性化させる。 

 

【法務研究科・法務教育研究センター】 

① 法務教育研究センターを中心としてリカレント教育プログラムを実施する。特に、講座（「法務リカレント講座・セミナ

ー」「法律基礎講座」）、イベント（講演会、シンポジウム、キャリア説明会等）を充実させる。法曹養成連携協定

を締結した各校の学生に対してオンライン方式の講座への参加ＰＲを強化する。 

② 紀要「法務研究論叢」を発行する。 

③ 法務教育研究センターに退職教員等を招聘研究員として積極的に受け入れ、科研費による研究活動を活性化

していく。 

 

【比較法研究所】 

① 2019 年度から開始した全所的研究教育プロジェクト「先端技術と法」において、現在は技術的側面のみが注目さ

れている先端技術を、社会に導入する際に解決しておくべき法学的課題、整備すべき法制度等について理工学と

法学の双方の視点から検討を加える。 

② 中国社会科学院法学研究所との学術交流を継続し、2020 年度は新型コロナウイルス感染症対策のため 2021

年度に開催を延期したシンポジウム「新技術と法Ⅱ」を 9 月に東京で開催する。新型コロナウイルス感染症の感染

拡大状況によってはオンラインで開催することも検討する。なお、この事業は社会科学国際交流江草基金の国際

研究集会開催助成事業に決定した。 

③ 24 件の共同研究プロジェクトを行う。 

④ 交流協定を締結している海外研究機関との学術交流をより一層活性化させる。 

⑤ 研究成果を広く学内外に還元するために、学内外から講師を招き、公開講演会やシンポジウムをオンラインもしくは

対面で開催する。また、研究成果の教育貢献の一環として学生還元企画を実施する。 

⑥ 「比較法学」第 55 巻第 1～3 号、叢書第 49 号『スイス統一民事訴訟法』、「Waseda Bulletin of 

Comparative Law」（英文年報）第 40 号 を出版する。 

⑦ 研究所の研究・教育活動を年次報告書（日本語版、英語版）にまとめ、ウェッブに公開する。 
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（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

【法学部】 

① 「ハワイ大学ロースクールスタディツアー」は状況に合わせて渡航留学もしくはオンライン留学として継続実施する。 

 

【法学研究科】 

①大陸法財団を介した研究交流や講演会開催などを通じてフランス法研究教育を充実させることを検討する。 

 

【法務研究科・法務教育研究センター】 

①国際化への対応力を備えた法曹を養成する取り組みを継続し、 (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展開する。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している。 

これらのプログラムを継続実施し、派遣留学生、グローバル・ビジネス・コースの修了者および学内での国際プログラム

への参加者を増加させていく予定である。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

【法学部】 

法律事務所インターンシップ 

2020 年度実績を踏まえ、2021 年度はプログラムを「刑事弁護」と「民事弁護」の２つに増やし、参加人数を倍にして

実施する。現役弁護士の実務に触れる機会を設けることで、法曹進路の具体像を抱ける実践プログラムとする。 

 

【法務研究科】 

女性法曹輩出促進プログラム 

女性法曹輩出促進プログラム（以下、“FLP: Female Lawyers Project”と呼ぶ。）の (1)学生に⾧期的な法曹と

してのビジョンを持たせることを目的とした、社会で活躍する女性法曹を招いた講演会等の実施、(2)学生が身近なロー

ルモデルやメンターを得ることを目的とした、身近な女性法曹との交流会の実施、(3)女性の学生に対する具体的な学

修支援等の実施、の３つの柱を中心に活動を実施していく。未だ必ずしも社会における女性法曹の数が十分ではない

現状に鑑み、法務研究科から付加価値を有する女性法曹の輩出を積極的に促進するための次の 5 つの総合的な取

組を行っていく。①女性が法曹になることの魅力ややりがいを女子中高生、学部生に伝え、より多くの女性に法曹を志し

てもらうための説明会やシンポジウムの開催、②他の法科大学院や日本弁護士連合会、女性法律家協会等、関連

機関と協働し、女性法曹を輩出することの意義を広く社会に広めるネットワーク活動、③学生に付加価値を有した法曹

としてのビジョンを持たせることを目的とした講演会等の実施、④学生が身近なロールモデルを得ることを目的とした交流

会の実施、⑤在学中の出産育児を経る者を含めた女性の学生に対するきめ細かい具体的な学修支援等の実施。 

 

以 上 
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１．2020 年度報告 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2021 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）大学院文学研究科「国際日本学コース（Global-J）」修士課程において、初の入学試験を実施した。 

２）附属校・系属校との高大接続改革の一環として、入学後のミスマッチが生じないための各種施策（文化構

想学部と文学部への入学を強く希望する者の受入、高校教員からの推薦など）を実施した。 

３）学部一般選抜において、受験生の科目選択に応じて十分な機会提供ができるよう「一般選抜」「一般選抜

（英語 4 技能テスト利用方式）」「一般選抜（共通テスト利用方式）」の 3 つの入試制度に改編した。 

また、入学定員の再設定を合わせて行った。 

４）年度内に実施した全ての文学研究科入学試験において、新型コロナウイルス感染拡大防止に対応した特例

措置を講じた。口述試験においてオンライン会議システム（Zoom）を活用した選抜方法を確立した。 

５）2020 年度新設した修士課程論文特別選抜入試は、時期及び選抜方法において、従来の一般入試（筆

記試験）、推薦入試とは異なる入試として確立した。また、2021年度に募集コースを8 コースから13コース

に増やすこととした。 

 

２．入試広報 

１）「学部紹介」「学部入試制度紹介」といった多くの受験生が求める情報を動画にまとめ、Web サイトで公開し

た。また、コロナ禍において大学の授業の雰囲気が伝わるように、9 つの模擬講義動画を作成・公開した。 

２）文学研究科全 22 コースにおいて、説明会をオンラインで実施した。遠距離からでも参加でき、またコースごと

に十分な時間を確保できることから、説明会の新しい実施形態として今後活用できることが確認できた。 

３）修士課程修了後に就職などをした卒業生の寄稿を全22コース分作成し、Webサイトに順次掲載している。

大学院進学後の多様な出口を明示するとともに、コロナ禍において接点を持ちづらい学部学生への情報提

供の機会とする。 

４）文学研究科「国際日本学コース（Global-J）」修士課程の学生募集のため、日英両言語のサマリーを

Web サイトに掲載し、入試要項の公開に先立ち情報発信を行った。 

５）文学学術院の新任教員を寄稿形式でWeb サイトにて紹介した。対外広報にとどまらず、教職員間のコミュニ

ケーションを促す機会となった。 

６）文学学術院 YouTube チャンネルにて、教育・研究の魅力を伝える動画を発信し、国内外におけるプレゼンス

の向上を図った。 

 

（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．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）、准教授 1 名を准教授（任期付）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）専任教員の採用に際して、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、2021 年

度の専任教員新規嘱任人事において、ほぼ目標通りの採用を行った。 
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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完了した。 

２）大学院文学研究科において、リヨン第三大学と博士後期課程学生の共同研究指導プログラム（コチュテ

ル）の開始に向けた準備を進めた。 

３）大学院文学研究科と東京大学大学院人文社会系研究科との間で単位互換協定を締結した。 

４）専門研究でも活かせる語学力強化を目指す取り組みとして、2021 年度からの英語オンデマンド授業の導入

に向けて、2020 年秋学期にパイロット運用を実施した。 

５）文化構想学部「国際日本文化論プログラム（JCulP）」において、クォーター制が有効に機能し、目標として

いた学修成果を達成し、完成年度を迎えた。 

 

３．きめ細やかな学生支援への取り組み 

１）コロナ禍のなかで、オンライン授業の特性を生かしたインタラクティブな学修機会を積極的に提供した。 

２）2020 年 11 月に、学部 1 年生向けの対面イベント「クラスミーティング、早稲田で会おう!」を開催した。 

３）2020 年度秋学期より、少人数教育においても学生の声を聞けるよう、学生授業アンケートの設問を工夫し

て実施した。 

 

（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．研究の国際展開の推進 

１）総合人文科学研究センター（以下、人文研）で国際シンポジウム・ワークショップをオンラインで開催した。

(主催５件、共催２件) 

２）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」が有機的に連携して

研究活動を推進した。 

 

２．外部研究資金獲得の促進 

１）科研費応募件数 77 件（前年度比-14 件）、採択件数 31 件（同-14 件）、採択率 40.2％であっ

た。特に今年度は、若手研究（47.1％）と研究活動スタート支援（50.0％）が高い採択率となった。ま

た、継続課題を含めると、学術院全体で 127 件（同+10 件 うち延⾧課題 6 件）を保持した。 

２）2020 年度は、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」を開催

予定（4/3）であったが、コロナ禍により中止となった。その代替として、学内ポータルサイトで研究推進部のコ

ンテンツを周知し、申請希望者のニーズに応えた。 

３）研究推進部主導による若手研究者を対象とした科研費応募支援策を新規嘱任者に早めに案内し、新規

嘱任者に応募を促すとともに、調書準備期間を十分に確保できるようにした。 

 

３．研究関連シンポジウム、フォーラム等の開催 

１）人文研の研究部門主催・共催の研究会・シンポジウムを開催した。（主催６件、共催 7 件、後援 2 件） 

２）人文研年次フォーラム「東日本大震災 10 年の軌跡と大規模災害からの復興をめぐって---新たな「日常」へ

の模索---」をオンラインで開催した。（1/9～10） 

３）清華・漢陽・南開・国立台湾・香港理工の各大学と年次開催している「東アジア人文学フォーラム」を、国立

台湾大学をホスト校として初めてオンラインで開催し、研究成果発表・共同研究を推進した。（11/20～

21） 
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４．研究領域を越えた研究連携の促進 

１）人文研の複数の研究部門による共同研究など、領域を越えたプロジェクト研究を推進した。 

２）コロナ禍により、例年に比べ研究部門主催のイベント等は減少したものの、オンライン開催の支援を行い、部

門の研究活動をサポートした。 

 

５．研究成果の国際発信力強化 

１）大学院生を対象に「英語論文執筆セミナー」を 2 回開催した。（10/28、２/３） 

２）「Waseda RILAS JOURNAL No. 8」を刊行した。 

（掲載論文 27 本中、英語 5 本、中国語 3 本 研究部門特集は 7 本） 

３）文学学術院が展開する教育・研究の魅力を伝える動画を制作し、YouTube で国内外に発信した。 

  ①Invitation to the Tale of Genji （edX 講座） 

②Invitation to The Tale of Genji vol.1: 平安京の姿 

③Invitation to The Tale of Genji vol.2: 『源氏物語』制作という文化事業 

④Invitation to The Tale of Genji vol.3: 『国宝源氏物語絵巻』にみえる人々の姿 

⑤Treasures of the Waseda University Library: The Tale of Genji 

⑥早稲田の日本史研究:世界の中の日本 

⑦「旅する古典」シリーズ（ブリティッシュコロンビア大学（カナダ）との共同事業） 

 

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）キャリア初期研究者支援サイトの充実を図った。 

３）学振特別研究員やリサーチフェローなどに対して共同研究室を提供し、研究活動を支援した。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み状況等－ 

１．学生交流 

1）コロナ禍により、UCLA-Waseda リサーチ・フェローシップ・プログラムで大学院生（１名）の派遣を延期した。 

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。（２名） 

3）コロンビア大学とのダブルディグリー・プログラムにて大学院生の派遣を継続した。（1 名） 

4）コロンビア大学とのダブルディグリー・プログラムにて大学院生の受入を継続した。（1 名） 

5）コロナ禍により、文化構想学部英語学位プログラム(JCulP)ＪＳ学生の短期留学派遣を中止・延期した。 

 

２．研究関連国際イベントの開催 

1）コロナ禍で人的移動が制限されるなか、国際シンポジウム・ワークショップをオンラインで開催した。 

（主催５件、共催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派遣は、コロナ禍により今年度実績

なし。 

２）コロンビア大学との共同研究成果を『〈作者〉とは何か』（岩波書店）として刊行した。 

 

４．連携の模索 
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1）「柳井イニシアティブ」を活用した UCLA との連携について、今後 10 年間の発展的継続を決定した。 

2）INALCO、パリ大学との共催による国際イベントをオンラインで開催し、ヨーロッパの高等教育研究機関との関係

構築・強化を推進した。 

3）スタンフォード大学と日本文学に関わるワークショップの共同開催に向けた準備を開始した。 

4）復旦大学、リヨン第三大学、ルーヴェン・カトリック大学と箇所間協定を締結することに合意した。 
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２．2021 年度計画 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

１．入試制度 

１）学部一般選抜において、2025 年度新学習指導要領導入に対応した入試制度の将来像を検討する。 

２）現在募集停止をしている帰国生入試も含め、海外の高校から文化構想学部・文学部に出願できる新たな入

試制度を検討する。 

３）オンラインによる大学院入試実施を検討する。従来の集合形式の筆記試験に代替し得る選択肢を整理し、

2022 年度入試からの部分的導入に向けた議論を継続する。 

 

２．入試広報 

１）「人文学を学ぶこと」「文化構想学部・文学部の魅力」をテーマにした動画を制作し、集合形式の広報実施が

適わない中においても Web 上で閲覧できるコンテンツの充実を図る。 

２）文学学術院 YouTube チャンネルに入試広報および SGU の研究成果に関する動画を集約し、Web サイト訪

問者に対する視認性を高めるとともに、各種情報が閲覧できるアーカイブスを整備する。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

１．教員採用に関する取り組み 

１）真にグローバルな視野から人文学分野における日本学研究を深化させるため、引き続き世界的に著名な作家

や海外有力大学教員を訪問教員、JA による教員として受け入れる。 

２）専任教員の採用に際して、文学学術院全体で女性教員の比率を 3 割以上とすることを考慮する。 

３）テニュアトラック制度による優秀な若手研究者の採用促進と、国際公募を推進する。 

 

２．学部・大学院のカリキュラム改革 

１）大学院文学研究科「国際日本学コース（Global-Ｊ）」修士課程をスタートし、文化構想学部「国際日本文

化論プログラム（JCulP）」との連携を強化する。 

2）学部の語学教育改革として、専門研究でも活かせる語学力強化を目指し、2 年次英語必修科目の英語オンデ

マンド授業を開始する。 

３）学部の初年次教育の一つの要である「必修基礎演習」のオンラインコンテンツを拡充し、人権教育（ハラスメント

防止を含む）を取り入れる。 

４）クォーター制の在り方、100 分授業導入に向けたカリキュラム等の見直しについて検討を行う。 

 

３．きめ細やかな学生支援への取り組み 

１）2021 年度学部新 2 年生に対するケアについて、各論系・コースの取り組みを推奨・支援する。 

２）コロナ禍で入国困難な留学生等の修学を支援する。 

３）ハラスメント防止対策について環境を整備する。 
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（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

１．研究の国際展開の推進 

１）ブリティッシュコロンビア大学と協同し、「旅する古典」シリーズのコンテンツを継続して制作・公開する。 

２）清華大学、カ・フォスカリ大学と共同で、日本文学・文化史に関する書籍の制作に着手する。 

３）SGU「国際日本学拠点」を核にした国際共同研究・国際共著論文執筆を推進する。 

 

２．外部研究資金獲得の促進 

  1）科研費の獲得を一層促進する。 

  2）大学院生を対象に、オンラインを利用して「日本学術振興会特別研究員（DC）応募チャレンジセミナー」を

開催する。 

 

３．研究関連シンポジウム、フォーラム等の開催 

１）人文研の研究部門主催・共催の研究会・シンポジウム・ワークショップ等を開催する。 

２）国際シンポジウム「総合人文科学研究センター年次フォーラム」を開催する。 

３）清華・漢陽・南開・国立台湾・香港理工の各大学と「東アジア人文学フォーラム」を開催し、国際的な共同

研究を推進する。（ホスト校:清華大学） 

４）コロンビア大学、UCLA、スタンフォード大学と学生参加型の共催イベントを米国にて開催する。 

５）北京大学、寧波大学、バーミンガム大学、ストラスブール大学との共催イベントを本学にて開催する。 

６) 欧州、北米、南米から研究者や文化人を招聘し、詩、落語、歴史、現代文学、古典等をテーマとする国際

イベントを開催する。 

 

４．研究領域を越えた研究連携の促進 

１）人文研の複数の研究部門による共同研究など、領域を越えたプロジェクト研究を推進する。 

２）データ科学センターと協力し、データを活用した文理融合による研究を推進する。 

３）新任者を始めとした学術院所属教員の研究内容を紹介するセミナーを開催する。 

 

５．研究成果の国際発信力強化 

 １）若手研究者のための英語論文執筆セミナーを開催する。 

 ２）「Waseda RILAS JOURNAL」における英語論文の掲載を促進する。 

 ３）オンラインでのイベント開催を支援し、研究活動の成果を国内外に向け広く発信する。 

 

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る。 

 ２）大学院生を中心に、研究活動の支援を行う。 

 ３）キャリア初期研究者支援サイトの充実を図る。 
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（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

１．学生交流の推進 

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する。 

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る。 

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る。 

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する。 

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る。 

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

派遣する。 

 

２．研究関連国際イベント（シンポジウム・ワークショップ等）への学生の参加促進 

1）コロンビア大学、UCLA・柳井イニシアティブ、スタンフォード大学と学生参加型の共催イベントを米国にて開催 

する。 

2）北京大学、寧波大学、バーミンガム大学、ストラスブール大学との共催イベントを本学にて開催し、学生の参加を

積極的に推進する。 

3) 欧州、北米、南米より研究者や文化人を招聘し、詩、落語、歴史、現代文学、古典等をテーマとする国際イベ

ントを開催し、学生の参加を積極的に推進する。 

 

３．国際共同研究の教育への活用 

１）Waseda-UCLA 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を派遣する。 

２）ブリティッシュコロンビア大学と協同し、日本文学を学ぶ国内外の学生に向けた「旅する古典」シリーズのコンテンツ

を継続して制作・公開する。 

３）清華大学、カ・フォスカリ大学と共同で、日本文学・文化史を学ぶ学生に向けた書籍の制作に着手する。 

 

４．海外の高等教育機関との連携強化 

１）「柳井イニシアティブ」を活用し、UCLA との連携を強化する。 

2）スタンフォード大学との箇所間協定に基づく交流事業を推進する。 

3）ヨーロッパの高等教育研究機関、特にルーヴェン・カトリック大学、INALCO、パリ大学、カ・フォスカリ大学との関

係構築・強化を推進する。 

4) 中国の高等研究機関、特に北京大学・清華大学などとの関係構築・強化を推進する。 

5）シンガポール国立大学と大学院連携の検討を開始する。 

 

以 上 
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１．2020 年度報告 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2021 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 

2020年度までの大学入試センター試験を活用した、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、2021 年度からの大学入学共通テストを活用した学校推薦型選抜が充実した入試制度となるよう検討を行っ

た。また、本学部の特色である、多様な科目を利用した一般選抜の、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。 

 

②一般選抜に代わる入試の検討状況 

学校推薦型選抜、帰国生徒選抜・社会人選抜、および外国生受け入れのための試験を実施し、具体的な議論を行

った。特に、外国生のための選抜では、一部科目を変更する等の具体的変更を実施した。また、学校推薦型選抜につ

いては、積極的に広報を行い、本学部の特色に合致するような教育課程を実施する高等学校を積極的に指定した。 

 

③入試広報の展開状況 

オープンキャンパスのオンラン化に合わせ、大学体験 WEB サイト上に、学部と各学科・専攻・専修の紹介（13 コンテン

ツ）や、模擬講義の動画（28 コンテンツ）等を掲載した。また、教育学部のウェブサイト上でもオンラインオープンキャン

パスを実施し、ゼミや研究室紹介に加え、学生による授業紹介等、様々なコンテンツを公開した。各附属・系属高に対

しても、オンラインでの学部紹介等を実施した。 

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などを通じて、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留学（含む休学）制度活用の促進 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、留学の促進が困難であった。 

 

②卒業論文・卒業研究 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、対面での指導や野外調査などには支障が生じたものの、オンラインを活用し

た体制により十分な指導体制を整備して成果を得た。 

 

③理科教員養成 

生物学・地球科学の最先端の研究成果を身に着けた優れた理科教員養成の充実を目指している。 

 

④博士論文・修士論文 

 論文審査基準を改訂したことを契機として、大学院教育の一層の充実を図った。 

 

⑤博士後期課程研究指導体制充実への取り組み 

 博士後期課程の研究科要項に学位取得プロセスに関する具体的な記述を行い、大学院における研究指導体制の
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一層の充実を図った。 

 

⑥教職大学院における取り組み 

 学内外の教育関係者による評価を充実させ、教職大学院における教育活動の改善を目指している。 

 

⑦テニュアトラック制 

 テニュアトラック制を導入し、教育・研究に秀でた教員採用手段が充実された。 

 

（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－ 

教育総合研究所における事業展開 

研究支援事業として、2020年度は合計14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、国際

的な教育課題を研究テーマにした研究部会となっており、学内の教員、博士後期課程の学生をはじめ国内の研究者を

含めた構成員で研究活動が展開された。 

また、成果発表として、2021 年１月に各研究部会の公開研究発表会を開催し、研究所紀要では 7 部会の成果が

『早稲田教育評論』35（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－ 

①留学（含む休学）制度活用の促進 

 新型コロナウイルス感染症の影響により、留学の促進が困難であった。 

 

②国際交流事業の展開 

新型コロナウイルス感染症の影響により、対面形式で国際交流プログラムの開催ができなかったため、国際交流委員

会を中心としてグローバルな学術交流事業実施に向けた方法を検討し、Web 会議システムを利用したオンライン形式

で 2020 年 12 月 5 日に国際交流プログラムを実施することができた。国際交流プログラムへの参加大学は、本学と協

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）となった。国際交流プログラムでは、各大学の大学院生が4名ずつ、総勢20名がプレゼンターとして参加し

研究発表を行った。また、オーディエンスとしても各大学から大学院生や、国際交流担当教員・事務担当者が複数参

加しており、オンライン形式の中でもグローバルに学術交流事業を推進することができた。 

また、教員・研究者の研究交流および現地での研究調査を目的とした短期相互派遣を実施するため、新たにエスト

ニアのタルトゥ大学と箇所間協定を締結した。 

 

（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－ 

教職支援センターの運営 

（教育学部に配置された教職課程の科目の調整） 

全学学生が履修可能であるように各科目の開講クラス数、開講学期、開講時間帯について調整・確認をした。 

また、教育学部新入生を対象としてオンラインでの教職課程説明会を2020 年 3 月 27 日より公開し、教員免許状取

得のためのスケジュールやカリキュラムについての案内・周知を行った。 
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（課程認定申請および課程認定変更申請） 

再課程認定後、初めて新課程の変更届を文部科学省に届け出た。 

 

（教育実習・介護等体験等の企画および運営） 

教育実習を行う予定の約 500 名を対象にガイダンスを実施し、教育実習のための手続きや注意事項を説明し、のべ

424 名が教育実習（新型コロナウイルス感染症の影響による代替措置※者含む）を行った。 

介護等体験では 362 名（新型コロナウイルス感染症の影響による代替措置※者含む）が体験を実施し、この支援を

行った。 

※2020 年度は新型コロナウィルスの感染拡大のために教育実習や介護体験を中止せざるを得なかった学生に対して

代替措置を講じ、大きな混乱もなく多くの学生が無事に履修を終えることができた。 

 

（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） 

初等教育インターンシップ 1 名、学級経営インターンシップ 9 名、中等国語科インターンシップ 4 名を派遣した。 

また、2021 年度に向けた説明会を 2020 年 10 月 13 日に開催し、新たに 6 校と協定を締結し、学生を派遣する

予定となっている。 

また、新宿区教育委員会との協定に基づく教育ボランティア活動は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により春学期

は中止となったが、秋学期は 12 名が新宿区内の公立小中学校で教育ボランティア活動を行った。 

 

（教員就職指導室の運営および教員志望者への就職支援） 

新型コロナ感染拡大の影響により 5 月~8 月の教員就職指導会を全て中止とせざるをえなかったが、秋以降、対面に

よる指導会を開催※するとともに、対面での参加が叶わない学生に向け、動画の公開を行うなどした。 

※開催（予定含む）の内訳は次の通り。 

・第一回指導会「教員採用試験対策キックオフガイダンス」10 月 17 日（土）開催 参加 40 名 

・第二回指導会「論文対策指導・合格体験談発表」12 月 12 日（土）開催 参加 25 名 

・第三回指導会「論文対策指導・小学校教員認定試験合格体験談発表」2 月 26 日（水）開催予定 

14 号館 2 階 教員就職指導室では、のべ 1,792 名（4 月~12 月末迄・院生、卒業生を含む）の利用があった。 

 

（教員免許状更新講習の企画および運営） 

新型コロナウイルス感染症の影響により、対面での講習を断念しオンラインでの実施とし、受講者はのべ 24 名であった。 

 

（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） 

今年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、例年 5 月に開催してきた稲門教育会総会および各地方支部の

総会、懇親会等は全て中止となった。各支部では、会報誌の作成やオンラインでの交流実施、感染症対策のために屋

外で講習会等が開催されたとの報告を受けており、稲門教育会の補助金申請も例年の７割にあたる申請があった。ま

た、「稲門教職界 18 号」は 2021 年 3 月に発行する予定。 

 

②教育総合クリニックでの取り組み 

①作業療法士の資格を持つ講師を配置して、体幹づくりから手指の細かな作業までを習得するための年間を通じた感

覚統合トレーニングプログラムを新規で開設し、実施した。 

②コロナ感染の影響による子どもの心理的ケアについて、クリニック HP において広報し、保護者や教員向けのワークショッ
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プを実施した。 

③オンライン相談を４月から開始し、緊急事態宣言下の児童生徒、保護者、教職員の相談に応じた。 
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２．2021 年度計画 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

①大学入学共通テストの導入に向けた検討状況 

大学入学共通テストを活用している学校推薦型選抜により入学した学生の学修状況等の確認を行い、より充実した

入試制度となるよう検討を行う。また、本学部の特色である、多様な科目を利用した一般選抜の、より効果的な運用

法を検討し、多様な価値観をもつ学生の獲得を目指す。 

 

②一般入試に代わる入試の検討状況 

学校推薦型選抜、帰国生徒選抜・社会人選抜、および外国生受け入れのための選抜の実施内容を検討し、具体的

な実施準備をすすめる。特に学校推薦型選抜については、積極的に広報を行い、本学部の特色に合致するような教

育課程を実施する高等学校を指定するよう検討する。 

 

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

体験等も積極的に実施する。各附属・系属高における模擬授業等の実施に加え、各種の高大接続事業等を活用し

て、高等学校の生徒を対象とした模擬授業や演習・実習等を実施する。これらと同時に 2020 年度に整備した教育学

部オンラインオープンキャンパスについても拡充を行い、対面でのオープンキャンパスのための来校が困難な受験生に対し

ても、積極的に情報発信を行う。 

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などを通じて、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する。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

①教育効果の高い授業運営の検討 

 ２０２０年度に設置したオンライン教育調査・研究グループにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響を強く受けた

２０２０年度の授業実施方法を振り返り、また１００分授業の導入を見据え、より教育効果の高い授業運営等の

提案を目指す。 

 

②留学（含む休学）制度活用の促進 

 復学後の学習計画等のイメージを学生により分かりやすく示すことを通じて、留学を促進する。 

 

③卒業論文・卒業研究 

 学内の資源を最大限に活用することにより、卒業論文・卒業研究の指導体制の更なる充実を目指す。 

 

④理科教員養成 

 生物学・地球科学の最先端の研究成果を身に着けた優れた理科教員養成の充実を図る。 

 

⑤博士論文・修士論文 

 大学院における研究指導体制の更なる充実を図る。 

-30-



Waseda Vision 150 教育・総合科学学術院の将来構想の進捗状況報告 

 

6 

⑥教職大学院における取り組み 

 引き続き学内外の教育関係者による評価を充実させ、教職大学院における教育活動の改善に反映させていく。 

 

⑦テニュアトラック制 

 テニュアトラック制の活用も含め、教育・総合科学学術院の教育・研究の充実および優秀な教員の採用を目指す。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

教育総合研究所における事業展開 

研究支援事業では、引き続き、学内から公募研究を広く受け入れ、学内外の研究者が教育の課題に取り組めるよう、

当該事業の予算を増額して対応する。また、2020 年度より大規模に導入されたオンライン教育についての研究を重点

的な研究部会として支援し、学内外にその成果を提供していくこととする。また、出版・広報事業においては、刊行物や

講演会のオンライン化を推進し、当研究所の情報を学内外に広く発信していく。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

①留学（含む休学）制度活用の促進 

復学後の学習計画等のイメージを学生により分かりやすく示すことを通じて、留学を促進する。 

 

②国際交流事業の展開 

学術院内の国際交流委員会を中心として、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た学術 

交流事業を一層推進する。海外他大学との交流や提携の検討もさらに進める。 

また、2020 年度に新型コロナウイルス感染症の影響により、Web 会議システムを利用して国際交流プログラムを実施

した経験を活かして、2021 年度は対面形式やオンライン形式によるグローバルな学術交流事業を模索しながら、その

両方を行うハイブリッド形式も選択肢のひとつとして国際交流プログラムの開催を検討しつつ、引き続きグローバルな学術

交流事業の発展と進化をさせていく。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

①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、以下の事業を実施する。 

・教育学部に配置された教職課程の科目の調整 

・課程認定申請および課程認定変更申請 

・教育実習・介護等体験等の企画および運営 

・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 

・教員免許状更新講習の企画および運営 

・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 
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・現職教員に対する公開講座、研究講座等の企画及び運営 

 

教育総合クリニックでの取り組み 

以下のプログラムを実施する。 

①LD（学習障がい）やギフテッド（博士タイプの発達障がい）の児童生徒に対する「実行機能トレーニング」。 

②プログラム受講中の児童生徒の保護者や教職員に対し、介入に関する LIVE オンライン解説。 

（実践中のプログラムを別室でモニターし、解説を受ける OJT ワークショップ） 

③公認心理師志望学生と、教員志望学生が連携した学習支援や生徒指導の実践演習。 

 

以 上 

-32-



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

 
 

 
 
 

 
 

商学学術院 
将来構想 

 
2020 年度報告・2021 年度計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-33-



Waseda Vision 150 商学学術院の将来構想の進捗状況報告 

 

1 

１．2020 年度報告 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2021 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 年度から実施する一般入試改革について、「英語 4 技能型」、「数学型」、「地歴・公民型」の新設にあわせ

て、想定される問題点の抽出や様々な資料の収集を行い、多方面にわたって検討することにより、安定的な実施を実

現した。 

様々なデータを用いて検証を行い、2021 年度から導入された新入試システムへのスムーズな移行を実現した。 

パンフレットやホームページ等で入試制度改革を踏まえた広報を展開した。 

 

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べく、引き続き学部と連携して「学部・修士 5 年一貫修了制度」と特

別推薦入試の周知を進める。具体的には、商学部生を中心にアンケート調査を行った。 

２．受験生の出身国多様化 

特に、修士課程における出願者の出身国の多様化に努める。博士後期課程においては、JICA SDGs グローバルリー

ダーコースによるマッチングを引き続き実施した。 

 

会計研究科 

１．5 年一貫修了制度入試の導入 

先取科目単位の認定による早期修了制度を活用して、「飛び級」によらず学部・研究科を５年で修了できる制度を

新設し、これに対応した入試を実施した。 

２．オンライン入試説明会・相談会の実施 

対面での入試説明会を中止した際の代替としてウェブサイトへの説明動画を掲載し、さらに予約制のオンライン入学相

談会を開催して入学希望者が教職員に直接質問できる機会を提供した。対面での入試説明会再開時には、説明会

を動画で配信して自宅や遠隔地からの参加を可能とした。 

３．コースの募集人員の見直し 

2019年度に新設した「アクチュアリー専門コース」の学生募集が好調であることから、「会計専門コース85名、アクチュ

アリー専門コース 10 名」としていた募集人員を「会計専門コース 80 名、アクチュアリー専門コース 15 名」に変更した。 

 

経営管理研究科 

１．入試制度の適切な運営、検証 

本年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響によって入試業務に関しても大きな制約が生じたが、そのような状況下

にあっても各入試制度を適切に運営した。また、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。 

新型コロナウイルス感染拡大の影響により入試広報も大きな制約を受けたが、そうした中でも例年を上回る多くの受

験生からの出願があった。 

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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２．積極的な広報活動の展開 

早稲田ブランドの国際認知度は改善の余地があるため、海外の留学生向け WBS 広報動画を作成、発信すること

で、これまで接触できなかった層へのリーチを心がけ活動した。 

世界のビジネススクールの入学試験で必要の受験要件とされる 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のため行動し

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－ 

商学部 

１．カリキュラムの継続的な検証と問題点の検討 

将来的な教育システムの見直しのため、管理委員会特別委員会を起ち上げ、現行トラックの再編およびカリキュラム

の改編について検討を進めた。 

２．基本方針に則った専任教員人事およびテニュアトラック制度を活用した教員人事の推進 

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、2020 年度は 4 名（4 名中 1 名は日本国籍以

外の教員）の専任教員および 1 名の任期付教員が着任した。また、2021 年度については、コロナ禍の影響による人

事凍結の方針が示されたが、教務部と交渉のうえ、2021 年 4 月着任 2 名（うち 1 名は女性）の専任教員の採用を

決定した。 

３．Global Management Program 設置に伴いう英語カリキュラム改定 

英語必修科目の習熟度別クラスを現行の 3 レベル（中級、準上級、上級）に加え、2021 年度より上級プラスのク

ラスを新設することを決定した。上級ブラスでは 1 クラスあたり 10 名程度の履修者による少人数授業を実施し、きめ細

やかな授業を実施する。また、この改定に伴い、英語科目全般の科目名称を一新した。 

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「起業家養成プログラム（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５科目を開講し、延べ 553 名が受講した（当初

は 6 科目開講を予定していたが、うち 1 科目は新型コロナウイルスの影響により休講）。 

 

商学研究科 

１．カリキュラムの継続的な検証と改定 

従来より博士後期課程の学生について原則入学後第 1 セメスター終了時までの視聴を必須としていた「研究倫理

概論」について、修士課程の学生についても視聴を義務付けることを決定した（2021 年度以降入学者、非正規科

目の視聴も可）。 

また、2022 年 1 月以降提出の修士論文については、副査指導期間終了後に「修士論文提出予定」の届け出を

義務付けることを決定した。 

 

会計研究科 

１．カリキュラム改革 

(1)アクチュアリー専門コース（2019 年度新設）関連科目の増強・体系化 

2018 年度 20 科目、2019 年度 25 科目、2020 年度 26 科目と順次拡充している。同コースの募集人員増加
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を踏まえて同分野の専任教員、任期付教員、客員教員採用を行い、2021 年度からの教育体制を強化した。 

(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との提携講座が 2018 年度 10 科目（1,200 万円）であったが、2019

年度 11 科目（1,700 万円）、2020 年度も 11 科目（1,700 万円）開設し、最新の実務が学べる環境を整備

している。 

(3)英語科目・ワークショップ科目の必修化 

2020 年度より、Professional Communication（英語）系統科目およびワークショップ科目から 3 単位以上を

必修とするよう修了要件を変更した。これは、カリキュラムポリシーを見直し、専門性と高いコミュニケーション能力の向上

を目指して、英語科目・ワークショップ科目の必修化により、少人数科目の履修を促進することとしたことによる。 

(4)学部先取り科目の拡大 

学部先取り科目は、商学部・政治経済学部を対象として28科目を開放している。2021 年度入試より、先取科目

単位の認定による早期修了制度を活用した 5年一貫修了制度入試を導入し、2021 年度は商学部より1名入学予

定である。 

(5)グローバルエデュケーションセンター（GEC）設置科目の活用 

2020 年度より、自由科目の履修要件を緩和し、GEC 設置の全学オープン科目（特にアクチュアリー分野に関連す

る科目:データ科学科目や統計リテラシー科目等）について、学生の履修機会拡大を図った。 

 

経営管理研究科 

１．カリキュラムの適切な運営 

教育訓練給付金制度の指定講座となったプログラムの入学者に対するサポート体制を構築るとともに、在学生に対

するカリキュラムの安定的運営を図った。 

２．EMBA プログラムの開発 

国内外のエグゼクティブを対象とした MBA コースの開設準備を推進した。 

３．緊急特別講義「WBS 教授陣の考えるコロナ危機とその後の世界」の実施 

緊急特別講義「WBS 教授陣の考えるコロナ危機とその後の世界」をオンラインかつ現役学生・修了生向けとして無

料にて実施し、計 10 回の各講義にのべ 1 万人弱の申込があった。また、当該講義の成果が日経産業新聞のコラム記

事として掲載された。 

 

（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－ 

商学部 

1．研究力の高い教員の招聘 

 2020 年度は、ジョイントアポイントメント制度により、海外から研究力の高い教員 2 名の招聘を決定したが、新型コ

ロナウイルス感染症拡大の影響により、いずれもオンライン授業を展開した。また、2021 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。 

＜2020 年度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） 

ユンサンウォン氏（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、ユンサンウォン氏ともに 2021 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 
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2020 年度は、訪問教員制度により、海外から 2 名の教員の招聘を決定したが、新型コロナウイルス感染症拡大の

影響により、いずれもオンライン授業を展開した。また、2021 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。 

＜2020 年度訪問教員＞ 

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 2021 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 

2020 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た。新型

コロナウイルス感染症拡大の影響により、いずれもオンラインによる授業・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、2021 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。 

＜2020 年度訪問教員＞ 

ギャート ケネス氏 （サンノゼ州立大学 教授） 

メホロトラ ヴィカス氏（アルバータ大学 教授） 

※ギャート ケネス氏、メホロトラ ヴィカス氏とも 2021 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 

2019 年度研究業績について業績評価を実施し、2020 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、2021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 10 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 

2020 年度は、新型コロナウイルスの影響によりすべての受託研修は中止となった。世界 4 大監査法人の一つである

EY グループ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を 2019 年度に日本で初めて実施し、高

い評価を受けたことから、2021 年度は上級レベルのプログラム実施を予定している。 

３．産研講演会、産研フォーラム、産研アカデミック・フォーラム、ビジネスプランコンテスト等の開催 

新型コロナウイルス感染防止のため、対面での各種講演会開催を取りやめ、6 月からオンライン講演会を開始した。

14 回の開催で、延べ 1,063 名の参加申し込みがあった。 

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、300 件を超えるプランの応募があった。最終発

表会はオンラインで配信し、500 名以上が視聴した。 

 

ビジネス・ファイナンス研究センター 

１．研究部会・研究交流事業 

2020 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 
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以下の受託研究・共同研究を実施した。 

①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） 

３．講演会・研究成果の刊行 

第 11 回ＣＥＯラウンドテーブル（早稲田会議）を実施した。また、早稲田国際経営研究（紀要）第 52 号を発

行し、ワーキングペーパーを随時発行した。 

４．ノンディグリー・プログラム 

2020 年度は新型コロナウイルス感染症拡大の影響から、当初はかなりの規模縮小が予想されたが、教育プログラム

のオンライン化により、遠隔地からの受講需要を新たに獲得できた。 

また、エグゼクティブ教育の拡充のため、2017 年度に 1 名、2019 年度に 1 名、各プログラムのコーディネーターとして

常勤研究員を嘱任し、2020 年度は更に 1 名の常勤研究員を嘱任して、3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 

新たに対外経済貿易大学（中国）と箇所間協定締結について合意を得た。 

2．海外での学習経験をカリキュラムに組み込む取組み 

中国上海で開講する予定であった「中国語ビジネス研修（2 単位科目）」は、新型コロナウイルスの影響により休

講となったが、他言語における同様の科目の設置について引き続き検討した。 

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、制度の浸透とさらなる内部進学者の確保に努

めた。新型コロナウイルス感染症の影響により結果的には派遣困難となる学生も出たが、学部生への周知活動強化の

結果、商学研究科入学前の商学部生３名が出願し合格した。 

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た。 

２．派遣留学の促進 

新たにベルリン自由大学（ドイツ）と箇所間協定を締結し、18 校となった。また、箇所間協定による派遣留学促進

に取り組んだ。 

 

経営管理研究科 

１．国際認証の受審対応 
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欧州系国際認証 EQUIS について、2021 年度に行われる再認証査察に向けて、準備を行った。 

米国系国際認証 AACSB 本審査査察団について、年次の報告書の準備と改善点として挙げられる可能性の高い、

アカデミックな教員の研究業績の向上、教員の国際性向上に向けた計画を策定した。 

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、戦略的に新規協定校の開拓を試みたが、新型コロナウイルス感染拡

大の影響により協議まで話を進めることができなかった。他方、これまで訪問する事が出来なかった協定校とはオンライン

で連絡を取る機会を設け強化に努めた。 

＜2020 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） 

 

（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－ 

商学学術院 

１．重点領域研究の推進 

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。 

2020 年度は、引き続き 4 つのプロジェクトを遂行した。コロナ禍で対面でのセミナー開催や研究活動に支障はあった

ものの、合計 41 本の論文を発表し、順調に成果を上げることができた。 

2．東京商工リサーチとの協定締結 

また、教育活動、研究活動、国際的な学問的・文化的交流など、相互協力が可能な各分野において、連携、協力

していくことを目的として、株式会社東京商工リサーチ（TSR）と産学連携に関する協定書を締結した。 

データサイエンスのエキスパートによる専門分析及び研究成果の発表によって、産学連携の一層の深化を目指す

TSR と、企業データの分析による研究成果を社会に還元することにより、更なる社会貢献を目指す商学学術院が、お

互いの強みを活かした連携について協議を行い、今回の協定締結に至った。 

 

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 

資格試験予備校との連携による公認会計士試験直前答案練習講座を通常は教室で行っているが、今年度は通

信教育により実施した。 

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。 

監査法人による就職説明会に加え、企業からの要望に応じて会計分野に絞った研究科独自の就職説明会を開催

した。 

アクチュアリー専門コースの修了者が予定されることから、企業によるアクチュアリー分野の就職説明会を初めて開催し

た。 

経営管理研究科 
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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） 

入学後の CMC オリエンテーション（オンライン実施）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 zoom 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。 

昨年度から導入したカウンセリング希望受付システムにより、支援が必要な学生に対し、タイムリーに zoom にてカウン

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

利に進めた。 
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２．2021 年度計画 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

商学部 

１．一般入試改革 

2021 年度から新設した「英語 4 技能型」、「数学型」、「地歴・公民型」の志願者動向や入学後の成績等のデータ

の検証を行い、今後の一般入試制度の検討を行う。また、コロナ禍における入試広報のあり方を検討する。 

 

商学研究科 

１．学内進学者確保 

基礎学力のある商学部出身者の進学を促進すべく、引き続き学部と連携して「学部・修士 5 年一貫修了制度」と特

別推薦入試の周知を進める。具体的には、2020 年度に実施した商学部生を中心にアンケート調査を参考に、ニーズ

に合わせた広報体系を構築する。 

２．受験生の出身国多様化 

特に、修士課程における出願者の出身国の多様化に努める。博士後期課程においては、JICA SDGs グローバルリー

ダーコースによるマッチングを引き続き実施する。 

 

会計研究科 

１．学生リクルート体制の強化 

2020 年度に開始したオンライン入試説明会・相談会を引き続き開催し、地方在住の入学希望者が手軽に参加で

きるよう工夫する。 

２．多様な入試制度の定着と見直し 

3 つのコースにおいて、最大 9 種類の入試形態を設けている。この多様化した入試制度の安定的な運用を図るととも

に、必要な見直しがないかどうか継続的に検討する。 

 

経営管理研究科 

１．入試制度の適切な運営、検証 

新型コロナウイルス感染症の状況も考慮しつつ、各入試制度を適切に運営する。また、これまでに蓄積した各種データ

を定量的に分析するとともに、改善の必要な点がないか検証を行う。 

２．積極的な広報活動の展開 

対面イベント等に引き続き制約が見込まれることから、WEB ページや SNS、オンライン会議システム等によるオンライン

イベントを有効に活用し展開していく。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

商学部 

１．カリキュラムの継続的な検証と問題点の検討 

2020 年度に立ち上げた管理委員会特別委員会において、現行トラックの再編およびカリキュラムの改編を中心とす

る教育システムの見直しについて検討を進める。 

２．基本方針・テニュアトラック制度に則った教員人事の推進 
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2022 年度の教員人事について、引き続きコロナ禍の影響による人事凍結の方針が示されていることから、教務部と

交渉し、基本方針に則って専任教員人事を進める。 

３．Global Management Program(GMP)の推進 

新設した英語上級プラスや GMP コア科目の運営を円滑に行うとともに、英語によって行われる GMP 指定ゼミの開設

と募集について準備を進める。 

４．「社会還元加速プログラム(SCORE)」と連携したアントレプレナーシップ教育の展開 

 

商学研究科 

１．カリキュラムの継続的な検証と改定 

カリキュラム充実に向けた、外国語による専門科目の増設を行う。また、修士課程学生にも修士論文作成前の研究

倫理教育について必修化に向けた検討を進める。 

 

会計研究科 

１．アクチュアリー専門コース（2019 年度新設）の関連科目の増強・体系化と、教育体制強化 

アクチュアリー専門コース在籍者が年々増加している状況を踏まえ、2021 年度は、アクチュアリー分野の教育体制を

専任教員 1 名、任期付教員 1 名、客員教員 1 名（前年度比＋専任教員 1 名）に強化し、関連科目の増強を行

う。 

２．学部先取科目対象学部の拡大 

従来の商学部・政治経済学部に加え、先取科目の対象学部拡大を検討する。 

3．グローバルエデュケーションセンター（GEC）設置科目の活用 

GEC 設置のデータ科学科目について、プログラムの進展を見定めながら、要修了単位に含めることができるような手

続の検討など、学生の履修機会拡大を図る。 

 

経営管理研究科 

１．カリキュラムの適切な運営 

在学生に対するカリキュラムの安定的運営を図る。 

２．EMBA プログラムの開発 

2026 年度からの学位プログラム化を目指して学内関係箇所との連携を図る。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

商学部 

1．研究力の高い教員の招聘 

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 3 名を海外から招聘する。 

＜2021 年度海外から招聘する予定の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） 

ユン サンウォン氏（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） 

※上記教員に加えて新たに 1 名を 2021 年度中に招聘する予定。 

2．訪問教員等の活用による、学術交流の活性化 

2021 年度は、訪問教員制度により、海外から 2 名の教員を招聘する。 
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＜2021 年度海外から招聘する予定の訪問教員＞ 

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） 

 

商学研究科 

１．訪問教員等の活用による、学術交流の活性化 

外国等の大学等を本属とする顕著な研究業績を持つ教員を訪問教員として委任し、学術交流の活性化を図る。 

＜2021 年度海外から招聘する予定の訪問教員＞ 

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） 

 

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 

研究業績評価制度のブラッシュアップを続け、研究成果発表に対する意識醸成を図ることにより、本学の国際的知

名度の向上に貢献するとともに、受託研究などの外部資金獲得につなげていく。 

２．受託研修による教育活動の推進 

2021 年度に実施予定である EY グループからの受託研修（世界各国から受講生が集まる）を成功させ、本学の

国際的評価向上に資するとともに、次年度以降の継続実施へとつなげていく。 

海外協定校からの受託研修においては、商学部・商研との学生交流活性化を目的として積極的な受入を行う。 

一般企業等からの受託研修においては、研修目的などから産研での受託が適しているかを見極め、ある程度の収益

が見込める場合に受入を行う。 

３．産研講演会、産研フォーラム、産研アカデミック・フォーラム、ビジネスプランコンテスト等の開催 

各種イベントの実施回数および聴講者数において、前年度同様の高いレベルの維持を目指す。 

産研フォーラムにおいては、2019・2020 年度に実現できなかった地方開催について計画する。 

ビジネスプランコンテストでは、引き続き商学部と協力し、内容をブラッシュアップして実施する。 

 

ビジネス・ファイナンス研究センター 

１． 研究部会・研究交流事業 

2021 年度は 3 件の研究部会と 4 件の研究交流事業、5 件の研究プロジェクトを実施する。 

２． 受託研究・共同研究 

2021 年度は受託研究 2 件を実施する。 

３． 講演会・研究成果の刊行 

① 第 12 回ＣＥＯラウンドテーブル（早稲田会議）を実施する。 

② 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する。 

③ 早稲田国際経営研究（紀要）第 53 号を発行する。 

④ ワーキングペーパーを随時発行する。 

４． 社会人教育事業 

2021 年度も引き続き公開講座および企業研修を中心に、社会人向け教育事業の充実を目指す。2021 年度か

ら新たに実施するプログラムも複数予定しており、特にエグゼクティブ教育の拡充のため、現在、常勤研究員 3 名が在籍

しているが、2021 年度に新たに常勤研究員 2 名を嘱任予定であり，新たな大学の強みとなる社会人教育をさらに強
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化すべく、以下の活動を重点的に行う。 

① ビジネス環境の変化に対応したグローバルな企業幹部研修の発展 

② グローバル展開企業の経営トップ層等の育成のための教育プログラムの発展 

③ 海外大学との連携による企業研修の維持・発展 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

商学部 

1．箇所間協定校の拡充 

 引き続き新規箇所間協定締結に取り組む。また、留学についての周知活動等により、派遣留学促進を目指す。 

2．海外での学習経験をカリキュラムに組み込む取組み 

中国語に加えて他言語における同様の科目の設置を検討する。 

３．他学部と連携した相互開放科目の継続と強化 

 

商学研究科 

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、制度の浸透とさらなる内部進学者の確保に努

める。 

また、引き続き、コーポレートパートナーの獲得のための取組みを行う。 

２．派遣留学の促進 

箇所間協定による派遣留学を促進する。 

 

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 認証においては、認証期間が 5 年もしくは 3 年と 2 パターンあり、初認証校の約 8 割は、

最初は 3 年間となっている。そのため、2021 年度に予定している 2 回目の査察では 5 年間の認証を目指して入念な

準備を行う。 

また、米国系国際認証 AACSB と合せて、2 つのメジャーな国際認証を取得したことで、ダブルクラウン校として認知さ

れるだけでなく、グローバルなビジネススクールランキングからの格付け対象となる。そのため、今後はアジア・オセアニア地域

におけるランキングの上位ランクインを目指して、各格付け団体との連携も密にしていく必要があると考えている。 

２．グローバル化への対応 

新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けることなく、新たな手法（オンライン活用）で新規協定校を開拓し、協議

停止中の学校には戦略的にアプローチを行い新たな協定先として獲得したい。 

 

（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－ 
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商学学術院 

１．重点領域研究の推進 

2018 年度重点領域研究として採択された「イノベーション創出のメカニズムについての学際的研究」（研究代表

者:山野井順一准教授）について、重点領域研究機構の下に設置されたプロジェクト研究所「イノベーション研究所

Waseda Innovation Laboratory（WIN-Lab）」を中心として、最⾧5年にわたり研究を推進していく。商学学術

院としても関連領域の教員を中心として学術院全体でバックアップしていく。 

2．東京商工リサーチとの共同研究推進 

2020 年度に株式会社東京商工リサーチ（TSR）と締結した産学連携に関する協定書に基づき、TSR が保有す

る企業に関する様々なデータを用いて、産業や企業に関する共同研究を推進し、同研究成果をセミナーやワークショップ

にて広く社会に還元していくとともに、相互に人材教育の機会を供与する。 

 

会計研究科 

１．キャリア支援の充実・連携強化 

例年同様、エクステンションセンターおよび資格試験予備校と連携し、学内教室または通信教育にて公認会計士試

験直前答案練習講座を実施する。 

監査法人による就職説明会に加え、企業からの要望に応じて会計分野に絞った研究科独自の就職説明会を開催

する。 

2020 年度に開始した企業によるアクチュアリー分野の就職説明会を、引き続き開催する。 

2．CFO フォーラム（仮称）の企画 

企業の CFO（最高財務責任者）またはその候補者に専門教育を行い、企業経営の改善に寄与する目的で、

2022 年度から半年間、30-40 人程度のノンディグリー・プログラムの実施を企画する。 

 

経営管理研究科 

１．キャリア・マネジメント・センター（CMC）によるキャリア支援（主に留学生向け） 

入学後の CMC オリエンテーション（オンライン実施）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 zoom 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

を進めるよう促す。 

昨年度から導入したカウンセリング希望受付システムにより、支援が必要な学生に対し、タイムリーに zoom にてカウン

セリングを行う。 

キャリア支援情報ニューズレター（weekly）を活用し、引き続き迅速な情報提供と応募に向けた支援を行う。 

英語のみで就職できる求人の説明会等を実施し、海外の就業機会を提案するとともに、英語（+母国語）のみで

応募可能な国内案件を獲得し、学生に情報提供を行う。 

昨年度の実績をもとに、CMC にてビジネスで必要な日本語表現や語彙を引き続き習得し、アウトプット練習を行う場

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

利に進める。 

 

以 上 
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１．2020 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） 

－2021 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】一般入試 
 Web 出願時に「主体性」「多様性」「協働性」に関する経験を 100 文字以上 500 文字以内で記入することを必

須とした。 
 解答公表に関して、マーク解答問題の「正解」と記述問題の「出題の意図」の公表を行った。 
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、13 名の合格者を出した。※2018 年度（実施初年度）9 名、2019 年度 7 名、2020 年度 15 名 
 新型コロナウィルス対策として、面接の選考は、従来の対面式ではなく、オンライン方式での面接を実施した。 
③【学部】英語学位プログラム 
 2020 年 9 月入学において、前期 90 人（前年度 72 名）、後期 225 人（前年度 189 名）となり、全体で

前年度比約 12.9％増となった。 
 2020 年度ＡＯ入試前期日程では Cisco 社の「Webex」を使い、トラブルなく安定的な入試の実施体制を築く

ことができた。後期日程では新型コロナウィルスの影響（緊急事態宣言）により 2 次面接試験を中止し、選考方
法を変更し、書類の再審査にて合否判定を行い、結果前期 28 名、後期 36 名の合格者を出した。 

 2021 年度から更なる効率化を目的として、「Zoom」での面接実施を提案し、承認された。 
 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を行い、課題・問題の分析をし、

2021 年度以降の見直しに向けた提案の準備を行った。 
④【学部】以外者入試 
 11 月の指定校推薦入試において、466 名の合格者を出した。※2019 年度 461 名、2020 年度 449 名 
 新型コロナウィルス対策として、面接の選考は、従来の対面式ではなく、オンライン方式で実施した。 
 大学入学共通テストを活用し、英語・国語・数学(Ｉ・Ａ)のスコア提出を新たに義務付けた。 
 例年 6 月に行っている附属・系属校の在学生対象の説明会が新型コロナウィルス感染拡大のため中止となり、代

替措置として全校に対し、理工 3 学部・18 学科のパンフレットを送付し、大学体験 WEB サイトに適宜新しいコン
テンツを公開し、紹介を行った。 

 高等学院にて高校生の学部研究の一環として早稲田大学の各学部の最新の取り組みなどの情報を発信する
「学部ウィーク」を実施し、新たに作成された「理工プロモーションビデオ」と「1minutes 動画」を提供し、パンフレット
配布も行った。また中等部向けキャンパスツアーとして例年 9 月に実施していた学部説明会とキャンパスツアーも対
面実施ではなく、「Zoom」を使ったオンライン方式での学部説明会、新たに作成した VR キャンパスツアーのコンテン
ツを使い、企画を実施した。 

 本庄高等学院 2 年生に対し、新たにリアルタイム配信で理工 3 学部のオンライン説明会を実施した。 
 帰国外国学生入試、指定校推薦入試をはじめ、以外者入試の面接試験において新型コロナウィルス対策として

対面面接から「Zoom」を使ったオンライン面接に変更し選考を行った。「Zoom」は受験生の利便性も高く、トラブ
ルもなく安定的な入試の実施体制を築くことができた。 

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が、2020 年度は新型コロナウィ

ルスの影響により、募集が 2 か月遅く、実施可能期間が、10 月 20 日から 12 月末までと限定されたものの、25
校でオンライン方式の模擬講義が実現した。※2019 年度 61 校(6 月から 12 月実施分) 

 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）3 名が、学生生活や研究紹介を行った。 

 オンライン方式でオープンキャンパスを開催し、理工 3 学部で学科紹介や研究室紹介・模擬講義など計 60 以上
のコンテンツを公開した。また、参加者との双方向イベントとして、建築学科、総合機械工学科においては、リアルタ
イムで説明会を実施し、延べ約 270 名の参加者を集めた。 

 理工3学部・研究科の現役学生であるツアーガイドの育成を継続し、ツアーガイドが施設を紹介するＶＲ版「西早
稲田キャンパスツアー」を新たに公開した。 
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⑥大学院入試 
2020年度（2020年9月・2021年4月入学）入試の出願者数、合格者数、入学予定者数（2021年2 月

1 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 263 名から 290 名と

なり、約 11%増加したことを始め、多くの課程において、志願者数が前年度より増加した。 

修士課程:出願者数 1846 名、合格者数 1487 名、入学予定者数 1366 名（辞退者除く） 

博士後期課程:出願者数 188 名、合格者数 126 名（選考中の志願者除く）、入学予定者数 110 名

（選考中の志願者および辞退者除く） 

一貫制博士課程:出願者数 6 名、合格者数 6 名、入学予定者数 6 名 

非学位課程:出願者数 82 名、合格者数 65 名、入学予定者数 56 名（辞退者除く） 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－ 

① カリキュラムの体系化に向けた改革 

 「３つのポリシー」見直し・改定の実施 

制定済の学部に加え、研究科を整備。また、学位ごと、教育課程ごとの制定について、検討を開始した。 

 シラバス第三者評価の検討・実施 

すべてのシラバスについて第三者評価を行うように依頼し、実施結果の報告を受けた。 

 ダブルティグリー・プログラムやコチュテル・プログラムを推進するための協定および教育課程の整備 

ピサ大学とのコチュテル・プログラムを開始した。 

② 英語学位プログラムの進捗状況 

学年進行によって必要な科目、研究室配属体制を整備した。新型コロナウイルス感染症の影響により、入学辞退や延

期が生じた。実験も含めほぼすべての科目をオンライン授業で実施することにより、入国ができない学生も取り残すことな

く授業機会を提供した。2021 年度完成年度を迎えるにあたり、学術院内で PDCA サイクルによる検証と検討を行う体

制整備を行っている。 

③ 持ちコマ数削減に向けた検討の開始 

カリキュラムを精査し、各教員の担当状況を調査、検討を開始している。教育の質の維持、研究指導と一体となった研

究活動の発展、活性化を企図し、非常勤教員や兼担講師に加え、連携大学院制度（客員教員）、JA 制度等など

を活用した外部人材との教育研究交流を促進している。新たに国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構との連携

大学院協定を締結した。また、新たに山梨大学、Hochschule Flensburg University、University at Buffalo、

University of Virginia から JA 制度による任期付教員を受け入れた。 

④ 教員採用に関する取り組み 

 理工版テニュアトラック制度の整備 

新制度の導入に伴い、実施体制を整えた（採用実績 1 名）。学術院内規の検討に着手した。並行し、Vision150

増員教員枠を活用した普及策を検討していたが、新規採用人事凍結のため見送りとなった。 

⑤ 寄附講座の設置・運営による外部資金の獲得 

2021年度に向けて、「SDGs と ICT」「先端情報通信技術とオープンイノベーション - 情報通信を通してビジネスマイン

ドを育成する-」の 2 科目を開講した。 

 

（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教育系補助事業との連携状況 

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。 

 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） 

それぞれの活動計画は以下のとおりとなる。 

（ナノエネ）学生が海外の研究環境で学ぶ機会を創出し、研究力の向上や論文執筆、新しい研究プロジェクトへの参

加に繋げる取り組みを実施する。また、国際共著論文を一層増加させるべく、海外連携先とのワークショップやシンポジウ

ム開催にも力を入れる。 

（ICT・ロボット）ICT 系の国際シンポジウムを 10 月に延期して開催する。 

（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

招聘事業を実施する。 特に流体数学の国際会議のなかで Oxford-Waseda の交流事業として Oxford-Waseda 

in Math.を行う。 

（PEP）総⾧の責任（リーダーシップ）により、優れた博士人材育成モデルを実現し、本プログラムを通じて得られた知

見やノウハウを、引き続き、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推進する。 

②教員の研究時間確保に向けた学術院としての取り組み 
優秀な女性教員を採用するための促進策である理工学術院女性教員キャリア支援事業は 2020 年度に 3 名（内
訳:基幹 1 名、創造 2 名）の適用があった。また、学術院⾧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 498 名であり、2020 単年度における会議報告・学術論 
文等の研究成果は 1,540 件である。その内訳は、基幹 144 名:450 件、創造 146 名:258 件、先進 164 名: 
716 件、環エネ 12 名:18 件、情シス 32 名:98 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56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 
9 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（理工総研） 

⇒重点研究領域における研究の推進（3 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。 

 2018 年度より毎年継続的に開催してきた早稲田地球再生塾（WERS）による勉強会やシンポジウムは、新

型コロナウィルス感染症拡大の影響により 2020 年度は開催できなかった。一方で、2019 年度より立ち上げた

未来社会政策勉強会については、オンライン形式による開催にいち早く対応し、2020 年 6 月～2021 年 1 月

にかけて 7 回開催した。 

 早稲田地球再生塾（WERS）の活動が JST の関連サイトに取り上げられ、HP で広く紹介された。

（https://www.jst.go.jp/sdgs/practices/p095.html） 

 先端化学知の社会実装研究所が企画・立案したコロキウム開催に早稲田地球再生塾（WERS）が後援とし

て加わり、広報活動の支援を行った。 
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 3 年次評価の一環として 2020 年 11 月に Stage Gate 報告会を開催し、各重点領域研究所の活動を理

工学術院内に周知するとともに、研究所間の情報共有を図った。 

 当初の計画に沿って、3 年次の Stage Gate 評価（書面審査・ヒアリング）を実施、各重点研究領域との間

で活動方針のすり合わせを行った。 

⇒55 号館 S 棟から 121 号館に転出する研究室に対する支援の実施 

 研究推進部及びキャンパス企画部との連携を通じ、対象研究室の転出準備の支援を行うとともに（コロナ禍で

はあったが担当職員が感染防止対策を徹底した上で出校・対応した）、移行措置として転出後も理工総研に

おける各種制度が継続するよう学内関係箇所と調整した。55 号館 S 棟内の理工総研管理スペースの縮小な

らびに整備に伴う体制の見直しと強化策の検討を行った。 

⇒次世代研究者育成・支援 

 第 10 期となるアーリーバード・プログラムをオンライン形式で引き続き実施した。理工総研募集次席研究員につ

いては 2020 年 6 月と 12 月に成果報告会をオンライン形式で開催した。 

⇒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との組織連携活動を継続した（学内公募実績は以下の「⑤外部研

究資金の応募促進」に記載）。 
 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した。 
 ⾧寿命化、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） 
2020 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） 
2020 年度公募による共同利用 4 件 

⇒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 20 日（金） 「機能性セラミックスの新展開」参加者:101 名 

・教育プログラム 2021年2月10日（水） 「材料工学のための中性子利用―基礎と利用」 参加者:58
名 
・ZAIKEN フェスタ 2021 年 3 月 3 日（水）参加者:35 名 

⇒共同利用装置の整備 
 私学助成補助金により、分析透過電子顕微鏡（JEM-1400Flash）を導入した。 
⇒若手研究者支援 
 研究所制度に基づき、RA:2名を採用した。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

会を提供した。 
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 減少    391 件（2020 年度）→326 件（2021 年度） 
採択件数 結果待ち 87 件（2020 年度）→ 4/1 採択通知（2021 年度） 

 公的研究資金  
これまで増加してきた受入件数が今年度は鈍化したが、更なる受入の拡大を目指し、2021 年度以降の申
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請支援体制を決定した。 
⇒受入件数微減    196 件（2019 年度）→193 件（2020 年度） 

 民間研究資金 
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 減少    412 件（2019 年度）→384 件（2020 年度） 

 産学連携の推進連携活動協定に基づく研究助成の充実・促進 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み状況等－ 

① 留学受入促進に向けた環境整備への取組み状況 

 修士・博士課程のカリキュラムにおけるコチュテルプログラム・ダブルディグリープログラムを実施できる枠組みの推進 

ピサ大学と締結したコチュテルプログラム協定に基づき、秋学期より本学博士後期課程学生 1 名がプログラムに参加

（コロナ禍のためオンラインでの研究指導）した。また、国立台湾大学とのダブルディグリープログラムも、コロナ禍によるオ

ンライン留学ではあったが継続して実施した。 

 派遣留学を支援するために助成の枠組を検討・実施 

今年度はコロナ禍により、受入・派遣とも留学プログラムの実施がほぼ不可能な状況であったため、留学センターと連携

し、個々の学生支援のため、留学延期や辞退手続き、またオンライン留学に関する対応を行った。 

 

 

  

（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－ 

①キャンパス整備 
 西早稲田キャンパスの教育・研究環境整備 

 55 号館 S 棟の再配置及び教室等の整備 
→新 121 号館建設に伴う研究室移転により、55 号館 S 棟には空きスペースが生じていたため、そのスペースを

再配置により集約した上で、大学院生向けの先進的な教育スペースや一般教室等を整備した。これにより、
英語学位プログラムの発足等に伴い発生している教室不足の解消や Vision150 で掲げられている大学院生
15,000 人を受け入れる教育環境の整備につなげることができた。 

 リーディング大学院「実体情報学博士プログラム」における工房の移転 
→文部科学省からのリーディング大学院支援期間の終了に伴い、ラムダックスビルにて展開していた実体情報学

博士プログラムの工房を、西早稲田キャンパス内の 66 号館（シルマンホール）に環境を整備した上で移転を
完了した。 

 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 年度に引き続き、2020 年度も引き続き残りの工事・整備を行い、65 号館から62 号館への移転を完

了した。さらに、62 号館、65 号館それぞれに、実験スペースとは分離された学生居室スペースも整備した。本
整備、移転により化学系の研究室の安全性向上を図ることができた。 

 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。 
 理工情報インフラ整備 

 PC ルームオンデマンドプリンタ更新 

 57 号館 201 教室、202 教室の AV 機器更新 

 学生個人 PC の授業利用の検証 
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２．2021 年度計画 ◆理工学術院全体 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

①【学部】一般選抜 
 新たな学習指導要領の適用を見据え、英語外部試験の学部一般入試での活用について、慎重な検討を継続

する。なお、一般選抜以外の小規模の特色ある入試では、引き続き積極的に活用する。 
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）において、将来のＡＯ入

試化も見据えながら、引き続き優秀な学生の安定的な確保に努める。 
③【学部】英語学位プログラム 

9 月入学の入試に関して、下記の点を進める。 
 幅広い国・地域から優秀な留学生を獲得するため、受験生の利便性の高い WEB 会議システム「Zoom」での試

験を行い、より効率的、安定的に試験を運用する。 
 現在のオンライン出願システムが 2021 年度に廃止となることを見据え、入学センター（国際アドミッションズオフィ

ス）および、英語学位プログラムを実施する全学部と連携し、新システム導入に向けた準備を開始する。 
 英語学位プログラム導入から４年が経ち、次期新体制案を見据え、科目担当とも連携をしながら、今一度英語

学位プログラムの入試実施内容（合格者人数、入試形態〔英語 AO,英語特別、指定校（基幹のみ）等〕）を
検討する。 

 新たに導入する補欠制度を有効的に活用し、優秀な学生の安定的な確保に努める。 
④【学部】以外者入試 
 推薦入試（附属・系属、指定校）については、ダイレクトに働きかけて優秀な学生を獲得していくという意識で、

教員による模擬講義に加えて、出身校のＯＢ・ＯＧの派遣を引き続き推進する。 
 各種ＡＯ・推薦入試制度について、課題の洗い出しをしながら将来の継続、廃止、発展を引き続き模索する。創

造理工学部における 3 年次編入試験の導入については、具体的な分析・調査に注力する。 
 各種以外者入試において Web 出願システムの導入可否等について検討を行う。 
 附属、系属校については、理工３学部の各学科における研究内容、魅力を効果的に伝える方法を各高校と連

携しながら検討する。 
⑤入試広報の展開 
 在学生およびＯＢ・ＯＧの力を活用した入試広報を継続・推進する。 
 オープンキャンパス: 

コロナ禍における効果的、効率的なオープンキャンパスの運営方法を考慮しつつ、イベント・企画の質を保ち、情
報提供や各種サービスの強化をしつつ、運営の円滑化・オンライン方式での開催も含めたスリム化についても検
討する。 

 キャンパスツアー: 
ツアーの質を向上させるために、ツアーガイドの研修教育体制を強化する。ＶＲ版のコンテンツ拡充も検討する。 

⑥大学院入試 

 基幹・創造・先進理工学研究科の 3 研究科、3 課程（修士・博士後期・一貫制博士課程）、23 専攻、4 プロ

グラム（日本語／英語×学位／非学位）と多様なニーズに対応できる体制の安定した運用を図るとともに、

年々増加傾向にある留学生への対応に努める。 

 共同原子力専攻を対象とした、2022 年 4 月入学先進原子力ＡＯ入試を実施する。 

 新型コロナウィルスの影響を踏まえ、面接選考のみの入試に関してはオンライン方式を引き続き利用する予定であ

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計画－ 

①ＰＤＣＡサイクルに基づくカリキュラムの検討 
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 認証評価受審結果を踏まえた３つのポリシーの見直し 

 ディプロマ・ポリシーに基づく学修成果の明示 

 100 分授業の導入を見据えたカリキュラムの検討 

 オンライン授業の導入に伴う効果の検証および今後の方向性の検討 

 シラバスの第三者チェックなどカリキュラムを検討するＰＤＣＡサイクルの確立 

②英語学位プログラムの検証 

 完成年度を迎える英語学位プログラムの検証体制の確立 

 検証に基づく今後の方針および計画の検討 

③グローバル化の推進 

 ＤＤ、ＪＳＰ、コチュテルなど国際的な連携に基づいた教育プログラムの枠組み整備 

 本部機関との連携強化による受入外国人学生のサポート体制の整備 

④教員採用に関する取組 

 テニュアトラック制度による採用の普及 

⑤外部機関と連携した教育研究活動の強化 

 連携大学院制度、共同大学院を活用した教育研究活動の展開 

 寄附講座など外部資金を活用した講座の運営 

 卓越大学院プログラムによる教育研究活動の推進 

【理工学術院内設置プログラム】 

1)卓越大学院プログラム 

2)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）  

【活動計画】 

共同研究等外部資金による博士学生雇用、文理融合教育、国際標準化教育等での博士人材育成モデルを引き続

き実施し、卓越した修了生を輩出する。本プログラムを通じて得られた知見やノウハウを、全学および国公立連携 12 大

学へ広く波及・展開し、大学院改革を戦略的に推進する。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

①教員の研究時間確保に向けた学術院としての取り組み 

前年度に続き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を継続する方

向で検討する。本支援により研究環境の整備や研究時間を確保し、研究力向上や研究成果発信、外部資金獲得

等に繋げたい。本支援事業の大学全体への展開を継続して働きかける予定である。 

②研究成果発信（主に海外向け）の取り組み 

アカデミック領域における成果発信として前年度に続き「Pure」の学外公開を重視し、SCOPUS 等の国際的な文献デ

ータベースに掲載される研究成果発信を推進する。またプレスリリースなど、より広範囲の社会的な発信をもうひとつの軸

と捉え、理工学術院における基幹的研究成果の普及を促進する。 

③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（理工総研） 

⇒重点研究領域における研究の推進（4 年目） 
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 7 つの重点領域研究所に対するスタートアップ支援の継続実施 

 早稲田地球再生塾（WERS）での勉強会やシンポジウム、未来社会政策勉強会の継続開催 

 7 つの重点領域研究所を基盤とした学内外研究機関との新たな連携強化の推進と研究の高度化に向けた支

援 

⇒研究推進体制の再構築 

 研究部門委員会及び研究振興委員会の役割の見直しと研究推進体制の再構築 

 総研募集次席研究員の選考審査の見直しと次席研究員の高度化 

 西早稲田キャンパス整備計画に伴うプロジェクト研究室スペースの見直しの検討 

⇒次世代研究者育成・支援 

 総研募集次席研究員制度やアーリーバード・プログラムによる若手研究者の支援と研究の活性化 

⇒研究成果公開 

 広報誌の継続発刊とそれを活用した広報活動の強化 

⇒研究所運営における財務状況の確認と健全な体制構築に向けた見直し 

 運営交付金を含めた理工総研の財務状況の適正化と健全な財務体制に向けた関係箇所との調整 

⇒組織連携活動 

 キオクシア株式会社との連携協定に基づく奨励研究などの研究支援と連携活動の継続実施 
 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。 
 「⾧寿命化」「リサイクル」「省エネルギー」の３つの柱と、「プロセス」「構造」「物性」の３つの内容からなる 9 つの

研究グループに分かれ、共同利用・共同研究を推進する。 
※文部科学省より平成 30 年度共同利用・共同研究拠点形成事業拠点に認定（4/6 年目）。 

2021 年度公募による共同研究 25 件、2021 年度公募による共同利用 20 件を目指す。 
⇒研究情報の発信 
 情報の発信強化:学術・技術交流情報等が的確に研究者コミュニティへ伝わるよう広報チャンネルを多角化さ

せ情報発信体制を強化する。 
 HP、SNS を活用し研究成果等の発信を充実するとともに、ニュースレター、材研報告、パンフレット等の発行を

行う。 
⇒共同利用装置の整備 
 拠点活動を進めていく上で、多くの共同利用が見込まれる装置・設備・施設について、リモート化・自動化を含

め、その整備を進める。 
⇒学術・技術交流（セミナー・講演会・教育講座） 
 オープンセミナー:研究成果の社会還元の一環として、第一線の講師によるセミナーを学内外者を対象に開催

する。 
 教育プログラム:社会人技術者や若手研究者、および大学院生を対象にした教育講座を開催する。また、計

算材料科学に関する連続セミナーの実施に向け検討する。 
 ZAIKEN フェスタ:人材育成を目的に、幅広い材料分野の若手研究者によるポスターセッションを開催する。 
 国際会議の共催:材料分野に関する国際会議を共催するための基盤作りを行う。 
⇒若手研究者支援 
 各種制度を通じて若手研究者に対し、技術指導・経済支援を推進する。 

④外部研究資金への応募促進 
研究総合支援課は、2019 年度以降、公的研究費の支援業務において専任職員が実施すべき業務を再定義し、専

門的な知識を必要とする「受入・契約および監査対応の監督」等の業務に特化することにより、業務の安定化を継続

的に実現している。一方、リサーチイノベーションセンター研究総合支援室および研究院は当課とは異なる業務運営を

行っていることから、2021年度以降も、3箇所の業務運営を比較・検証しつつ、さらには機構等、組織の再編も考慮し
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ながら、最適な外部研究費管理体制の実現を目指す。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

国際関連の取り組みはすべて教育あるいは研究に関連するため、（１）入試関連、（２）教育関連、（３）研究

関連）に記載された事項のうち、本欄に該当するものを以下に抽出する。 

英語学位プログラム 

<入試関連> 
 英語学位プログラム導入から４年が経ち、次期新体制案を見据え、科目担当とも連携をしながら、今一度英語

学位プログラムの入試実施内容（合格者人数、入試形態〔英語 AO,英語特別、指定校（基幹のみ）等〕）を
検討する。 

<教育関連> 
 完成年度を迎える英語学位プログラムの検証体制の確立 

 検証に基づく今後の方針および計画の検討 

留学 

<教育関連> 

 ＤＤ、ＪＳＰ、コチュテルなど国際的な連携に基づいた教育プログラムの枠組み整備 

 本部機関との連携強化による受入外国人学生のサポート体制の整備 

研究成果発信 

<研究関連> 

 アカデミック領域における成果発信として、前年度に続き「Pure」の学外公開を重視し、SCOPUS 等の

国際的な文献データベースに掲載される研究成果発信を推進する。またプレスリリースなど、より広範囲

の社会的な発信をもうひとつの軸と捉え、理工学術院における基幹的研究成果の普及を促進する。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

 西早稲田キャンパスの教育・研究環境整備 
 西早稲田キャンパス 52、53、54 および 59 号館の建替え 

→2020 年度は「西早稲田キャンパス建替に伴う計画内容検討タスクフォース」の立ち上げなどの検討体制の整
備を行った。2021 年度は、タスクフォースを中心に新棟を含めたキャンパス全体のゾーニングや、新棟における
教室、実験室、ラーニングコモンズ、モノづくり工房、カフェテリア、事務・執行部機能等の考え方や配置につい
て検討を進めていく。 

 59 号館および 61 号館の耐震補強工事の実施 
 →学生および教職員の安全を守るため、59 号館および 61 号館の耐震補強工事を実施する。 
 西早稲田キャンパスのスペース再配置・整備 

→各学科や各箇所の個別の事情に応じて、スペースの再配置や整備を実施し、教育・研究環境のさらなる高
度化や事務機能の強化等につながる施策を推進していく。 

 教育・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する。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・研究ニーズを反映する。 
●  理工情報インフラ整備 

➢PC ルーム Mac 端末 OS バージョンアップ（D,E ルーム） 

以 上 
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１.2020 年度報告 ◆基幹理工学部・研究科 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 
－2021 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、2020 年度 4 月入試は目標を達成した。2021 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。2021 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 4 回目の 4 月入学生を迎えた。前年度から 2 名減の 13 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つの入り口による 4 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 3 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 2021 年度は 3 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ていた。今年はコロナ感染症の影響で、このインターンシップは
中止となった。 
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 
2019 年度以降の入学生を対象とし、副専攻制度の改革を行った。（2018 年度以前の入学生は旧制度で運用し
ている。） 
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－ 
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 
2020 年度における主なる事項は下記の通りである。 
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（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」、イタリア・ピ
サ大学とのコチュテルプログラムなど 
（海外箇所間協定締結）Tajik Technical University、 Academy of Sciences、 Republic 
of Tajikistan、Imperial College of Science など 
③ 人材育成拠点の設置 
文部科学省「成⾧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－ 

① 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。さらに機械科学・航空宇宙専攻の修士課程もスタートする。 
②  留学の促進 
留学時に必要な TOEFL 受験を支援する独自の策をスタートさせた。また一昨年開始された、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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２．2021 年度計画 ◆基幹理工学部・研究科 
（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 
－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 
① 引き続き、一般入試および推薦入試の入学者数比率の改善を目指す。 
② 地域連携入試は、より多く安定的に入学者を確保できる体制を作る。 
③ 英語学位プログラムは、AO 入試の精度を高めつつ、指定校推薦の刷新を行う。 
 
（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 
－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 
① 卒業 126 単位の入学生を迎え、授業の実施や教学上の安定的な運用を目指す。 
② 旧制度と新制度が混在する副専攻を着実に運用する。履修者数向上を目指す。 
③ 科目削減は、学術院の目標の下で、各学科において科目設置の見直しを随時行う。 
④ 地域連携入試の学生が 4 年生となる。4 年次に九州に移るための作業を行う。北九州での研究指導が円滑に行

われるように調整も行う。 
 
（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 
－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 
① 重点研究領域の充実 
重点研究領域について、研究活動を本格的に開始する。セミナー・講演会等の研究交流、他大学・企業・研究所との
共同研究、安定運営のための外部資金獲得など、多方面にわたり充実を図る。 
② 材料科学専攻の充実 
材料科学専攻について、材研や材工会との連携も視野に入れた材料分野の研究拠点の整備、企業・研究所との共
同研究プロジェクト申請などの準備作業を進める。 
③ その他研究拠点の支援 
数物系研究拠点における海外との研究連携活動、教育連携プログラムの策定などを支援する。また、その他の研究重
点課題や enPiT-Pro 等の運営について支援する。卓越大学院プログラム「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）」を進める。 
 
（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 
－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 
① 留学をより一層推進するため、交換留学制度の対象である国外大学のカリキュラムを精査し、学部における基幹優
先枠の拡大を図る。また大学院においては、ダブルディグリーやコチュテルの制度を活用し、国外大学との教育連携を引
き続き推進する。 
② 「大学の世界展開力強化事業」への参加によりダブルディグリー制度の構築を計画している。 
英語学位プログラムの Minor 制度が本格化するので、授業実施や研究室配属の準備をする。 
③ クォーター制を検討し、留学しやすい環境を作る。 
 
（５）その他 
－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

① コロナ感染症の影響化での会議の効率化、学内意思疎通の円滑化を図る。 

 

以 上 
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１．2020 年度報告 ◆創造理工学部・研究科 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2021 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、⾧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」を、新入生向けの科目としてより高い授業効果のある内

容に改善し実践した。そして、その効果を確認するとともに改善点を明らかにした。 
 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」を、学科別人数バランスを図るとともに、協力企業

との連携を強化し実践した。そして、その効果を確認するとともに改善点を明らかにした。 
 英語学位プログラムの創造理工学部共通科目「SHIP」については、これまでの検討を踏まえて、内容を高度化し

2020 年度開始した。さらに、明らかになった改善点に基づき、次年度の内容を精査した。  
 2020 年度の科目に対して、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。 
② グローバルリーダー育成のための教育改革 
 昨年度に引き続き、タマサート大学建築・計画学部（タイ）、国立成功大学（台湾）等との覚書を締結し、箇

所間協定校を拡充した。 
 海外大学からの交換留学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に基づき、アフリカからの留学生を積極

的に受け入れた。 
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進めた。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を導入し、具体的な人事が進められた。また、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
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用する」という考え方に基づき進めた。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－ 

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。2020 年度はその 3 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については、先に整備した仕組みやルールに基づき、
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的に、種々改善をしてきた。 

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 3 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」の内容を確認し、適宜更新した。
そして、上記を全学生に配布し、卒業研究テーマを意識した履修を促した。 

 メジャーを横断して設置されている共通科目である SHIP プログラムを意欲的に進めた。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、これらすべてを担当教員が一丸となって積極的に実施した。
今年度はコロナ禍のため、オンラインでの実施になったが、オンラインであるからこそ実施できること、例えば、インドと
中国に居住する学生同士の遠隔でのコラボレーション実験が行われるなど、極めて高いレベルのワークショップもなさ
れた。まさに、フィールドワークを重視する創造理工学部の特⾧を活かした講義である。 

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、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－ 

① 社会貢献活動 
 オープンキャンパス動画や学科紹介動画を積極的に配信することで、コロナ禍でも場所を選ばずに創造理工学部

における授業概要や研究活動に触れられる【365 日オープンキャンパス】を促進する Web コンテンツの充実を図っ
た。 

 Webマガジン【創造人】を年間で3回発刊することで、コロナ禍においても、創造理工学部に所属する教員が展開
する最新の研究動向、研究室の理念と魅力、大学での学びと社会との繋がりに関する教員の熱い想いを高校生
に伝えられるよう努めた。 

 創造理工学部／研究科に所属する学部生／大学院生 7 名に対し、Zoom でインタビューを行い、現在の学科
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や学問分野に興味を持った理由や経緯、現在取り組んでいる研究内容とその醍醐味、高校生に向けたメッセージ
を Web ページに掲載することで、コロナ禍でも知的好奇心を持ち続けながらキャンパスライフを送る大学生の生の
声を届けるよう努めた。 

 その他 Web を通じたアウトリーチ活動、ダイバーシティ啓発活動などを積極的に行った。 
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、適切な時期を設定し、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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２．2021 年度計画 ◆創造理工学部・研究科 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

① 入試改編への着手 
入試の多様性を維持しつつ、高い学識力や創造力を有する優秀な学生をより効果的に確保するため、激動する世界
情勢や社会的要請の高い教育強化分野の変化に応じた志願者動向の分析をはじめ、入試各種区分から入学した学
生の成績等の追跡・分析を行うと共に、日程の見直しや統廃合などを検討する入試改編タスクフォース(各学科／
Major から選出された委員で構成)を新設し、年度末に提言書を策定することを目指す。 
② アドミッション・ポリシーの見直し 
大学全体の内部質保証サイクルを継続的に機能させることが求められていることを受け、カリキュラム・ポリシーやディプロ
マ・ポリシーとの有意義な連関性に留意しつつ、入学者選抜に影響し得る要素の抽出と検討を行うことで、アドミッショ
ン・ポリシーの見直しを実施する。 
③ 入試広報の充実 
学部・研究科Webサイトのさらなる充実を図るほか、在籍する学生や教員に加えて卒業生の声も積極的に掲載するこ
とにより、多種多様なロールモデルを提示し、創造理工学部の魅力を高校生にアピールしていけるように引き続き努めて
いく。 
④ 高大連携のさらなる強化 
附属・系属校に加えて、創造理工学部独自の優遇校を選定し、創造理工学部内 5 学科がそれぞれ求める学生を安
定して獲得できる高大連携のあり方や、推薦入試と一般入試との人数バランスなどについてさらに検討を続けていく。 
⑤ その他 
入試制度改革などについては、理工学術院全体の計画にあわせて進めていく。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

①教育改革 
 カリキュラムの体系化と専任教員の持ちコマ数削減を目指して、学科目の新設ならびに統廃合についてさらに見直

しを進めるとともに、専任教員の持ちコマ数の削減に努める。 
 「英語学位プログラム」の第一期完成を踏まて、カリキュラム内容の精査と更新を進める。 
 コロナ禍においても、効果的な教育を実践すべく、ハイブリッド型や反転講義への取り組みに挑戦する。 
 教員採用にあたっては、男女を問わず優れた人材を確保できるように努めていく。 
 海外大学等とのさらなる箇所間協定の締結をはかり、教員・学生・若手研究者の海外派遣や招聘プログラムを推

進する。 
 大学院生の国内外の学会発表や論文発表を、引き続き奨励する。 
 創造理工独自の共通科目である「創造理工リテラシー」「共創ワークショップ演習」や「SHIP」プログラムの各科目

について、さらなる拡充と内容のアップデート、効果的なハイブリッド型や反転講義の実践を行う。 
②研究改革 
 理工重点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」がさらに充実した

組織となり、高い研究成果を挙げ続けられるように運営していく。このため、60 号館 1 階ならびに地下スペースにつ
いては、常に状況を把握して、より効果的に活用されるよう工夫する。 

 教育をベースとした箇所間協定を研究活動にも展開し、さらなる産学官連携を促進する。 
③ 社会貢献改革 
 サイエンス啓蒙活動やダイバーシティ啓蒙活動を通じた各種アウトリーチ活動への積極的な参画を促進する。また、

Web を活用した情報発信も積極的に行い、より高い社会貢献を目指す。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 
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（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

① 海外教育機関との箇所間協定の推進 
 前年度までと同様に、2021 年度も海外大学との交流を奨励し、さらなる箇所間協定締結につなげる． 
 JICA の各種制度や JST さくらサイエンスプランなど、外部機関における海外教育機関との連携プログラムを積極的

に活用する。 
② 海外留学の促進 
 2018 年度に環境資源工学科に導入した海外留学優先枠のさらなる拡充と、利用者の拡大に努め、学生の海

外教育機関への派遣や留学をさらに促進するクォーター制の導入に向けては、これに伴う課題を再整理した上で、
これを導入するための検討を加速させる。 

 留学に伴って海外の大学で修得した科目の単位認定を行い、修了要件の単位数に組み込むなど、実状に合わせ

た丁寧な対応を行い、学生がさらに安心して海外での学習を経験できるように取り組んでいく。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

①社会貢献活動 

 最新情報を反映させた学科紹介動画や就職動向資料を Web に掲載することで、コロナ禍でも場所を選ばずに創

造理工学部における授業概要や最先端の研究動向に触れられる【365 日オープンキャンパス】のさらなる強化を図

る。 

 Web マガジン【創造人】を年間 3～4 回発刊することで、コロナ禍においても、創造理工学部に所属する教員が展

開する最新の研究動向、研究室の理念と魅力、大学での学びと社会との繋がりに関する教員の熱い想いを高校

生に伝えられるよう一層努める。 

 創造理工学部／研究科に所属する学部生／大学院生に対し、Zoom でインタビューを行い、現在の学科や学

問分野に興味を持った理由や経緯、現在取り組んでいる研究内容とその醍醐味、高校生に向けたメッセージを

Web ページに掲載することで、コロナ禍でも知的好奇心を持ち続けながらキャンパスライフを送る大学生の生の声を

引き続き届けられるよう一層努める。 

 その他 Web を通じたアウトリーチ活動、ダイバーシティ啓発活動などを積極的に行う。 

 

以 上 

  

① 重点研究領域 
2018 年度に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」を引き続き効果的に運営し、競争的

な大型研究の獲得を推進していくことで、重点研究分野のさらなる発展を促進させる。 
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１．2020 年度報告 ◆先進理工学部・研究科 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 
－2021 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－ 
 2019 年度の先進理工学部・研究科ホームページの全面改訂に引き続き、研究科ホームページにおいて、博士

後期課程・一貫制博士課程学生のインタビュー記事を新たに追加し、大学院入試の広報活動をさらに強化し
た。 

 他大学から優秀な学生を獲得するために、2022 年 4 月入学より共同原子力専攻に修士課程AO 入試を新設
することとした。 

 COVID-19 の世界的な拡散を踏まえ、大学院入試をオンラインで実施することとし、受験生に不利とならないよう
に運営した。 

 2020 年度の博士後期課程・一貫制博士課程の入学者数は、博士後期課程で 64 名（2019 年度 69 名、
2018 年度 64 名）であり、一貫制博士課程の入学者数は 6 名（2019 年度 4 名、2018 年度 5 名）であ
り、 入試をオンラインで実施したことにより、COVID-19 禍の影響による入学者減を回避できた。 

 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。 
 

（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 
 海外教育機関との箇所間協定の締結と Joint Supervision Program(JSP)の修了者 
→独 2016 年にボン大学と先進理工学研究科との間で締結された JSP に関わる箇所間協定が 5 年目をむかえ、延

⾧締結にあたり、オンラインでも JSP の審査ができるように箇所間協定を修正した。その修正された協定に基づき、公
聴会は COVID-19 禍によりオンラインで実施することとし、両大学の研究指導者の参加のもと、2020 年 6 月に開
催された。5 年一貫制博士課程先進理工学専攻から１名、生命医学専攻から１名につき JSP が承認され、2020
年 9 月に認定書が授与された。 

→瑞 2017 年にウプサラ大学と先進理工学研究科との間で締結されたJSPに関わる箇所間協定に基づき、5年一貫
制博士課程先進理工学専攻から１名につき JSP が承認され、2021 年 3 月に認定書が授与される予定である。 

→豪 2016 年にモナッシュ大学と先進理工学研究科との間で締結された JSP に関わる箇所間協定が 5 年目をむか
え、延⾧締結にあたり、今後自動延⾧できるように箇所間協定を修正中である。派遣を受け入れているモナッシュ大
学の学生が 2021 年 5 月に JSP を授与される予定である。 

→台 2019 年度に国立台湾大学と先進理工学研究科との間で締結された JSP に関わる箇所間協定に基づき、国
立台湾大学の博士学生（D2）の受入手続を済ませ、直前まで来日を検討していたが、COVID-19のため年度内
の滞在を断念した。2021 年度の受入れに変更して手続きを再開する予定である。 

→米 Case Western Reserve 大学と先進理工学研究科との間の JSP に関わる箇所間協定については引き続き調
整中である。 

 5 年一貫制博士教育の充実及び効率化などによる修了者の質向上 
→2018 年度に文部科学省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

ラムにおいて、2020 年度は三期生:24 名（本学 9 名、連携大学 15 名）を先進理工学専攻で受け入れ、初め
ての修了生となる一期生:14 名（本学 4 名、連携大学 10 名）が修了した。 

→5 年一貫制博士課程の先進理工学専攻の 2020 年度修了者数は、早期修了を含め 4 名となり、その早期修了
者は第 11 回日本学術振興会育志賞を受賞した。 

→整備された産学協働イノベーション人材育成体制のもと、東亜建設工業株式会との間でインターンシップに関わる協
定を締結し、一貫制博士課程の 1 名の学生が派遣された。 

→2019 年度に実施したカリキュラムの再編に引き続き、専門科目の他専攻との合併化とともに、「リーダーシップ開発プ
ログラム」などの講義内容をより実践的なものとした。 

 英語学位プログラムの質向上を目指した課題の抽出と解決策 
→コロナ禍により、日本に帰国できない学生に対して先進理工学部の共通科目として、広い視野を持った学生の育成

のための科目「グローバルリサーチャー養成科目群（6 科目）」を実施した。 
→2023 年度にカリキュラム改編、入学時期の一本化など含むプログラムのあり方が大きく変わる可能性を視野に入れ
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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－ 
 理工学術院総合研究所に設置された重点研究領域（理工重点）のうち、先進理工学研究科に関わる

階層を超えた最先端物理学研究領域「先端基礎物理学研究所」、先端化学知の社会実装研究領域の
「先端化学知の社会実装研究所」、階層動的生命科学研究領域の「先進生命動態研究所」に対する
2021 年 2 月に実施された三年次のステージゲート審査を受け、学部英語学位プログラムとの関連を熟慮し
て将来の計画をたて、どのような仕組みで重点研究領域の研究所を継続するのかを今後、議論していく必要
があることを確認した。 

 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。 

 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。 
 

て、2020 年 12 月に先進理工学部内に「英日学位カリキュラム検討タスクフォース」を立ち上げ、課題の抽出とその
解決策の議論を開始した。 

→学部英語学位プログラムの学生が大学院進学選択の際、海外の大学院でなく、そのまま大学院英語学位プログラム
へ進学することの魅力の一つとして伝えられる取り組みとして、大学院生が口頭発表する機会が与えられる海外の大
学や研究機関と連携した国際シンポジムへの参加を、学部英語学位プログラムの学生に促すこととした。2021 年 3
月 16 日、ボン大学の「The Life and Medical Sciences Institute」と学部英語学位プログラムの「Major in 
Bioscience」、重点研究領域の「先進生命動態研究所」、スーパーグローバル大学創成支援事業の「ナノ・エネルギ
ーユニット」などが共催となり、国際シンポジムを開催する。 

 学部専門教育への国際化 
→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。 
 東京農工大学との連携強化 
→共同先進健康科学専攻の2021年度以降入学者の修了要件において専門科目と演習科目の選択の幅を拡大す

るなど修正した。 
 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、「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選考した。 

（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－ 
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（５）その他 
－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 
①社会貢献改革 
 サイエンスの啓発活動 
→各教員が大学のオープンキャンパスや高校での模擬講義、学会アウトリーチ活動などを個別に実施。理工展でのイベ

ントで COVID-19 に関したオンライン講演会など実施した。 
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。 
 学部・大学院生への就職支援を強化 
→2020 年 7 月 10 日、(COVID-19 の感染拡大のため就職活動においてオンラインでのコミュニケーションの機会が増

えていること、キャリア形成に役立てることを目的にして、第１０回先進理工キャリア支援講演会をオンラインでのコミュ
ニケーションスキルに関するワークショップを開催した。 

③その他 
 オンラインによるペアレンツデ―2020の開催にあわせ、各学科及びMajorを紹介する資料と動画を作製し、公開

した。 
 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。 

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締結と Joint Supervision Program(JSP)の修了者 
→独 ボン大学と先進理工学研究科との間で 2016 年に締結された JSP に関わる箇所間協定が 5 年目をむかえ、延

⾧締結にあたり、オンラインでも JSP の審査できるように箇所間協定を修正した。その修正された協定に基づき、公聴
会はCOVID-19 禍によりオンラインで実施することとし、両大学の研究指導者の参加のもと、2020 年6 月に開催さ
れた。5 年一貫制博士課程先進理工学専攻から１名、生命医学専攻から１名につき JSP が承認され、2020 年
9 月に認定書が授与された。 

→瑞 ウプサラ大学と先進理工学研究科との間で 2017 年に締結された JSP に関わる箇所間協定に基づき、5 年一
貫制博士課程先進理工学専攻から１名につき JSP が承認され、2021 年 3 月に認定書が授与される。 

→豪 モナッシュ大学と先進理工学研究科との間で 2016 年に締結された JSP に関わる箇所間協定が 5 年目をむか
え、延⾧締結にあたり、今後自動延⾧できるように箇所間協定を修正中である。派遣を受け入れているモナッシュ大
学の学生が 2021 年 5 月に JSP を授与される予定である。 

→台 国立台湾大学と先進理工学研究科との間で 2019 年度に締結された JSP に関わる箇所間協定に基づき、国
立台湾大学の博士学生（D2）の受入手続を済ませ、直前まで来日を検討していたが、COVID-19 のため年度
内の滞在を断念した。2021 年度の受入れに変更して手続きを再開する予定である。 

→米 Case Western Reserve 大学と先進理工学研究科との間の JSP に関わる箇所間協定については引き続き、
調整中である。 

②英語学位プログラムの進捗状況 
 英語学位プログラムの進捗状況 
→2020 年度は、Major in Physics に 8 名（4 月:1 名、9 月:7 名）、Major in Chemistry に 9 名（4 月:

1名、9月:8名）、Major in Bioscicenceに7名（4月:1名、9月:6名）、計24名を受け入れた。2019
年度の 15 名（4 月:4 名、9 月:11 名）から大幅に増加したが、4 月入学の入学者数は減少した。 

→先進理工学部の共通科目として、広い視野を持った学生の育成のための科目「グローバルリサーチャー養成科目群
（6 科目）」を実施した。 

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 
→UCLA（カリフォルニア大学ロサンジェルス校）の CSST プログラムなど海外教育機関への大学院生の派遣や留学は

コロナ禍の影響により、取り組みのほとんどは中止となった。 

-66-



Waseda Vision 150 理工学術院の将来構想の進捗状況報告 

 

21 

２．2021 年度計画 ◆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計画－ 
➀教育改革 
 講義のオンデマンド化推進による効率的な授業実施を目指す。特に、学部英語学位プログラムの B 群共通科目

の講義オンデマンド化について 2023 年度に実施できるように協議を進める。学部日本語学位プログラムの講義オ
ンデマンド化については、COVID-19 によりオンデマンド化した授業につき、学修効果の評価も加味して協議す
る。 

 「英日学位カリキュラム検討タスクフォース」において、2023 年度にカリキュラム改編、入学時期の一本化などを含
むプログラムのあり方が大きく変わる可能性を視野に入れて、引き続き課題の抽出とその解決策について協議す
る。 

 学部専門教育の一層の国際化を推進する。 
 海外教育機関との箇所間協定を推進する。 

→豪 2016 年にモナッシュ大学と先進理工学研究科との間で締結された JSP に関わる箇所間協定が、今後自
動延⾧できるように箇所間協定の修正を完了する。 
→台 2019 年度に国立台湾大学と先進理工学研究科との間で締結された JSP に関わる箇所間協定に基づ
き、国立台湾大学の博士学生（D3）の 2021 年度の受入れ手続きを再開する。 
→米 Case Western Reserve 大学と先進理工学研究科との間の JSP に関わる箇所間協定について、締結
に向けて協議する。 

 箇所間協定等を活用した教員・学生・若手研究者の海外派遣・招聘プログラムを推進する。 
 大学院生（修士課程）の学会発表、論文発表を奨励する。 
➁研究改革 
 先進理工学研究科に関わる理工重点の階層を超えた最先端物理学研究領域「先端基礎物理学研究所」、

先端化学知の社会実装研究領域の「先端化学知の社会実装研究所」、階層動的生命科学研究領域の「先
進生命動態研究所」を運営するのみならず、研究成果の発信などにも取り組む。 

 論文リスト・学会発表の整理と共有化を図る（AAA インデックスを活用した情報の蓄積と活用および Pure システ
ムの一層の利用促進）。 

 ラボリーダー制度を一層推進する。 
 教員の研究活動に対する表彰を実施する。 
➂社会貢献改革 
 サイエンスの啓発活動を行う。 
④学生支援改革 
 大学院生への就職支援強化を目指す。学部英語学位プログラムの各 Major に属する学生が他の大学でなく先

進理工学研究科の大学院英語学位プログラムへの進学を希望してもらえるように、海外の大学や研究機関との
国際ジョイントシンポジウムに参加させるなど、魅力ある取り組みへ参加できる仕組みの構築を検討する。 

⑤科目数削減に対する取り組み 
 学科ごとのコマ数削減計画を継続する。 
 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 
－2021 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 
 研究科ホームページにおいて、 COVID-19 下の困難な状況においても活躍している学部生、修士学生、博士

後期課程学生、一貫制博士課程学生の取り組みや研究成果など発信し、学部入試および大学院入試の広報
活動をさらに強化する。 

 一貫制博士課程「先進理工学専攻」の入試の方法の変更につき協議する。 
 学部入試作業の合理化と入試事故リスクの軽減について引き続き協議を続ける。 
 学部英語学位プログラムの入学時期の一本化など含む入試改革について協議する。 
 入試制度改革その他については、理工学術院全体の計画に準ずる。 
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（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 
－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 
 先進理工学研究科に関わる理工重点の階層を超えた最先端物理学研究領域「先端基礎物理学研究

所」、先端化学知の社会実装研究領域の「先端化学知の社会実装研究所」、階層動的生命科学研究
領域の「先進生命動態研究所」で掲げられたテーマに対する研究を重点的に実施していく。 

 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
引き続き行っていくことで、データベースを充実させ、活動状況の可視化を進める。 

 ラボリーダー制度を継続することで、学生が研究を主体的に行っていくという自覚を促していく。また、ホームペ
ージでの広報も一層推進し、先進理工学研究科の知名度向上に寄与していく。 

 教員の研究活動に対する表彰として、早稲田大学リサーチアワード等を受賞した教員の顕彰を引き続き行っ
ていく。 

 文部科学省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）を引き続き推進していく。 

 
（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 
－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 
①海外教育機関との箇所間協定の推進 
 海外教育機関との箇所間協定を推進する。 

→豪 2016 年にモナッシュ大学と先進理工学研究科との間で締結された Joint Supervision Program 
(JSP)に関わる箇所間協定が、今後自動延⾧できるように箇所間協定の修正を完了する。 
→台 2019 年度に国立台湾大学と先進理工学研究科との間で締結された JSP に関わる箇所間協定に基づ
き、国立台湾大学の博士学生（D3）の 2021 年度の受入れ手続きを再開する。 
→米 Case Western Reserve 大学と先進理工学研究科との間の JSP に関わる箇所間協定について、締結に
向けて協議する。 

②海外教育機関への大学院生の派遣・留学の推進 
 海外教育機関への大学院生の派遣・留学の推進 

→米カリフォルニア大学ロサンゼルス校への短期留学（UCLA CSST プログラム）制度を継続する。 
 
（５）その他 
－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

①社会貢献改革 
 サイエンスの啓発活動を行う。 
②学生支援改革 
 高度授業 TA 制度を積極的に活用する。 
 学部・大学院生への就職支援を強化 

→COVID-19 の感染拡大のため、就職活動においてオンラインでのコミュニケーションの機会が増えていること、キ
ャリア形成に役立てることを目的にして、オンラインによる先進理工キャリア支援講演会を複数回開催する。 

③その他 
 生命医療系研究・教育の充実を目指す。 
 COVID-19 の感染拡大のため、対面でコミュニケーションを取る機会が著しく減少し、これまでにない教育環境や

研究環境におかれたことによるハラスメント事例の発生などを防ぐため、学生ならびに教員に対するセミナーや研修
など実施する。 

 COVID-19の感染拡大のため、対面でコミュニケーションを取る機会が著しく減少し、学生ならびに教員のメンタル
ケアが必要になる事例など取り上げ、解決策を提示するセミナーなど実施する。 

 
以 上 
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１．2020 年度報告 ◆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 初年度に受講する基礎科目のより体系的な整備については、検討に着手したものの十分ではなかったため継続検

討する。 
② 2019 年度までのａコースをベースに再編した標準コース制を新たに実施した(これに伴い従来の b、c コースは廃止

した)。また、社会人教育などのニーズを踏まえ、社会人を対象とするカリキュラムの在り方について検討を開始した。 
③ 2018 年度の新思考入試(基幹理工学部・北九州地域連携型)の入学者に向けて、北九州キャンパスでの研究

室配属(4 年次)のための受入体制を整備し、本研究科から基幹理工学部に提供するオンデマンド講義 4 科目の
コンテンツを準備した。また、2021 年度新思考入試入学者向けに、指定校への充実した事前説明などを行った結
果、2021 年度は 13 名の合格者を出すことができた。 

④ 社会人博士学生募集についての広報の方策について検討を開始した。 
⑤ 教員採用に関しては、テニュアトラック制度の内規を定めたものの、テニュアトラック教員の採用には至らなかったが、

本研究科では初めて研究指導を担当する女性教員を採用した。 
⑥ 新型コロナウイルスの影響により、オンライン授業を行った。また、多くの留学生が入国できなかったため、入国状況の

調査および手続支援や、学生寮の寮費を一部免除するなどの特別対応を行った。2021 年度も入国できない状
況が続くことを想定し、スムーズにオンライン授業に臨めるよう、2020 年度までは入学後に行っていた科目登録を入
学前に前倒しすることとした。 

 
（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 
－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－ 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 
－2021 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 書類選考におけるより客観的な評価のため、英語外部試験機関の範囲、出願資格基準点の明示について検討

を開始し、異なる英語外部試験結果の評価方法の正規化について検討を実施した。英語外部試験結果証明書
提出による志願者の減少、国内出願における英語筆記試験廃止にともなう入学者の質の低下等の悪影響はない
ことを確認した。 

② 受験生に対する WEB 情報の充実について検討を開始した。電子出願を可能とする方策については段階的に実
施するものとし継続検討する。 

③ 海外協定校との箇所間協定に基づく推薦入試について、各校への説明会はオンラインで 9 校に行い、既協定締結
校との推薦基準等の見直し、新規協定締結候補校との協定締結を進めた。新規締結先は 4 件（中国）、協定
更新は 6 件で、合計 10 件になった。また、海外志願者数(修士)は、2019 年度比で、約 1.2 倍(定員比約 2.5
倍)となった。 

④ 2020 年度に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、2021 年度は 5 名（アメリカ、インドネシア、
トーゴ、フィリピン、ロシア）の合格者を出すことができた。 

⑤ 広報活動をより充実させるため、プロの記事ライターを介した研究紹介記事を研究科の Web サイトで連載すること
となった。一方、高専国内協定校推薦入試に対する入学前奨学生選抜制度等については、実施したものの広報
の時期が遅かったため成果は得られなかった。来年度も継続して実施する。 

⑥ 新型コロナウイルスの影響により、入試ではオンラインで面接を実施した。広報では対面でのオープンキャンパスに代
わり、オンラインでの入試説明会や研究室紹介を行った。 
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① 毎年開催（12 年継続）している「国際連携 IPS シンポジウム」を 11 月に北九州キャンパスで開催した。今年は
対面およびオンラインで開催し、海外 3 大学［2 か国］を含む、計 168 名の参加者により、2 日間で研究成果の
発表や講演を行った。国内、海外からの発表 12 件の他、IPS からは修士、博士学生を中心に 45 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 国内外大学・研究機関との連携創出によるプロジェクト研究に加え、産業界と連携した共同研究による外部資金
獲得件数の増加を目指したが、新型コロナウイルスの影響もあり十分な成果を挙げられなかった。 

③ 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、参画企業が増加した。2020 年度はオ
ンラインで総会および情報共有会を開催し、海外からも講演者を招いて様々なテーマで情報交換をすることができ
た。 

④ 新規の産学連携教員の受入を目指したが、実現には至らなかった。 
 
（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 在学生の学業や生活上の相談について、英語、日本語および中国語等、多言語による対応が可能なカウンセリン

グを継続実施した。また、留学派遣元各大学（箇所間協定校の国際部等）との定期的な意見交換や大学説
明会等により、留学希望者の意識、要望を調査するとともに、協定校からの推薦基準、入試実施方法などについ
て評議を実施した。 

② 従来実施してきた海外大学からの短期学生受け入れは、新型コロナウイルスの影響により実現できなかった。 

 
（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－ 

上記(1)～(4)の取り組みの機能強化を図るため、定期的な将来計画戦略委員会において、本研究科の課題を整理
し、解決策を検討した。また、毎週月曜日に本研究科の執行部と事務担当による「コロナ対策会議」を新たに設け、大
学のコロナ対策本部会議で検討された内容をもとに、本研究科での新型コロナウイルス対策を検討した。 
 
  

-70-



Waseda Vision 150 理工学術院の将来構想の進捗状況報告 

 

25 

２．2021 年度計画 ◆情報生産システム研究科 
（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 
－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 
① 国内出願、海外出願の書類選考において、成績評価を明確にする基準の検討と、実績に基づいた分析を通し

て、アドミッションポリシーに合う人材の獲得を目指す。 
② 新思考入試(基幹理工学部・北九州地域連携型)の入学者を継続的に確保できるよう、指定校への充実した事

前説明などを継続実施する。 
③ 海外協定校との箇所間協定における推薦入試について、既協定締結校との推薦基準など、志願者の動向を踏ま

えて、協議を継続実施する。 
④ より多様なグローバル化を検討する一貫として、2020 年度に採択となった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―ティブリーダーの育成」について、欧米系等の学生にフォーカスした募
集、学生獲得を継続実施する。 

⑤ 科目等履修生制度によるプレ教育の実施のため、社会人コースと文系留学生受入コースの設置を検討する。 
⑥ 志願者、入学者数の増加を図るため、Web やオンラインを活用し、広報活動をより充実させる。 
 
（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 
－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 
① 新型コロナウイルスの影響で入国できない留学生を考慮し、オンラインでの教育・研究指導の質の維持を図る。 
② 2021 年度より科目登録を入学前に実施し、新入生が円滑に科目登録および受講できるよう支援する。 
③ 新思考入試(基幹理工学部・北九州地域連携型)の入学者を初めて4 年生として迎え入れるため、本研究科修

士課程への進学を見据えた研究指導および論文指導を行う。 
④ 教員採用に関しては、テニュアトラック教員の採用を継続検討する。また、優秀な人材を獲得するために、スケジュ

ールの前倒しや募集方法の効率化を図る。 
 

 
（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 
－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 
① 既海外協定校との定期的な意見交換、環境変化にともなう協定の見直しの他、2020 年度に採択となった日本

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―ティブリーダーの育成」の活用を前提
とした、欧米大学との箇所間協定、共同研究の可能性を継続検討する。 

② 海外協定校等からの短期教育や海外大学との個別交流活動について、新型コロナウイルスの状況を考慮しなが
らオンラインを最大限に活用して実施を検討する。 

 
（５）その他 
－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 
上記(1)～(4)の取り組みの機能強化を図るため、将来計画戦略委員会を継続実施し、本研究科の課題に対する具
体的な解決策を各委員会に提案する。また、2020年度に設けた本研究科の執行部と事務担当による「コロナ対策会
議」は 2021 年度も毎週月曜に継続実施する。 

以上 

（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 
－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 
① 「国際連携 IPS シンポジウム」を海外共同研究の成果発表の場として継続実施する。 
② 本研究科内で研究チームが機能的に連携できるようにし、複合的な研究体制を組織することによって、大規模外

部資金の獲得を目指す。 
③ 早稲田大学 IPS・北九州コンソーシアムの活動を推進し、共同研究を活性化させる。 
④ 企業からの派遣、出向による教育・研究への参画を目指し、産学連携教員の受け入れを継続検討する。 
⑤ 2021 年度以降、多くの教員が入れ替わるため、実験機材の搬入出を円滑に行い、研究環境を整備し、活性化

を図る。 
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１．2020 年度報告 ◆環境・エネルギー研究科 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2021 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。2020 年度は、コロナ禍の影響により志願者数が微減したが、オンラインでの広報活動の強化を図る。 
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。 

 

（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 
将来展望を踏まえ、人事計画の検討に着手した。 

 

（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、2020 年 9 月、公益財団法人イオン環境財団との提携による「AEON TOWA リ

サーチセンター」を設立した。学術研究に基づく持続的な地域社会である、新たな「イオンの里山」の構築を目指すと同

時に、AEON People と本学の学生、卒業生が共に学ぶ「共育」を通じて、「次の社会に貢献する人材」を育成すること

を目的としている。その他、脱炭素社会を見据えたカーボンリサイクルや Society 5.0 に対応した次世代モビリティシステ

ムに関する研究プロジェクトを発足することとなった。 

 

（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」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－ 

 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。 
 公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパークと連携した新たな産学官連携プロジェクトに着手した。 
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２．2021 年度計画 ◆環境・エネルギー研究科 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

① 広報活動の強化（継続） 
オンラインを活用した広報活動を充実させる。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

① 高度な文理融合に向けたカリキュラムの展開 
既存プログラムを核としながら継続的に展開する。地域リサーチセンターと連動した人材育成プログラムの検討に着手す
る（継続）。 
② 人事計画の検討 
5 年スパンの人事計画の検討に着手する（継続）。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

① 地域リサーチセンター等の設立と展開（附置研究所との連携状況） 
各地域リサーチセンターでの研究活動を活発化し、それぞれの地域ニーズに合致したプロジェクトを組成し、外部資金獲
得を目指す（継続）。 
②  学問領域統合型の産学官連携プロジェクトの展開（附置研究所との連携状況） 
「AEON TOWA リサーチセンター」等を核として、産学官連携を発展させた新たな外部資金獲得を目指す。 
さらに、脱炭素社会を見据えたカーボンリサイクルや Society 5.0 に対応した次世代モビリティシステムに関する研究プロ

ジェクトを通じて大型の外部資金の獲得をめざす。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

従前より、取り組んでいる「国際環境リーダー育成プログラム」をベースに国際化に向けた検討を継続する。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

① 社会ニーズに対応した教育プログラムの強化（教育改革） 
地域リサーチセンターとの連携を核とした新たな人材育成プログラムの構築に関する検討を本格化させる。 
②本庄キャンパスの活性化 
 高大院連携 

 本庄高等学院と環境・エネルギー研究科による本庄キャンパスの活性化に向けた連携を継続する。 
 新たな産学官連携プロジェクトの立ち上げ 

本庄早稲田国際リサーチパークと連携しながら、新たな産学官連携プロジェクトの立ち上げを目指す。 

 

以 上 
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１．2020 年度報告 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2021 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学部一般選抜における「日本史」「世界史」科目の記述式問題導入について 

2021 年度学部一般入学試験より、「日本史」「世界史」科目において記述式問題を導入した。 

②学部一般選抜における補欠合格発表の追加実施について 

  2021 年度学部一般選抜より、補欠合格の発表を 2 度実施することとした。 

③入試広報の展開状況について 

・ 新型コロナウイルス感染拡大に伴い、早稲田大学でのオープンキャンパス開催が中止となり、代替としてオンデマンド

コンテンツを作成した。 

・ 高校での模擬講義をオンライン形式で実施した。 

・ 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 

 新型コロナウイルスの感染拡大により、渡航を伴う留学は原則中止となった。一方で、ポストコロナを見据え、新入生

ガイダンスコンテンツ、1 年生向け学部デー（2020 年 11 月実施）、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積極的に行った。 

 また、学生にニーズの高い英語圏との連携を促進するため、2021 年度春学期展開に向けて以下の取り組みを進め

ることができた。 

●米国・ノースカロライナ州立大学とのオンラインでの授業連携（Mini-COIL） 

 …ノースカロライナ州立大学の授業と社会科学部英語学位プログラムの授業において、共同課題への取り組みやオ

ンラインで接続した同時教育を実施することにより、海外大学との連携強化を進め学部内留学のかたちを生み

出す。また、今後学生が海外留学に挑戦するきっかけを提供する。 

●APRU（環太平洋大学協会 The Association of Pacific Rim Universities)への授業提供 

   …APRU が推進する国際移動を伴わない相互オンライン留学の仕組みである「Virtual Student Exchange 

Program」に早大としてはじめて参画し、社会科学部からは 3 科目を提供した。海外名門大学の学生が当該

科目に参加することにより、授業内のダイバーシティが拡充し、社会科学部生にとっても海外大学学生と切磋琢

磨できる機会を創出する。 

 

②海外留学を推奨する国際的カリキュラムの検討 
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新型コロナウイルスの感染拡大により、渡航を伴う留学・国際機関等へのインターンシップ、ボランティア等は原則中止

となった。一方で、後述のゼミナールにおける一般プログラムと英語学位プログラムのシームレス化推進により、多国籍の

学生がそれぞれのゼミナールで日本語・英語を用いて学び合う制度を作り上げ、推進することができた。 

 

③海外語学プログラムの設置 

 予定していた米国・ホープ大学との単位互換を伴う短期留学プログラムは、新型コロナウイルスの感染拡大により保留

となった。一方で、既に協定を締結していた中国・武漢大学や台湾・国立中山大学とは、社会科学部/社会科学研究

科生に向けたオンラインでの中国語集中プログラムを代替展開いただけるよう交渉し、実施に向けて動き出すことができ

た。渡航を伴う海外語学プログラムについては、新型コロナウイルスの感染拡大状況に注意しながら引き続き進めたい。 

 

④海外実習科目・国際共同ワークショップの実践 

 新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの海外実習科目は中止となった。当該科目については、2021 年度の再

展開を目指して調整を行っている。VISION150 推進を目的として 2020 年度予算にて実施予定であった海外協定

大学を招いての留学促進・国際共同ワークショップについては申し送りとなり、2021 年度での代替実施に向けて調整を

行っている。 

 

⑤英語で開講する科目の増加による日本語及び英語学位プログラムの融合 

既存専任教員および新任教員による英語学位プログラム科目の担当推進、英語学位プログラムにおける初年次ゼミ

ナールでのオムニバス化による担当教員の拡充、高等研究所や外部資金による科目担当の拡充など、2020 年度も英

語学位プログラム設置科目の拡大に努め、設置科目数は前年度比 15%増となった。 

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」の垣根をとりはらったゼミナールの運用がはじま

り、多くのゼミナールにおいて多国籍の学生が日本語・英語を用いて学び合う環境を醸成することができた。2020 年 11

月に実施した 1 年生向け学部デーでは、学生による日本語・英語を用いたゼミナール紹介が実施され、1 年生が国際

感覚を意識するきっかけとなった。 

学術院の今後の課題や目標を協議する「戦略委員会」において、更なる一般プログラムと英語学位プログラムのシー

ムレス化、また、一般プログラム学生が英語で開講される科目（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引き続き検討している。 

 

⑥英語学位プログラムに入学した留学生の日本語能力の向上 

 引き続き、英語学位プログラムに入学した留学生の在学中における日本語能力（Ｎ１、Ｎ２レベル）の向上をガイ

ダンスやゼミナールの場で強く推奨している。特に日本語能力の低学年次での向上により、3 年次からのゼミナール選択

の幅が大きく広がる点については強調していく。 

 

⑦他大学との合同セミナー等の開催 

 国内他大学の専門分野、ゼミナール等と協力した、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組み込んだ

ゼミナールのあり方については引き続き検討する。 

 英語学位プログラムにおいては、上述の①海外留学の推奨のとおり、米国・ノースカロライナ州立大学の授業と連携し

た合同オンライン授業の展開に向け、準備を進めている。 

 

⑧オープン科目の全学的な連携と効果的運用 
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 学内他箇所（他学部、グローバルエデュケーションセンター）が提供するオープン科目について、科目内容、配当学

年、社会科学部設置科目の開講状況などを考慮し、適切な算入枠（基盤専門科目、先進専門科目または自由科

目）を設定することにより効果的な連携を行った。引き続き全学規模で学生の履修条件の改善と安定化を図っていき

たい。 

 

⑨訪問研究員による特別講義 

 2020 年度より、SGU グローバルアジア拠点が国際課より社会科学総合学術院に移管された。拠点予算による社会

科学研究科における科目担当に加えて、以下の特別講義を実施した。 

●サンド ジョーダン教授（JA 教員・ジョージタウン大学） 

 …特別講義（4 回）の実施 

 …大学院生・研究者・教員向けの英語論文執筆セミナーの実施（2020 年 10 月～2021 年 5 月予定） 

●バラク クシュナー教授（訪問教員・ケンブリッジ大学） 

 …特別講義（1 回）の実施 

●ニック カプール准教授（訪問教員・ラトガース大学） 

 …特別講義（1 回）の実施 

 

⑩学部カリキュラムによる戦略的人事 

学部、大学院、研究所、SGU グローバルアジア拠点の観点からみた総合的な観点、さらに全学レベルの効果的な役

割分担の観点から、学術院全体としておこなう教員人事制度を稼働させるため「戦略委員会」を設置し、そこでの議論

を学術院全体の提言として進めている。検討にあたっては、英語学位プログラムの存在、各研究分野における大学ラン

キングへの寄与の観点、社会科学総合学術院として教育研究の両面から重視すべき学問領域なども考慮する。また、

昇任人事のあり方についても、外部有識者による審査など新たな試みを検討している。 

 

⑪テニュアトラック制の導入 

 新型コロナウイルスの感染拡大により、2020年度以降の新規教員採用は原則凍結となっているが、上述の⑩学部カ

リキュラムによる戦略的人事に関連して、テニュアトラック制導入も含めて、VISION150 の推進に寄与できる優秀な研

究者の採用について議論している。 

 

⑫助教、助手の活躍できる環境づくり 

 助教、助手に対して、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（GEC 科目における指導員等）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向けて、引き続き社会科学部のカリキュラム上の位置づけや、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を調査することにより戦略的な科目の改廃につなげ

る。また、オンラインで実施した経験をもとに、ポストコロナを見据えたオンライン科目の在り方についても引き続き検討を

行う。 

 

⑭持ちコマ数削減に向けた取り組み 
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 隔年開講、１単位化、オムニバス化に加え、大学院における講義科目と研究演習科目の合併の可能性についても

検討をはじめた。 

 

⑮集団的な研究指導体制の強化 

 研究分野ごとの研究指導間の連携の強化や集団的な指導体制の強化も見据えて、戦略委員会において学術院と

してのカリキュラムや指導のありかたについて議論をはじめた。 

 

核心戦略３ 教育と学修内容の公開 

⑯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。 

 

⑰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。 

 

⑱教育内容のコンテンツ化 

 初年次教育科目「ラーニングコミュニティ」では、コロナ禍においても図書館講習・情報リテラシーに関するオンライン・動

画コンテンツを図書館と協力し、同科目内で活用した。 

 

⑲ＳＤＧｓ達成に向けた研究アプローチの統合 

 ＳＤＧｓの 17 分野に関する各教員および大学院研究指導グループの研究内容を掲載した社会科学研究科のリー

フレットを刊行した。 

 

核心戦略４ 対話型、問題発見・解決型教育への移行 

⑳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 

 ボランティア科目、インターンシップ、フィールドワーク等について、新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、積極的な展開

を進めることができなかったが、新たに立ち上げた戦略委員会では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新たなカリキュラムについて検討を始めている。 

 

㉑学生の主体的なゼミナールの合同説明会 

 例年行っている学部主催のゼミナール説明会に加え、2020 年 11 月には学部 1 年生向けの学部デーにて日本語・

英語にて先輩学生によるゼミナール紹介および説明会を実施した。また、2021 年 3 月には学部と学生が共同で行うオ

ンラインでのゼミナール説明会を実施する。 

 

（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－ 
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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】 

（A）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（1 回） 

 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（4 回） 

 DS センター・先端社研ジョイントセミナー（3 回） 

 研究員、プロジェクト研究グループ企画のセミナー（1 回:外国人スピーカー） 

（B）研究部門、研究プロジェクト等研究の組織化、拠点形成 

 「IASS 研究プロジェクト」の新設 

構成員が研究代表者として獲得した科研費の研究課題名（申し出により、科研費以外の外部資金による   

研究活動や大型科研費の研究分担者である場合を含む）を広報するため IASS 研究プロジェクトを創設した。 

 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。 

（C）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。） 

 IASS ワーキングペーパーシリーズのオンライン発刊（5 回） 

 研究所員の研究成果の広報（年 1 回更新） 

（D）外部研究資金獲得実績 

 科研（62 件。新学術領域 2, 基盤 B 6, 基盤 C 33, 基盤 C 特設 1、若手 B 2、若手 9、スタート支援 

3、 挑戦 3, 国際共同 3） 

 その他（国立研究開発法人系 4、公益財団等民間 1 件） 

（E）学外研究連携 

 訪問研究者等の受入（２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－ 

英語学位プログラムの進捗状況 

①志願状況 
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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。9月入学

希望者の合格率は、2018年度:33％、2019年度:25％、2020年度:39%である。また、合格者の平均SAT

スコアは 1,391 点であった（2020 年 9 月入学合格者）。 

 

②出願プロセスのデジタル化 

従来、英語学位プログラムの AO 入試では、志願者全員に対して出願時に紙媒体の原本書類を提出するよう求め

ていた。しかし、欧米諸国で一般的に採用されている完全オンライン型の出願プロセスに比べ利便性が低く、郵送費用

も生じることから、志願者や進路指導者等のステークホルダーに対してネガティブな印象を与えがちであった。このため、

2020 年度中に新システム導入により出願プロセスをデジタル化した。グローバルスタンダードに見合うプロセスへと変革さ

れたことにより、より優秀でより多様な志願者の確保につながると期待される。 

 

③タイ指定校推薦入試制度の導入 

2021 年度入試より、新たにタイのチェンマイ地域を対象として英語学位プログラムへの推薦入試制度を導入した。英

語学位プログラム入学者における多様性の更なる向上が期待される。 

 

④9 月入学への一本化 

現状、英語学位プログラムでは、4 月入学で国内出身者を中心に 20 名、9 月入学で外国出身者を中心に 40 名

を募集している。一方で、カリキュラム改革の一環として一般プログラムと英語学位プログラムの融合（シームレス化）が

進んだことにより、国内出身者があえて英語学位プログラムに入学せずとも、国際的な学習環境を享受できるようになっ

た。このため 2023 年度入試より英語学位プログラムの 4 月入学を廃止し、9 月入学のみで 60 名を募集することとし

た。9 月入学への一本化により、学部全体としての多様性・国際性がより拡大していくこと、英語学位プログラムの学生

同士のコミュニティを醸成・強化しやすくすること、また各種資源配置の最適化により教育効果の最大化につながることが

期待される。 

 

⑤日英プログラムのシームレス化にむけて 

社会科学部内における日英プログラムのシームレス化にむけた第一歩として、英語学位プログラム 3 年次ゼミナール担

当教員を大幅に拡大した。既存の一般プログラムゼミナールを英語化ないしは日英併用化することにより、一般プログラ

ム・英語学位プログラム双方の学生が履修し、日本語と英語を使って学びあう体制が始まった。2020 年 11 月に実施

した1 年生向けの学部デーでは、日本語と英語によるゼミナール紹介も行った。高等研究所や SGU を含む外部予算を

用いた講義科目の拡充なども推進し、今後も多種多様な学生層が様々なテーマを英語で学び、理解し、議論すること

で、複雑で多様な環境に対応できる人材の育成を実現するとともに、一般プログラム学生においては、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する効果も期待したい。 

 

海外での学習経験をカリキュラムに組み込むことについての検討状況 

⑥短期留学プログラムの独自開発と単位化の検討 

新型コロナウイルスの感染状況拡大により、予定していた米国・ホープ大学との短期留学プログラムの開発は保留とな

った。一方で、既に協定を締結していた中国・武漢大学や台湾・国立中山大学とは、社会科学部/社会科学研究科

生に向けたオンラインでの中国語集中プログラムを代替展開いただけるよう交渉し、実施に向けて動き出すことができた。 

ポストコロナにおける短期留学プログラム促進をめざし、引き続きのプログラム開発を進めるとともに、学部カリキュラムにお

ける語学科目区分への単位認定制度の検討など、継続課題として検討を進めたい。 
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⑦欧米圏各大学との連携強化 

新型コロナウイルスの感染状況拡大により、渡航を伴う留学・国際機関等へのインターンシップ、ボランティア等は原則

中止となった。新たに協定を締結したフランス・ボルドー政治学院からはオンラインで参加する留学生を受け入れたが、派

遣については同じくフランス・リール大学も含めて欧州の感染拡大状況を注視しながら進める予定である。 

渡航はかなわなかったものの、米国・ヤングスタウン大学とは学費相互免除の交換留学プログラムを新たに締結した。

こちらについても、米国の感染拡大状況を注視しながら今後積極的な展開を進めていきたい。 

 コロナ禍で渡航が制限された中でもオンラインで可能な国際交流を進めるべく、以下 2 点の取り組みを新たに実施し

た。 

●米国・ノースカロライナ州立大学とのオンラインでの授業連携（Mini-COIL） 

 …ノースカロライナ州立大学の授業と社会科学部英語学位プログラムの授業において、共同課題への取り組みやオ

ンラインで接続した同時教育を実施することにより、海外大学との連携強化を進め学部内留学のかたちを生み

出す。また、今後学生が海外留学に挑戦するきっかけを提供する。 

●APRU（環太平洋大学協会 The Association of Pacific Rim Universities)への授業提供 

   …APRU が推進する国際移動を伴わない相互オンライン留学の仕組みである「Virtual Student Exchange 

Program」に早大としてはじめて参画し、社会科学部からは 3 科目を提供した。海外名門大学の学生が当該

科目に参加することにより、授業内のダイバーシティが拡充し、社会科学部生にとっても海外大学学生と切磋琢

磨できる機会を創出する。 

欧米圏以外では、中国・清華大学からの修士ダブルディグリー1 期生を受け入れることができた。また、香港・香港中

文大学との学部ダブルディグリーについて、先方所在地の情勢により具体的な動きが止まっていたものの、2021 年度の

プログラム実施に向けて双方学生募集をはじめることができた。 

 

⑧グローバルアジア研究拠点として 

 新型コロナウイルスの感染状況拡大により、スーパーグローバル大学創成支援（SGU）グローバルアジア研究拠点の

活動においても、渡航を伴う計画などは代替案での実施を余儀なくされた。一方で、オンラインでシンポジウムの開催や

電子出版物の作成推進など、海外協力大学と連携しながら、コロナ禍でも実現できる施策に挑戦した。 

 ケンブリッジ大学・青井奨学会・早大社会科学研究科の 3 者で新たな協定を締結し、青井奨学会の支援によるケン

ブリッジ大学への大学院生派遣にともなう奨学金制度を創設し、学生の派遣を決定した。今回の協定をもとに、ケンブリ

ッジ大学との更なる教育・研究連携も進める予定である。 

グローバルアジア研究拠点の予算を原資として、以下の著名な研究者による講義担当および特別講義を実施した。 

●サンド ジョーダン教授（JA 教員・ジョージタウン大学） 

 …特別講義（4 回）の実施 

 …大学院生・研究者・教員向けの英語論文執筆セミナーの実施（2020 年 10 月～2021 年 5 月予定） 

●バラク クシュナー教授（訪問教員・ケンブリッジ大学） 

 …特別講義（1 回）の実施 

●ニック カプール准教授（訪問教員・ラトガース大学） 

 …特別講義（1 回）の実施 

 

⑨海外留学を促進するための海外教員招聘と新プログラムの開発 

Waseda Vision150 関連予算にて予定していた海外協定校（清華大学、台湾大学など）より招聘した 6 名の

教員によるセミナーや講演会については新型コロナウイルスの感染状況拡大により中止を余儀なくされた。学生の海外

留学促進や、国際共同研究のきっかけとなる効果も期待しており、招聘と併せて社会科学総合学術院教員が学生を

引率して協定校を訪問するプログラムも同時に検討中であった。2021 年度に実施が持越しとなったため、引き続き実
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現可能性を探っていきたい。 

 

（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学際知の体系化に向けた改革 

 戦略委員会を立ち上げ、学生が社会科学総合学術院において重視すべきテーマや学問分野を体系的に履修し、修

了できる仕組みを、カリキュラム改革と位置付けて検討を開始した。現行のアカデミックカテゴリーのあり方や新たなカリキュ

ラムにおける取り扱いについても最適な状態を模索する。 

 

②アクティブラーニングラボを拠点とした臨床的プロジェクト 

 アクティブラーニングラボは、プロジェクトベーストラーニング（PBL）の場であり、ラボを拠点に、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、海外協定校等との連携を深める予定であったが、新型コロナウイルスの感染

状況拡大により積極的な推進がかなわなかった。SGU グローバルアジア研究拠点での活用も視野に入れて、今後積極

的な展開を進めていく。 
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２．2021 年度計画 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

【学部入試（一般プログラム）】 

①大学入学共通テスト・英語外部試験の導入に向けた検討について 

・国の対応を慎重に見極めつつ、また、導入による受験性への影響等を考慮に入れ、検討を行う。 

②一般入試に代わる入試の検討について 

・学部のアドミッションポリシーのもと、現行制度を含む多様な入試制度の可能性を検討する。 

③全国自己推薦入学試験における制度変更について 

・2022 年度入試より、「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。あわせて、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。 

④入試広報の展開について 

・早稲田大学におけるオープンキャンパス（学部独自企画を含む）、その他地域におけるオープンキャンパスを実施す

る。 

・模擬講義、学部説明会、高校訪問、インターネットなどを活用した広報活動を継続的に実施する。 

・学部パンフレット等の広報媒体の内容の充実を図る。また、それらを高校やイベント来場者等に配布する。 

 

【研究科入試】 

成功裏に定着してきたと評価できる 2019 年度入試より導入した入試方式、すなわち、研究分野を中心として口頭試

問を重視した入試方式の運用を更に洗練し、受験生の能力と意欲をより正確に評価できるようにする。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み－ 

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コロナ禍における海外大学との教育連携強化 

 新型コロナウイルスの感染拡大により、渡航を伴う留学が原則中止となっている。そのような状況においても、学生の語

学能力維持向上・グローバルリーダーとしての国際的な視野の醸成を目的に、以下のような海外大学との教育連携を

強化し、授業内での教育体験の再構築を実現する。 

●米国・ノースカロライナ州立大学とのオンラインでの授業連携（Mini-COIL） 

 …ノースカロライナ州立大学の授業と社会科学部英語学位プログラムの授業において、共同課題への取り組みやオ

ンラインで接続した同時教育を実施することにより、海外大学との連携強化を進め学部内留学のかたちを生み

出す。継続的な学部の取り組みとして深化させるとともに、今後学生が海外留学に挑戦するきっかけを提供す

る。 

●APRU（環太平洋大学協会 The Association of Pacific Rim Universities)への授業提供 

   …APRU が推進する国際移動を伴わない相互オンライン留学の仕組みである「Virtual Student Exchange 

Program」に早大としてはじめて参画し、2021 年度春学期は社会科学部から 3 科目を提供する予定であ

る。海外名門大学の学生が当該科目に参加することにより、授業内のダイバーシティが拡充し、社会科学部生

にとっても海外大学学生と切磋琢磨できる機会を創出するとともに、継続的な学部の取り組みとして実施をして
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いき、社会科学部生の海外連携大学提供科目の履修も推進する。 

 2019年度～2020年度に新たに協定を締結したフランス・ボルドー政治学院やフランス・リール大学からの留学生をオ

ンラインでも積極的に受け入れることにより、社会科学部の授業内におけるダイバーシティを拡充し、海外大学学生との

活発な交流を促進する。 

 

②海外留学を推奨する国際的カリキュラムの検討 

Waseda Vision150 関連予算にて予定していた海外協定校（清華大学、台湾大学など）より招聘した 6 名の

教員によるセミナーや講演会について、新型コロナウイルスの感染拡大状況を注視しながら実施方法を策定したい。招

聘や渡航を伴う実施形態が難しい場合は、オンラインによる実施の検討を進める。 

 

③海外語学プログラムの推進 

 米国・ホープ大学との単位互換を伴う短期留学プログラムは、新型コロナウイルスの感染拡大により保留となっている。

一方で、既に協定を締結していた中国・武漢大学や台湾・国立中山大学とは、社会科学部/社会科学研究科生に

向けたオンラインでの中国語集中プログラムを代替展開できるよう交渉を行い、実施に向けた準備を進めている。コロナ

禍だからこそ実施可能な、海外協定大学と協力した語学プログラムを作り上げるとともに、単位認定制度についても検

討を進める。 

大学院生 LA を活用した学部生向け語学支援（主に英語・中国語）についても促進する。 

 

④海外実習科目・国際共同ワークショップの実践 

 2020 年度は、新型コロナウイルスの感染拡大により、多くの海外実習科目は中止となった。当該科目については、

2021 年度の再展開を目指して調整を進める。状況によっては、オンラインでの現地調査等、各科目内での工夫できる

教育方法を模索する。 

 

⑤英語で開講する科目の増加による日本語及び英語学位プログラムの融合 

専任教員および新任教員による英語学位プログラム科目の担当推進、英語学位プログラムにおける初年次ゼミナー

ルでのオムニバス化による担当教員の拡充、高等研究所や外部資金による科目担当の拡充など、2021 年度も継続

して英語学位プログラム設置科目の拡充を進める。特に、英語学位プログラム科目を中心に担当している任期付教員

5 名の退職予定を見据え、専任教員の更なる担当促進や、本部と連携した教員人事案の推進を進める。 

学術院の今後の課題や目標を協議する「戦略委員会」においては、新たなカリキュラム策定を見据え、一般プログラ

ムと英語学位プログラムのシームレス化も重要な課題と位置付け、引き続き検討していく。 

 

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 

 引き続き、英語学位プログラムに入学した留学生の在学中における日本語能力（Ｎ１、Ｎ２レベル）の向上をガイ

ダンスやゼミナールの場で強く推奨していく。特に日本語能力の低学年次での向上により、3 年次からのゼミナール選択

の幅が大きく広がる点については強調していく。 

 

⑦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う。その際に、科目名称、配当学年、内容、社会科学

部での開講状況（休講・隔年）などを勘案して算入枠（基盤専門または自由科目）をその都度、判断する方式とす
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る。それによって全学規模で学生の履修条件の改善と安定を図る。 

 

⑧訪問研究員による特別講義 

 2020 年度より、SGU グローバルアジア拠点が国際課より社会科学総合学術院に移管され、拠点予算による社会

科学研究科における科目担当に加えて、以下の特別講義を実施している。2021 年度においても、各教員への協力を

働きかけるとともに、特別講義の実施を通した大学院生・研究者交流の促進を進める。 

●サンド ジョーダン教授（JA 教員・ジョージタウン大学） 

●バラク クシュナー教授（訪問教員・ケンブリッジ大学） 

●ニック カプール准教授（訪問教員・ラトガース大学） 

 

⑨学部カリキュラムによる戦略的人事 

学部、大学院、研究所、SGU グローバルアジア拠点の観点からみた総合的な観点、さらに全学レベルの効果的な役

割分担の観点やから、学術院全体としておこなう教員人事制度を稼働させるため「戦略委員会」において検討を進め

る。検討にあたっては、英語学位プログラムの存在、各研究分野における大学ランキングへの寄与の観点、社会科学総

合学術院として教育研究の両面から重視すべき学問領域なども考慮し、昇任人事のあり方についても、外部有識者に

よる審査など新たな試みを検討する。 

任期を迎える英語学位プログラム担当任期付教員 5 名の後任や、英語学位プログラムを重点的に担当する新規専

任教員の獲得など、本部と協力しながら検討を進める。 

 

⑩テニュアトラック制の導入 

 新型コロナウイルスの感染拡大により、2020 年度以降の新規教員採用は原則凍結となったが、上述の⑨学部カリキ

ュラムによる戦略的人事に関連して、テニュアトラック制導入による、VISION150 の推進に寄与できる優秀な研究者の

採用について検討する。 

 

⑪助教、助手の活躍できる環境づくり 

 助教、助手に対して、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（GEC 科目における指導員等）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

く提供する。 

 

⑫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向けて、引き続き社会科学部のカリキュラム上の位置づけや、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を調査することにより戦略的な科目の改廃につなげ

る。また、オンラインで実施した経験をもとに、ポストコロナを見据えたオンライン科目の在り方についても引き続き検討を

行う。 

 

⑬持ちコマ数削減に向けた取り組み 

 大学院における講義科目と研究演習科目の合併の可能性をはじめとして、教員の持ちコマ数削減に向けた学部・大

学院科目担当の在り方について検討を進める。 

 

⑭集団的な研究指導体制の強化 

-85-



Waseda Vision 150 社会科学総合学術院の将来構想の進捗状況報告 

 

12 

 研究分野ごとの研究指導間の連携の強化や集団的な指導体制の強化も見据えて、戦略委員会において学術院と

してのカリキュラムや指導のありかたについて議論を進める。 

 

核心戦略３ 教育と学修内容の公開 

⑮学習戦略の指導 

 初年次教育科目「ラーニングコミュニティ」の中で学習戦略について説明し、各自が作成、発表で学び合い、ピアレビュ

ー、ふりかえりをおこなう。 

 

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する。 

 

⑰教育内容のコンテンツ化 

 SGU グローバルアジア拠点事業等とも連携し、edX コンテンツや教科書コンテンツの作成を目指す。これにより、教員

の研究時間確保にも繋げられるよう検討する。 

 

⑱ＳＤＧｓ達成に向けた研究アプローチの統合 

 ＳＤＧｓの 17 分野に関する各教員およびプロジェクト研究グループの研究内容を掲載した先端社会科学研究所の

リーフレットについて、2021 年度中に作成・公開する。 

 

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 

 ボランティア科目、インターンシップ、フィールドワーク等について、新型コロナウイルスの感染拡大に配慮しながら、ポスト

コロナにおける積極的な展開を進められるよう、新たに立ち上げた戦略委員会において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新たなカリキュラムについて検討を進める。 

 

⑳学生の主体的なゼミナールの合同説明会 

 例年行っている学部主催のゼミナール説明会に加え、学部と学生が共同で行うオンラインでのゼミナール説明会を実

施する。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

①SGU7 拠点との連携状況 

グローバルアジア研究拠点を先端社会科学研究所（社会科学総合学術院附置研究所）に設置し、アジアおよび

現代日本に関わる社会科学研究の拠点形成強化に努める。 

 

②教員の研究時間確保に向けた学術院としての取り組み状況 

基礎的情報の収集として、各教員の講義時間、箇所内外委員会委員、学外委員等に関する実態調査と、研究 
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時間に関する意向調査を行う。 

 

③研究成果発信（主に海外向け）の取り組み 

 大学院生に対する英語論文等投稿支援策を検討する。 

 基礎的情報の収集として、各研究分野（所属学会等）、教員にとって海外研究発信の重要性に関する意識

調査を行う。 

 訪問学者の受入と海外研究者との共同研究の推進のための条件を検討整備する。 

  

④附置研究所との連携状況 

 先端社会科学研究所主催のセミナー、シンポジウム等の開催のための経済的人的支援を強化する。 

 英語学位プログラム（TAISI）の４つのコース＊に関連付け、提携校から講演者を招待して国際シンポジウム

を開催する。 

 研究のアウトレットとして紀要「ソシオサイエンス」の認知、評価を高めるための諸方策を検討する。 

 オープンキャンパス等の機会を利用して、来校者に公開されたシンポジウムを行う等、認知度を高める方策を検

討実行する。 

 

⑤ 他学会特に早稲田社会科学学会との連携について 

 共同シンポジウムの開催等を通じ協力関係を強化する。特に社会科学部生、大学院生（修士課程）が参

加、研究成果の発表、相互に学び合う機会を提供する。 

 

* TAISI の４つのコース 

Field 01 : Community & Social Development 

Field 02 : Peace Building & International Cooperation 

Field 03 : Economic & Environmental Sustainability 

Field 04 : Social Organizations & Working 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

英語学位プログラム 

①日英プログラムの更なるシームレス化にむけて 

社会科学部内における日英プログラムのシームレス化にむけた第一歩として、英語学位プログラム 3 年次ゼミナール担

当教員を大幅に拡大した。既存の一般プログラムゼミナールを英語化ないしは日英併用化することにより、一般プログラ

ム・英語学位プログラム双方の学生が履修し、日本語と英語を使って学びあう体制が始まっている。高等研究所や

SGU を含む外部予算を用いた講義科目の拡充なども推進するとともに、戦略委員会にて進めている新たなカリキュラム

においては、一般プログラム・英語学位プログラム双方の学生が日本語・英語で共に学び合えるものになるよう、検討を

進める。 

 

海外での学習経験をカリキュラムに組み込むことについての検討状況 

②短期留学プログラムの独自開発と単位化の検討 

協定大学である中国・武漢大学や台湾・国立中山大学とは、社会科学部/社会科学研究科生に向けたオンライン
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での中国語集中プログラムを代替展開いただけるよう、実施に向けて動き出している。その他米国・ホープ大学など、ポス

トコロナにおける短期留学プログラム促進をめざし、引き続きのプログラム開発を進めるとともに、学部カリキュラムにおける

語学科目区分への単位認定制度の検討など、継続課題として検討を進めたい。 

 

③海外大学との連携強化 

新たに協定を締結したフランス・ボルドー政治学院、フランス・リール大学の派遣・受入については、新型コロナウイルス

の感染拡大状況を注視しながら、オンライン留学の選択肢も視野に入れつつ進める予定である。フランス・リヨン大学との

協定締結に向けても交渉を進める。 

2020 年度に渡航はかなわなかったものの、米国・ヤングスタウン大学とは学費相互免除の交換留学プログラムを新た

に締結している。こちらについても、米国の感染拡大状況を注視しながら積極的な展開を進めていきたい。 

 コロナ禍で渡航が制限された中でもオンラインで可能な国際交流を進めるべく、以下 2 点の取り組みを新たに実施す

る。特に APRU の「Virtual Student Exchange Program」については、秋学期以降も継続的な学部の取り組みと

して実施をしていき、社会科学部生の海外連携大学提供科目の履修も推進する。 

●米国・ノースカロライナ州立大学とのオンラインでの授業連携（Mini-COIL） 

 …ノースカロライナ州立大学の授業と社会科学部英語学位プログラムの授業において、共同課題への取り組みやオ

ンラインで接続した同時教育を実施することにより、海外大学との連携強化を進め学部内留学のかたちを生み

出す。また、今後学生が海外留学に挑戦するきっかけを提供する。 

●APRU（環太平洋大学協会 The Association of Pacific Rim Universities)への授業提供 

   …APRU が推進する国際移動を伴わない相互オンライン留学の仕組みである「Virtual Student Exchange 

Program」に早大としてはじめて参画し、社会科学部からは 3 科目を提供した。海外名門大学の学生が当該

科目に参加することにより、授業内のダイバーシティが拡充し、社会科学部生にとっても海外大学学生と切磋琢

磨できる機会を創出する。 

欧米圏以外では、中国・清華大学からの修士ダブルディグリー2 期生を受け入れ、早大社学研からの 1 期生の派実

現を目指す。また、香港・香港中文大学との学部ダブルディグリーについても年度内の双方学生募集・プログラム実施を

目指す。 

また、世界展開力強化事業（キャンパスアジア構想）の検討および日越大学との連携事業の準備を進める。 

 

④グローバルアジア研究拠点として 

 新型コロナウイルスの感染状況拡大により、スーパーグローバル大学創成支援（SGU）グローバルアジア研究拠点の

活動においても、渡航を伴う計画などは代替案での実施を余儀なくされているが、状況を注視しながら、オンラインでシン

ポジウムの開催や電子出版物の作成推進など、海外協力大学と連携しながら、コロナ禍でも実現できる施策を引き続

き挑戦する。とりわけ、成果物を社会科学部・社会科学研究科の教育・研究に還元することを目的に、edX のコンテン

ツ作成や電子での出版物発刊を目指す。  

ケンブリッジ大学への大学院生派遣については、青井奨学会の奨学金制度も広報しながら第二期生の派遣者決定

を目指す予定である。また、ケンブリッジ大学との更なる教育・研究連携も進める 

グローバルアジア研究拠点の予算を原資として、以下の著名な研究者による講義担当および特別講義を 2021 年

度も実施する。 

●サンド ジョーダン教授（JA 教員・ジョージタウン大学） 

●バラク クシュナー教授（訪問教員・ケンブリッジ大学） 

●ニック カプール准教授（訪問教員・ラトガース大学） 

 

⑤海外留学を促進するための海外教員招聘と新プログラムの開発 

-88-



Waseda Vision 150 社会科学総合学術院の将来構想の進捗状況報告 

 

15 

Waseda Vision150 関連予算にて予定していた海外協定校（清華大学、台湾大学など）より招聘した 6 名の

教員によるセミナーや講演会については新型コロナウイルスの感染状況拡大により延期を余儀なくされた。学生の海外

留学促進や、国際共同研究のきっかけとなる効果も期待しており、招聘と併せて社会科学総合学術院教員が学生を

引率して協定校を訪問するプログラムも同時に検討し、2021 年度での実施を進める。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

 

①学際知の体系化に向けた改革 

 戦略委員会において、社会科学総合学術院が重視すべきテーマや学問分野を学生が体系的に履修し、修了できる

仕組みを、カリキュラム改革と位置付けて検討を進める。現行のアカデミックカテゴリーのあり方や新たなカリキュラムにおけ

る取り扱いについても最適な状態を比較的模索する。 

 

②アクティブラーニングラボを拠点とした臨床的プロジェクト 

 アクティブラーニングラボは、プロジェクトベーストラーニング（PBL）の場であり、ラボを拠点に、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、海外協定校等との連携を深める予定であったが、新型コロナウイルスの感染

状況拡大により積極的に推進できていない。SGU グローバルアジア研究拠点活動での海外大学との交流拠点や

CTLT 教室としての利用等も視野に入れて、積極的な展開を進める。 

 

以 上 
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１．2020 年度報告 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2021 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 2025 年度一般選抜入試改革に向けた検討 

高校の指導要領改訂に向け，また一般選抜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，2019 年度に設置した入試 WG において，入試制度の抜本的な改革につ

いて引き続き検討を行った。2020 年度は，一般選抜入試の教科・科目構成，大学入学

共通テストの利用について重点的な検討を行った。 

② 以外者入試の点検・整備 

2025 年度の入試改革に向けて，指定校推薦，公募制学校推薦入試(FACT 選抜)等，以

外者入試の近年の入試結果を分析し，定員に関する検討を行った。 

③ 感染症対応 

新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受け，学部入試では外国学生入試面接試験，

指定校推薦入試面接試験，系属校推薦入試面接試験，公募制学校推薦入試(FACT 選抜)

の面接試験(論述試験に相当する口頭試問を含む)を，大学院入試では内部選抜入試面接

試験，一般入試専門試験および面接試験をオンラインで実施した。 

④ 大学院修士課程 2年制英語プログラムの入試方法の決定 

2022 年秋に開始する予定である大学院修士課程 2 年制英語プログラムについて，出

願要件，出願書類，選考方法等の入試方法を決定した。 

 

（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 カリキュラム評価 

カリキュラム評価のための作業部会を設置し、「学修成果の明示」に向けて、学位授

与方針と現状のカリキュラムとの整合性等に関する議論を開始した。 

② 継続的な授業改善・能動的な学びの促進とオンライン対応 

計 4 回の FD 研究会を専任教員及び非常勤対象に実施し、成果の一部を文書として共

有した。うち、新型コロナウイルス感染症の拡大を受けた授業のオンライン化に関する

内容が 2回、アクティブラーニング（対話型、問題発見・解決型授業）のオンライン化

や学生評価に関する内容が 1回、学生授業アンケートなどエビデンスに基づく授業改善

に関する内容を 1 回ずつ行った。 

③ 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中心として、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検討を行い、「大学院人間科学研究科博士学

位論文審査に関する内規」を改定した。 

④ カリキュラムの国際化 

英語学位プログラムに関する作業部会が中心となって、大学院修士課程英語学位プロ

グラムについて、受入方針・カリキュラムを定めた。2022 年 9 月の受入に向けて広報や

受入体制の準備を開始した。 

⑤ 教員採用に関する取り組み 
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テニュアトラック制度検討作業部会を設置し、テニュアトラック制度の導入に向けて

の検討、及び現状の教員採用内規について見直しの検討を開始した。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み状況－ 

① 附置研である人間総合研究センターとの連携による研究推進体制の構築 

（１）大型競争的研究資金獲得に向けた準備研究費である「Aプロ（企画準備型）」が 

6 件、日本学術振興会特別研究員への申請を支援する「Aプロ（PD・DC 等学振連動

型）」（院生、OD 対象）が 5 件採択された。 

（２）大型競争的研究費獲得者への側面支援（研究事務体制の支援）である「B プロ 
（大型研究支援）」が 2 件採択された。 

（３）若手教員によるグループ研究を支援する「Cプロ（若手グループ研究）」が４件、 

専任教員等による共同研究を支援する「Cプロ（一般研究）」が４件採択された。 

また、新規に地域連携を支援する「Cプロ（地域連携支援）」を公募し、2件が採択 

された。 

（４）Aプロ（企画準備型）採択者が大型競争的研究資金に採択される採択率向上のた 

めの改革を行った。具体的には採択件数を多様な指標から比較考量し、選択と集中

の方式を導入しようと検討した。A プロ（企画準備型）は 2020 年度で終了を予定

しているが、今回検討した選考方針については、2021 年度以降実施予定の A プロ

（拠点形成支援型）に適用していく。また、Aプロに関する規則強化を図り、大型

資金採択率を高めていく。 

  
② 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 海外協定校との連携などによる派遣留学、留学受入の促進と国際交流の活性化。 

（１）箇所間協定に基づく海外大学との学生交換留学、研究者交流、国際共同研究など

は、コロナ禍の影響により実施することができなかったが、次年度に向けて準備

を進めた。 
（２）海外への学生引率プログラム助成制度や大学院生等派遣助成制度の活用に 

より、学生が海外大学を訪問したり、国際会議での研究発表を行うことは、コ 
ロナ禍の影響により実施することができなかったが、次年度に向けて準備を進 
めた。 

（３）「箇所間協定締結状況及び最近３年間の交流実績と今後の展開」に関する調査 
     結果に基づき、派遣留学、留学受入の促進と国際化に資する新たな連携可能な 

海外大学について検討を開始した。 

-92-



Waseda Vision 150 人間科学学術院の将来構想の進捗状況報告 

 

3 

② 大学院英語学位プログラム 

（１）日本語のできない留学生の生活面におけるサポートと英語による事務的な対応、

入試の選考方法、入学時期などについて検討を進めるとともに、研究科英語プロ

グラム作業部会の答申に基づいて、修士英語学位プログラムを 2022 年 9 月に新

設することを決定した。 
（２）英語による博士後期課程の研究指導を 2023 年 4 月に導入することを目標として

設定し、そのための準備を開始した。 
（３）学部 1 年次の夏季短期留学ブリッジプログラム、2、3 年次の中長期留学プロ  グ

ラム、海外協定校との連携による短期留学・訪問プログラムなどの留学経験を持

つ大学院進学者の修士英語学位プログラムでの科目履修など、海外での学習経験

を活かすカリキュラムのあり方についての検討を進めた。 

 

（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し、特に以下のような取り組みを推

進した。 
  （１）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 2 件採択され

た。コロナ禍による影響で、対面での実施が不可能となったが、いずれも海外大

学との間でオンラインによる交流プログラムを行った。英語による学生研究発表

に加えて、包括協定を締結する自治体や中学校、高校との協働によるプログラム

を実施した。 
（２）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

ムを実施した。 
（３）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を推進

した。 
② 社会実装を目指した連携・共同研究 

学内の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、これま

で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

解決指向の産学官民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。 
特に、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た具体

的な取り組みとして、複数年にわたる大型外部資金に採択された ICT を活用した福祉

行政の課題解決を目指す実証研究プロジェクトを推進した（所沢市社会福祉協議会、所

沢市役所との共同事業）。さらに課題解決型のテーマで、複数の外部資金に申請した。 

 

○通信教育課程（e スクール） 
① カリキュラムの確認・改訂 

「スタディスキル」「データリテラシー I, II」の春学期・秋学期の両学期開講によって、

以前よりレベル進級をしやすくしたことを受けて、他の科目についての検討を開始し
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た。特に専門ゼミと卒業研究ゼミについて確認することで、改訂の検討対象となる課題

を抽出してカリキュラムの見直しに着手した。 
② 理解度・満足度向上を目的とした取り組み 
（１）前年度に引き続き３〜４年を目処とするコンテンツの更新と高画質化を図った。 
（２）新規に導入された Waseda moodle を用いた修学支援に備え教育コーチの研修を実

施した。 
（３）ディプロマポリシー、カリキュラムポリシー、アドミッションポリシーの見直しに

着手した。 

 

-94-



Waseda Vision 150 人間科学学術院の将来構想の進捗状況報告 

 

5 

２．2021 年度計画 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

① 2025 年度一般選抜入試改革に向けた検討 

2025 年度入試に向けて，一般選抜入試の教科・科目構成および大学入学共通テストの

利用方法を検討し，具体案をまとめる。 

② 以外者入試の改革 

一般選抜入試の改革と連動させて，指定校推薦入試および公募制学校推薦入試(FACT

選抜)について適正な定員設定に向けた検討を行う。 

③ 大学院国際化 

大学院の国際化を進めるために，大学院修士課程2年制英語プログラムの拡充に向け，

入試時期や選考方法等を検討する。 

 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

① カリキュラム評価 

カリキュラム評価のための作業部会が中心となって、学位授与方針と現状のカリキュ

ラムとの整合性の検討をする。また、シラバスの内容を踏まえながら、必要に応じてデ

ィプロマ、カリキュラムポリシー（大目標・中目標）の修正を行う。 

② 継続的な授業改善・能動的な学びの促進とオンライン対応 

FD 研究会の年間実施計画に基づき、アクティブラーニングやオンライン・対面の授業

機会の活用、高度授業 TA・授業 TA・LA 等の活用方法について教員間の議論を深める。 

③ 研究倫理教育の強化 

基礎教育（科目「学生生活とセルフマネジメント」、「基礎ゼミ II」）における研究倫

理教育のさらなる強化を行う。 

④ カリキュラムの国際化 

学生が留学しやすい環境（授業のクォーター化を含む）について検討する。 

箇所間協定に伴う留学生への開講科目について検討する。大学院修士課程英語学位プ

ログラムの議論を踏まえ、英語による博士後期課程の研究指導について 2023 年度からの

実施に向けて検討を開始する。 

⑤ 学部から研究科への接続の強化 

学部-研究科の一貫教育プログラム（4+1 もしくは 3+2 の 5 年一貫教育）について制度

設計を開始する。 

⑥ 学位論文審査体制の強化 

「大学院人間科学研究科博士学位論文審査に関する内規」の改定に基づき、研究科に

おける学位論文審査、研究指導について適切な運用を図る。 

⑦ 教員採用に関する取り組み 

⑧ 実施予定のテニュアトラック制度について適切な運用を図る。 
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（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

① 附置研である人間総合研究センターとの連携による研究推進体制の構築 

（１）これまで実施してきた「A プロ（企画準備型）」の大型競争的研究資金獲得の準備研 
究費としての性格を残しつつも、新たに「A プロ（拠点形成支援）」を設け、学融合

的な国際研究拠点の形成を目指す。４件の応募があり、審査中（2/14 現在）である。 
（２）「A プロ（PD・DC 等学振連動型）」は、2021 年度不採用者のうち評価が高かった者

を対象とした研究支援である。９件が採用され、2022 年度の学振採用を目指す。 
（３）大型競争的研究費獲得者への側面支援である「B プロ（大型研究支援）」は１件採択

され運用される。 
（４）「C プロ（若手グループ研究）」は２件、「C プロ（地域連携支援）」は２件が採用され

運用される。 
（５）なお、人間総合研究センター研究プロジェクトの審査については、これまで本学研究

戦略センターとの連携によって、外部審査員選定のみならず、研究者ネットワークの

拡大と構築に努めてきたが、今後もさらに強化していく。 
 

② 日本学術振興会特別研究員事業申請者への支援制度 

日本学術振興会特別研究員への申請を促進し、採用者を増やすことを目的に、博士後

期課程進学予定者・同課程在学者のうち有資格者に対して、採用経験者による講演・申

請書添削等、申請書作成に関するきめ細かな指導体制を設ける。 

 

③ 外国人・海外研究者交流事業 

人間科学学術院の教員が招へいする外国人・海外研究者による講演・専門的知識供与

などに対する謝礼・旅費等の補助を行う一方、リモート会議システム等も活用しながら

人間科学学術院の教員・学生に国際交流の機会を提供し、研究の活性化につなげる。 

 

④ 地域連携研究の促進 

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引き続き A プロとの連携などを基に

促進する。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

① 海外協定校との連携などによる派遣留学、留学受入の促進と国際交流の活性化 

（１）箇所間協定に基づく海外大学との学生交換留学、研究者交流、国際共同研究などを、

積極的に推進する。 
（２）海外への学生引率プログラム助成制度や大学院生等派遣助成制度の活用により、学生

が海外大学を訪問したり、国際会議での研究発表を行ったりして、国際交流の活性化

を図る。 
（３）「箇所間協定締結状況及び最近３年間の交流実績と今後の展開」に関する調査結果に
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基づき、派遣留学、留学受入の促進と国際化に資する新たな連携可能な海外大学につ

いて検討を継続する。 
 

② 大学院英語学位プログラム 

（１）研究科英語プログラム作業部会の答申に基づいて、修士英語学位プログラムを 2022
年 9 月に新設することを決定したので、それに向けて日本語のできない留学生の生活

面におけるサポートや英語による事務的な対応など準備を進める。 
（２）英語による博士後期課程の研究指導を 2023 年 4 月に導入することを目標として設定 

したので、そのための準備を進める。 
 

③ その他 

（１）海外での学習経験を活かすカリキュラムを 2023 年 4 月に導入することを目標とし、

そのための準備を進める。 
 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

○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・企業や海外大学との連携を推進し、人材育成事業や共

同研究事業を促進する。さらに、各教員が有する国内・国外ネットワークを有機的に

連携させ、戦略的な包括協定締結とそれに基づく人材育成事業や国際共同研究事業に

ついての検討を継続する。 

 
② 社会実装を目指した連携・共同研究 

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

ぶ自治体・企業・大学・研究機関との協働による研究成果の社会実装を目指した研究

を推進する。人間科学学術院の強みである環境・健康福祉・情報に関わる学際性を生

かし、地域課題解決指向の産学官民との広範囲な連携強化と、継続的な大型外部資金

獲得を目指す学外組織との共同研究の基盤作りを推進する。 

 

○通信教育課程（e スクール） 
① カリキュラムの確認・改訂 

専門ゼミ、卒業研究ゼミの選択にかかる発展的なカリキュラムの導入に向けた諸要件

の抽出と具体案の構築を継続的に実行する。 
 

③ 社会人の修学の質の向上を目的とした取り組み 
専門ゼミ、卒業研究ゼミの選択方法について引き続き検討し、社会人にとって質の高

い修学モデルを設計する。 

 
③ 入学選抜方式の検討 
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通常の学部との差別化を図り，主として社会人を対象としたリカレント教育を目的とするこ

とが明確になる入学選抜方式を検討する。 

 

以 上 
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１．2020 年度報告 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2021 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行った。 

・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 2025 年度以降の入試制度の抜本的な改革に向けた検討を引き続き行った。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により延期されたオリンピック・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（日本語版／英語版）の内容について確認し、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 新型コロナウイルス感染症拡大に伴うオンライン授業の展開 

・春学期は新型コロナウイルス感染拡大防止のための行動制限指針に基づき、すべての授業をオンラインで実施した。 

・秋学期については行動制限指針に基づく危機レベルの変化に伴い、オンライン授業の実施に加え、スポーツ教養演習

および演習について対面授業を実施した。開講 365 科目中、対面授業数 83 科目で対面授業実施率は 23％で

あった。 

 

② カリキュラムの体系化に向けた改革 

・学部: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いて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カリキュラムの整備に取り組んだ。また、将来構想委員会においてカリキュラ

ム改革に向けた協議を行うとともに、初年次教育と卒業研究の在り方について討議した。 

・大学院:クォーター科目化と学部科目との合併を促進した。カリキュラム体系化に向けて、学部基礎科目等の見直し

の検討を行った。 

 

③ 英語学位プログラム等の進捗状況 

・大学院:2018 年度に設置した大学院修士英語学位プログラムにおける 3 期目の学生が入学し、カリキュラムのさら

なる充実をめざした。 

 

④ クォーター制の導入に向けた取り組み 

・学部:クォーター制の導入に向け、所沢キャンパスおける教場不足問題、導入意義を明確にできない実技系科目の
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特性、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する教場

不足の問題に関する検討を行う。 

・大学院: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。 

 

⑤ 持ちコマ数削減に向けた取り組み 

・各教員の担当コマ数の確認を行い、大学院と学部との合併科目を増やすなど、持ちコマ数削減に取り組んだ。 

・2 つのキャンパス（所沢、東伏見）で授業を展開している本学術院の特徴を踏まえ、学生の履修上の問題が発生し

ないよう配慮しながら取り組みを進めた。 

 

⑥ 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） 

・従来から実施している公募制に加えて、公募によらない募集制度を構築した。 

・将来の人事構想に向けて定期的に議論を行い、本学術院の研究・教育を格段に高めることのできる教員採用のあり

方について検討した。 

 

（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。2020 年度の採択数は、58 件であり（基盤研究

(A)2 件、基盤研究(B)7 件、基盤研究(C)14 件、その他 35 件）、総額約 9,445 万円であった。また、本学が重

要視している民間、各省庁・独法からの研究費も多く獲得した。2020 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 23 件、総額約 9,902 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、他箇所開放に必要となる専属オペレータが雇用されたことに伴い、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、

アジア 6 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。 
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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（2020 年度 85 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

会』を開催した。2020 年度は新型コロナウイルス感染拡大の影響により、合計 5 回（所沢キャンパス 1 回、東伏見キ

ャンパス 4 回）の研究会を開催するにとどまったが、ZOOM を用いた遠隔配信方式の研究会の開催により継続開催が

可能となっただけでなく、講演者の来日無しに、海外講演者の講演を拝聴できるなどの先駆的な方法を取り入れたこと

は、将来的な学術交流のための関係を構築する一助となった。 

・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知見を提供

し、社会人のニーズに大いに応えた。4 年目となる 2020 年度は 22 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 5 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、2020 年は厳格なピアレビューを介して 7 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国際ネットワークの活用関連（共同指導・共同研究関連）  

・先進的な外国大学との国際ネットワークに基づき、海外への渡航制限や海外留学が困難な状況にある中、JA 教

員や訪問教員によるオンライン授業を実施し、英語学位プログラムの学生向けに英語による専門科目を提供した。 

JA 教員:冬クォーター集中授業（ハンガリー・ハンガリー体育大学・教授） 

訪問教員:秋クォーター集中授業（豪州・グリフィス大学・准教授） 

・過去に訪問教員として招聘したドイツ体育大学ケルン教授に１件の博士学位論文審査委員会委員を委嘱し、ネッ

トワークを活用した審査が行われた。 

・箇所間協定校との間で大学院生（修士課程）を対象とする交換留学制度による学生交流、および博士後期課

程学生の中⾧期派遣は、新型コロナウイルス感染拡大による海外渡航制限のために実施できなかった。 

・新型コロナウイルス感染拡大による海外渡航制限のため、国際ネットワーク拡大のための活動が計画通りには進まな

かった。 

 

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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・2016年に開設した英語博士学位プログラムおよび2018年に開設した英語修士学位プログラムの第一期生がそれ

ぞれ修了し学位を取得した。英語修士学位プログラムは新たに９名が入学し、４月に新たに着任した２名のテニュア

トラック教員による科目も追加され、安定的に運営されている。 

・英語学位プログラム（修士号取得コース）における設置科目については全科目（一部演習科目、研究指導を除

く）でクォーター化が完了している。このことにより、外国大学との単位認定を容易にし、留学生の受け入れや学生の

派遣留学を後押しする仕組みを構築した。 

・英語学位プログラムで開講している科目「Injury Prevention」の一部の講義内容について、本学が加盟している

MOOC（Massive Open Online Course）のプラットフォーム上である edx.org で配信準備を整えた。アスリート

の早期における怪我の予防に関する本学の先進的な研究を世界に向けて配信することで、レピュテーションの向上が

期待される。 

・2019 年度に外国大学における先進的なスポーツビジネスの取り組みと専門性を深めることを目的とした実地科目と

して、米国・ジョージタウン大学ビジネススクールと提携した春季集中科目「Theory and Practice of Global 

Management」を新規に設置したが、2020 年度は新型コロナウイルスの影響により休講とした。 

・新型コロナウイルス感染拡大による海外渡航制限のため、学部教育の国際化に向けた共同教育プログラム構築の

ための協議を進めることはできなかった。 

 

③国際発信、成果発信関連（広報関連） 

・英語学位プログラム拡充を目的としてテニュアトラック制度で雇用した教員４名を中心とした「英語学位プログラム促

進ワーキンググループ」を立ち上げ、学生のリクルーティングおよび外国人研究者に向けて発信する広報方針の構築に

向けた検討を開始した。その成果の一つとして、SGU健康スポーツ科学拠点の英語版ウェブサイトを刷新し、必要とな

る情報の見つけやすさ、わかりやすさ、視覚に遡及する構成に変更した。 
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２．2021 年度計画 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

①入試制度改革 

 

（学部） 

・総合型選抜入試制度（Ⅰ～Ⅲ群）を実施するとともに、より細部についての見直しを図る。 

・大学入学共通テストを利用した 2021 年度入学者入試について詳細な分析と振り返りを行うとともに、今後に向けた

検討を引き続き行う。 

・入試制度改革の一環として、入試種別ごとの定員について見直しを図る。 

・新学習指導要領に対応した 2025 年度以降の入試制度の抜本的な改革に向けた本格的な検討を引き続き行う。 

・新型コロナウイルス感染症の影響により延期されたオリンピック・パラリンピック東京大会の開催をチャンスと捉え、同大会

における教員、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する。 

 

（大学院） 

・新型コロナウイルス感染症の影響により延期されたオリンピック・パラリンピック東京大会の開催をチャンスと捉え、同大会

における教員、学生、卒業生らの活躍を研究科 HP、パンフレット等を通じて積極的にアピールする。 

・学術院 HP（日本語版／英語版）のさらなるリニューアルを図り、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。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

① カリキュラムの体系化に向けた改革 

・学部:グローバルリーダー育成に向けて学部基礎科目の再編によるリベラルアーツ教育やスポーツ科学の専門教育に

つながる基盤科目の充実を図るとともに、各コースの特徴を活かした卒業研究の多様なあり方について検討を行う。 

・学部・大学院:英語科目や学部・大学院合併科目の増設や学科目のクォーター化の検討を継続し、学術院の更な

る国際化に向けたカリキュラムのあり方について検討を継続する。 

 

② 英語学位プログラム 

・学部:英語科目の充実および大学院科目との合併科目の増設に取り組み、スポーツ科学分野でのグローバルリーダ

ー育成に向けた取り組みを推進する。 

・大学院:修士英語学位プログラム設置後４年目を迎える今年度は、いっそう充実したカリキュラムによってグローバルリ

ーダーの育成に取り組む。 

・学部・大学院:2019 年度に新設した大学院・学部合併での国外で実施する短期集中科目の履修者を増やすと

同時に、同タイプの科目設置を検討し、より多くの学生が国外で学ぶ機会を増やすための環境整備や学生負担経

費の軽減に取り組む。 

 

③ 持ちコマ数削減に向けた取り組み 

・各教員の担当コマ数の確認を行い、大学院と学部との合併科目を増やすなど、2つのキャンパスで授業を展開している

本学術院の特徴を踏まえ、学生の履修上の問題が発生しないよう配慮しながら取り組みを継続する。 
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④ 教員採用に関する取り組み（公募制、テニュアトラック制の導入） 

・従来から実施している公募制に加えて加えて構築した公募によらない募集制度の運用に向けた整備を行う。 

・将来の人事構想に向けて定期的な議論を行い、本学術院の研究・教育を格段に高めることのできる教員採用のあり

方についての検討を継続する。 

 

⑤ オンライン授業の充実 

・コロナ禍において全科目において実施したオンライン授業の利点や課題を整理し、グローバルリーダー育成にむけたカリキ

ュラムにおけるオンライン授業の充実に取り組む。 

 

⑥ 100 分授業開始に向けた対策 

・2023 年度から導入される 100 分授業がこれまでのグローバルリーダー育成にむけたカリキュラムにどのような影響を 

あたえるか確認し、100 分授業導入に伴う悪影響を最小限に抑え込むとともに、100 分授業の開始を対話型、 

問題発見・解決型教育への積極的移行のきっかけになるよう取り組んでいく。 

 

⑦ キャンパスの整備 

・2 つのキャンパス（所沢、東伏見）それぞれの課題を整理し、グローバルリーダー育成にむけた学ぶための環境整備に

取り組む。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

① 外部資金獲得状況と研究支援体制 

・研究遂行のために外部資金を獲得するという意識の高まりは、各教員の科研費獲得数に反映されている。さらに採択

件数を増加できるよう研究環境を整える。 

・今後も受託研究・共同研究を 14 件（4,600 万円、年度入金ベース）以上獲得し、研究体制の拡充を図る。また

外部資金獲得の現状をさらに前進させ、質の高い研究実施と多くの論文・著作物の出版に繋がるように努める。 

・スポーツ科学分野の研究推進を図るため、箇所独自の研究助成制度をさらに促進していく。教員が個人でもチームで

も独創的で優れた研究に積極的にチャレンジできるように支援を続け、その後の大型外部資金獲得に繋げてもらう。 

・大学実施の学術論文掲載補助費に加えて、学術院独自にスポーツ科学分野研究の推進を図るため、研究教育推

進経費を用いた箇所独自事業を実施する。具体的には、機械器具等の修繕に対する経費補助『スポーツ科学修繕

費事業』や論文掲載・オープンアクセス費に係る経費補助『準ハイ・インパクトジャーナル掲載補助』等を促進し、各教員

の研究活動が滞ることなく、これまで以上に飛躍できる環境整備を整え、研究がさらに活性化できるように支援する。こ

れらの支援により、「学術論文に係る補助制度」等に不足が生じても、学術院の各教員が研究成果をインパクトの高い

国際誌上で発表できるようにする。 

 

② 研究拠点の研究基盤装置の拡充 

・新規導入した国内最上位機種の３テスラ MR 装置を最大限に活用し、スポーツ科学分野で世界トップレベルの研究

を展開していく。他箇所開放に必要となる専属オペレータが雇用されたことに伴い、他箇所開放を実現する。得られた知

見は、ハイ・インパクトジャーナルに数多く発表することで、被引用件数と H-index の上昇に繋がることが十分に期待され

る。 

・スポーツ科学は広大な領域をカバーする複合科学であるため、高度な研究をさらに展開するうえで必要となる大型研
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究装置・研究設備を新規導入し、研究拠点としての基盤拡充を実現する。これにより、スポーツ科学の多様性（遺伝

子実験等を含む基礎研究からアスリートの技能向上に関わる応用研究に至るまで）に即した研究推進を図る。 

 

③ QS ランキングへの取り組み 

・2021 年 QS ランキングでは、sports-related subjects において世界 50 位以内を維持する。国内トップの位置を

安定維持するだけでなく、アジア 5 位以内、究極的には世界トップ 10 に入ることを目指す。そのためには研究成果のア

ウトリーチだけでなく、被引用件数、H-index、academic reputation を高める戦略に努める。具体的には、ランキン

グに反映される国際誌への積極的な投稿を促進する。また、3 テスラ MRI 等の活用によって得られる卓越した研究知

見に加えて、海外協定校との連携を強化しながら、国際的に本学術院のプレゼンスを高める。 

 

④ 附置研究所との連携 

・スポーツ科学研究センターでは、今後も研究能力の高い招聘研究員を継続して受け入れ、本学術院教員の研究体

制の拡充と学外研究機関等との連携を強化する。また、本学術院からハイ・インパクトジャーナルでの研究成果発表数

を増やすために、国際的に著名な研究者を招聘する体制を整えていく。 

・スポーツサイエンス研究会を継続し、2020年度では講演会・シンポジウムを20回以上開催(ZOOMを用いた遠隔配

信も含めて)することを目指す。継続的な開催により、若手研究者を育成しながら、将来的な学術交流のための関係

を構築する。 

・『スポーツ MBA Essence』については現在の受講者数を維持し、スポーツビジネスの専門知識を修めた社会人を増や

すことで社会還元していく。これらの取り組みにより、本学術院に蓄積された研究成果を社会に広く開放する役割を果た

していく。 

・『WASEDA'S Health Study: WHS』事業をさらに強化し、本学校友の健康と幸福を支えることに努める。また、『女

性アスリートの育成・支援プロジェクト』などを継続的に支援していくことで、世界で活躍する日本人アスリートを増やし、

国益に繋げる。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

6 年目:1 年延⾧最終年度＞においても、各地域の実践校を中心に様々な体験や活動を通したオリンピック・パラリン

ピック教育を継続して実施する。 

 

⑤研究・調査の成果発表 

・オンラインジャーナル『スポーツ科学研究』の刊行を継続する。査読の質を保ちながら、論文掲載数を増やし、優れたジ

ャーナルとしての認知度をさらに高める。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

①国際ネットワークの活用関連（共同指導・共同研究関連）  

・スポーツ科学分野における海外の一流大学との国際連携を強化し、さらにアジアの国々からの優秀な留学生の受入

と早稲田の若手研究者の海外派遣を促進するため、国際共同研究のための外部資金獲得に向けた共同研究プロ

ジェクトを立ち上げ、国際教育の推進につなげる。 

・欧州、北米、アジア、オセアニアから海外大学教員合計 4 名（JA 教員１名、訪問教員３名）を招聘し、大学院

で教育・研究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目指す。 

 

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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・従来の大学院レベルでの学生の派遣及び受入に加え、学部レベルでの交流を可能とする外国にある連携先を増や

すための教育の国際化の推進とハブ作りに取り組む。 

・学部教育の国際化を促進するために、学部における英語によるスポーツ科学の学びが可能になるプログラム（副専

攻など）の準備を進める。設置済みの計 10 科目（全て英語）に加えて、他箇所設置科目、海外留学、学部・大

学院の合併科目なども組み入れることも含めて検討を進める。 

・2019 年度に学部・大学院の合併科目として開設した米国・ジョージタウン大学ビジネススクールと提携した春季集中

科目「Theory and Practice of Global Management」は、世界有数の大学における先進的な取り組みと専門性

を深めることを目的とした実地科目である（2020 年度は渡航不可で休講）。こうした科目の設定を一つのモデルとし

て、今後、外国大学との協定や人的ネットワークを活用し、他の国や地域、さらにはオンラインでの受講へと可能性を拡

げて実施の検討を図る。 

・本学のみならず、世界的に授業がオンライン化していく潮流の中で、本学の学生が外国の他大学及び機関での授業

を履修できるようになってきている。その潜在的な需要に備えて、外国大学での科目の履修について、卒業算入可能

単位数の上限を引き上げに向けて、今後、学術院内の将来構想委員会で議論を行う。 

・edx.org で配信した本学術院の講座に続く続編の制作をシリーズ化し、本学の科目と互換性を持たせる可能性を検

討している。本学への入学前に履修した学生や在学生、さらには交流学生として本学に留学予定の学生に対して、正

規科目を修得したこととして単位認定することを検討する。 

・学部教育の国際化にドイツ体育大学ケルン、 ハンガリー体育大学またはアルバータ大学と3 校間における共同教育

プログラム（JD)の設置に関する打ち合わせや箇所間協定校との共同教育指導（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する。 

 

③国際発信、成果発信関連（広報関連） 

・SGU を通じた取り組みが学生のスポーツ科学学術院への入学、教員や研究者による共同研究といった連携につな

がるように、健康スポーツ科学拠点のウェブサイトの英文ページのコンテンツを拡充する。 

・国際的な教育関連オンラインプラットフォーム（MOOC など）を活用して、学術院の教育・研究に関わる取り組みに

関する情報発信を促進する。 

 

以上 
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１．2020 年度報告 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2021 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] 2021 年度一般選抜改革の実施状況 

入試制度改革後(改革内容の詳細は 2019 年 5 月 31 日付でプレスリリース)初めての一般選抜ということもあり、

前例のない運用による実施に加え、コロナ禍の例外対応等が求められたが、慎重かつ丁寧な感染症対策を講じ、また

問題冊子や解答用紙の配付・回収の効率化、採点体制等の見直し等を行い、大過なく遂行した。 

また、大学入学共通テストを導入し学部独自試験の科目数を英語 1 科目に限定したところ、これまで首都圏の私立

校に比して割合の少なかった首都圏以外の公立校からの受験者数・合格者数が若干ではあるが上昇し、当学部を志

願する層の多様化推進の傾向につながった可能性がある。今後、引き続き注視していきたい。 

  

[２] AO 入学試験(国内選考)改革の実施状況 

志願者に課すエッセイ等出願書類の内容の見直しを行い、審査方法を英語能力に偏重しない、より総合的な評価

を行うものに改めた。オンライン出願システムを導入し、志願者側の利便性向上(志願者数が前年度 682 名から 732

名に増加)と入試実施側の効率化(出願データ管理から審査のフローの一部のオンライン化を達成)の双方に効果が見

られた。 

  

[３] 入試広報の展開状況 

コロナ禍において例年のような対面による広報機会は失われたが、郵送による学部パンフレットの無料配布、予備校

と連携したオンライン説明会の開催、デザインを専門とする業者へのスライド・動画コンテンツ制作の委託等、物理的距

離の制約を超えた新規広報を企画・実施した。地方からの資料請求や海外からのオンライン説明会へのアクセスも確認

でき、これまで志願者数の少なかった首都圏以外・地方の高校、また海外の高校へのリクルートについても一定の効果

があったと考えられる。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み状況－ 

≪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） 

2016 年 4 月よりコンセントレーション制度を開始した。当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。

2020 年度については、前年度に新たに２つ分野が加わり全部で 11 のコンセントレーションが設置されている。当初は

指定科目の見直しを実施する予定であったが、コロナ禍の下、制度および授業の安定的な運営に主眼を移したことか

ら、各コンセントレーションの見直しは行っていない。2020 年度中の修了者の人数は以下のとおり。 

2020 年 9 月卒業者:51 名 

2021 年 3 月卒業者:39 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、2021 年度は、２名の教員をテニュア

トラックで採用予定である。また、国際課と連携し、カタールチェアに関わる教員として、訪問教授（2020 年 9 月 1 日
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着任）を１名採用した。国籍と性別の多様な教員が採用され 2020 年 10 月現在で専任教員の約 39%が外国

人、約 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。 

 

≪大学院関連≫ 

[１] 国際コミュニケーション研究科における学位審査の体制整備 

2020 年度は、2020 年 9 月に 1 名、2021 年 3 月に 2 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てだけでなく、教育者としても活躍している。学位審査の体制の整備と研究倫理教育のさらなる

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』の履修を必修化し、研究計画書提出前までに単位を修得することとし

た。また、類似度判定ソフトウェアを活用することで剽窃・不正行為を未然に防止しつつ、精度の高い学位審査を行う

環境を整備している。 

[２] 教育課程の見直し 

前年度から引き続き研究指導科目および講義科目の内容を点検し、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つつ、修士課程の学生には国際教養学部科目の

履修も可能とすることで学部と大学院間での連携強化とともに教育の充実化を継続している。また、博士後期課程だけ

でなく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』の履修を必修化し、研究計画書提出前までに単位を修得することとし、本格的な研究を始める前から、剽窃

行為等に対して意識するよう促している。 

 

（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－ 

≪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 

本学部教員が研究代表者の 2020 年度科学研究費新規採択数は 12 件、前年度からの継続分を合わせると 41

件あり、その内３件は「国際共同研究加速基金」に採択されている。また、昨年に続き、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、2020 年度は 2 名の教員が採択された。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昨年度よ

り継続している。 

   

[３] 海外からの研究者受け入れ 

例年、国際課を介して受け入れているが、コロナウィルス感染予防の影響を受け、今年度は3名の受け入れにとどまっ

た。 

 

≪大学院関連≫ 

[１] 大学院生の研究・教育への参画 

本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
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指導のうち、15研究室において博士課程が在籍しており、指導教員のもと博士課程学生と修士課程学生が相互に研

究活動に参画する機会を持っている。 

  

[2] 研究科紀要の発行 

研究科紀要「トランスコミュニケーション/Transcommunication」を年２回発行している。特に、入学以前に論文

投稿経験が少ない学生にとり、査読付論文掲載ができる貴重な場として活用されている。 早稲田大学レポジトリに掲

載することにより、国内外に公開している。 

  

[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。今年度は、コロナウィルス

感染予防のため、申請者はいたものの、すべて派遣には至らなかった。 

  

[4] 国際シンポジウムの開催 

例年、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ているが、今年度は、コロナウィルス対策のための緊急事態宣言等の影響を受け開催に

至らなかった。代わりに、学内資金を活用し、オンラインセミナーを１件開催した。 

  ・“Suspensions of Concentration: Kimetsu no yaiba and Blockbuster in the Year of the Global 

Pandemic (Waseda University Anime Seminar)” （代表 吉本光宏教授、ハーツハイム ブライアン講師）

2021 年 3 月 19 日、20 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 2 名受け入れた。 

 

（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－ 

≪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、2020 年度実績で総科目数

837の内 741 科目（88％）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。2020 年度実績で春学期 319 名（政治経済学

部 165 名、社会科学部 46 名、理工３学部 20 名、文化構想学部 26 名）、秋学期 175 名（政治経済学部

64 名、社会科学部 32 名、理工３学部 10 名、文化構想学部 20 名）が本学部の科目を登録した。 

 

[２] 海外での学習経験をカリキュラムに組み込むことについて 

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、2019

年度までの 15 年間の累計で 7,542 名を留学に派遣してきた（2019 年度の派遣学生は 456 名）。しかしコロナ禍

により 2019 年度秋学期の派遣留学と 2020 年度春学期の派遣留学プログラムが一部では途中で帰国せざるを得な

くなり、通常とは異なる時期に帰国することとなった学生への対応・ケアに追われた。2020 年度秋学期の留学も原則と

して中止され、一部の学生はオンラインによる留学などに切り替えざるを得ず、例外的な対応が増加した。 
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[３] 留学生の受入促進 

例年、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（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、香港中文大学、チュラローンコーン大学）、グローバル・リーダーシップ・フェローズ・プログラム（GLFP）の学生も含

まれている。しかし、2020 年度についてはコロナ禍により原則として交流学生の受入が中止となった。 

  

[４] 箇所間協定の拡充 

2020 年度中にはコロナ禍により新規箇所間協定の締結はなかったが、2021 年 3 月時点で現在進行形でイギリス

のロンドン大学ゴールドスミス校との間で学生交流に関する協定の締結に向けて協議を重ねている。 

また、2018年3月にパリ政治学院と締結した箇所間協定による、5年間で本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 プログラムについて、当学部で推薦者を選考し、先方大学へ推薦した。 

  

[５] 文部科学省 大学の世界展開力強化事業 (AIMS プログラム) による学生交流の実施 

  文部科学省の補助金事業の採択期間は 2017 年度で終了しているが、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い、2018 年度か

ら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、学生交流を継続している。 

 

≪大学院関連≫ 

[１] 海外の大学院との連携強化 

例年は本研究科との連携の可能性について海外大学院より問い合わせが寄せられるが、2020 年度についてはほぼ

なかった。この先、海外大学院との連携についてどのような可能性があるか検討していきたい。 

 

（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 

・ 2020 年度春学期および秋学期に任期の終了する講師（任期付）の後任の採用を行い、結果としてスペイン

語、中国語、朝鮮語の後任講師 3 名が着任した。 

 

・ 2020 年度春学期より CLIL 教育を専門とする講師(任期付)を嘱任し、APM プログラム全体の CLIL 教育をコー

ディネートしている。APM に関連する授業も担当し、2020 年度は CLIL 関連で 4 科目担当した。 

 

・ 以下のトライリンガル教育科目を引き続き当学部に設置し（CLIL[内容言語統合教育]科目を含む）、本学部

の学生だけでなく、他学部の学生にも開放した。2020年度は合計で866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ＡＰＭ科目全体で 172 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。 

春学期 計１９科目（フランス５、スペイン５、中国５、韓国４） 

２０２０年度登録者数計３９９（内、他学部の学生９５） 

【ご参考】２０１９年度登録者数計３７８（内、他学部の学生６３） 

秋学期 計１７科目（フランス４、スペイン４、中国４、韓国５） 
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２０２０年度登録者数計４６７（内、他学部の学生７７） 

【ご参考】２０１９年度登録者数計３８０（内、他学部の学生６０） 

 

2020 年度は本プログラムで開講する全ての科目をオープン科目として、全学部の学生に開放したことにより、すべ

てのＡＰＭ科目の学習機会を全学部の学生に提供した。 

 

・ パリ政治学院との間で締結した学士・修士５年プログラム（５ＢＭプログラム）の協定に基づきプログラムを導入

し、2021 年度出発の学生を学部内で選抜し、1 名を先方大学に推薦した。 

 

・ 本学部の留学準備講座にＡＰＭ教員４名が参加し、スペイン、フランス、中国、韓国それぞれの国への留学の意

義について講義を行った。 
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２．2021 年度計画 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

[1] 一般選抜・AO 入学試験(国内選考)改革後の安定運用 

改革初年度の実施となった 2021 年度入試について総括を行い、今後の入試実施を安定的に遂行すべく改善点の

検討を行う。また、新学習指導要領による 2025 年度入試改革を見据えた情報収集、現制度における課題の洗い出

しを行う。 

  

[２] ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた入試実施・広報企画 

学部・研究科ともに、コロナ禍の 2021 年度に実施した非対面型の入試実施・広報企画を総括し、業務効率化や

志願者の利便性・満足度の向上の効果が認められたものを継続する等、最適化を行う。また、今後の感染症拡大の

状況を考慮しつつ、対面型・非対面型のハイブリッドによる持続可能な形での入試実施・広報企画体制を検討する。 

  

[３] AO 入学試験（国外選考・9 月）の見直し 

コロナ禍の影響および出願の全面オンライン化により、海外からの志願者が増加傾向にあるため、より質の高い入学

者を効率的に選抜できるよう、選考方法等の見直しを検討する。また、2021 年度以降、全学部の英語学位プログラ

ムがオンライン出願に移行することから、他箇所との連携を密にとり、志願者にとって利便性の高い出願システム・フローを

構築する。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

≪学部関連≫ 

[１] カリキュラムの体系化に向けた改革 

当学部では Intensive English, Tutorial English, English Academic Writing という 3 種類の科目により

英語教育を実施してきている。近年は新規入学生の英語力が著しく上昇傾向にあることから各科目の難易度、科目

編成などについて抜本的に点検と見直しが必要である。学部内の英語教育検討委員会にて英語教育に連なるカリキュ

ラムの見直しを、100 分授業の導入も視野にいれて検討する 

  

[２] 英語学位プログラムの進捗状況 

学部が設立された 2004 年度より一部の科目を除き、大多数の科目は英語で設置されている。2021 年度計画で

総科目数815の内719科目（88％）が英語で設置されている。2021年度についても引き続き他学部生にも科目

を提供することで、当学部設置科目が本学の学生たちが広く交流できるハブとなるような環境整備を継続する。 

 

[３] 教員採用に関する取り組み（公募制、テニュアトラック制の導入） 

2021 年度・2022 年度は専任教員募集凍結の大学方針に対応するため、人事計画の見直しが必要である。学

部カリキュラム運営に支障が出ないよう、必要な措置を講じるとともに、2021 年度は、任期付講師の募集を予定どおり

行う。募集にあたっては、これまでと同様に国際公募を原則とする。2021 年度に採用決定しているテニュアトラック教員

２名および任期付講師１名は、いずれも海外で博士学位を取得した若手研究者である。また、引き続き国籍と性別

の多様な教員の採用に配慮し、Waseda Vision 150 の全学的な数値目標達成に貢献したいと考える。 
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≪大学院関連≫ 

[１] 教育課程の見直し 

入試制度やカリキュラムの点検・見直しを継続して行い、研究・教育活動が円滑に実施できるよう、適宜制度の修正

や科目の充実をはかる。特に、既存の科目の見直し・点検を教員の退職や特別研究による不在期間を加味しつつ、検

討する。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

≪学部関連≫ 

[１] SGU7 拠点との連携状況 

本学部所属教員が、引き続き SGU グローバルアジア研究拠点にメンバーとして参加する。 

  

[２] 外部研究資金の獲得 

前年度に引き続き、既に採択されている事業に基づく研究活動を継続する。コロナ禍の状況にもよるが、国際シンポ

ジウムの開催や、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」等の活動促進に、引き続き取

り組みたい。 

  

≪大学院関連≫ 

[１] 大学院生の研究・教育への参画 

引き続き大学院生、とりわけ、博士後期課程の学生の研究・教育への参画機会を拡充していく。 

  

[2] 研究科紀要の活用 

研究科紀要「トランスコミュニケーション/Transcommunication」を、研究科のステータスをあげる情報発信のツール

として位置付け、所属教員および学生が積極的に活用できるよう引き続き検討する。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

≪学部関連≫ 

[１] 海外での学習経験をカリキュラムに組み込むことについて 

学部が設立された 2004 年度より日本語を母語とする学生に対して１年間の海外留学を義務付けており、2019

年度までは年間 400 名～600 名、15 年間の累計で 7,542 名を留学に派遣している。しかし、コロナ禍により越境を

伴う国際交流が実質途絶えている現状を鑑み、物理的な国際移動を伴わないオンライン上での留学、科目履修につ

いても検討を視野にいれたい。2021 年度秋学期からは APRU の Virtual Student Exchange への提供科目拡充

を検討、急速に多様化を遂げようとしている留学の形式に合わせた仕組みを本学部内にも導入することで学生へのサー

ビスをより充実させる。 

  

[２] 留学生の受入促進 

本学部の学生総数 3,000 名中約 1/3 である 1,000 名程度の留学生を約 50 の国／地域から受け入れている。

2021 年度についてもこの水準を維持する努力を継続する。また、大学全体の交換留学生の 45%を引き受けている

SP3 プログラムについては大学全体の交換留学生の受入の方針に沿いつつ、通常時の受入体制を維持し、留学生の
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受入を促進する。 

  

[３] 箇所間協定の拡充 

現在協議を重ねてきているイギリスのロンドン大学ゴールドスミス校との間での学生交流協定について引き続き推進、

締結を目指す。 

パリ政治学院との BAMA プログラム（当学部の学士とパリ政治学院の修士を合計５年で取得するプログラム）につ

いて、2 期目の候補者を選出し、パリ政治時学院に推薦する。 

  

[４] 文部科学省 大学の世界展開力強化事業 (AIMS プログラム) による学生交流の実施 

補助金事業期間は終了しているが、東南アジアの関係国との学生交流の継続を目的として指定寄付による AIMS

参加学生修学支援奨学資金を利用し、大学間協定の枠組みの中で規模を縮小し実施を継続する。 

  

≪大学院関連≫ 

[１] 海外の大学院との連携強化 

研究・教育における連携や教員・学生相互の交流などの可能性を引き続き検討していく。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

[１] 「地域研究および多言語・多文化教育プログラム」（ＡＰＭプログラム）の実施 

・ 現状の APM プログラムは国際教養学部で提供している「その他外国語」6 言語の内、フランス語、スペイン語、中国

語、朝鮮語の４言語のみ実施しており、ドイツ語とロシア語については実施に至っていない。APM プログラムそのもの

の拡充という観点から、ドイツ語とロシア語の可能性について検討する。 

 

・ CLIL 科目をオープン科目とし、他学部学生の CLIL 教育ひいては APM プログラムについて知る機会を増やす。これ

によってより多くの他学部学生が APM 科目を履修し、プログラム内での学際的な環境が自然と構築されていくよう促

したい。 

 

・ 現行のトライリンガル教育科目については引き続き当学部に設置する（CLIL[内容言語統合教育]科目を含

む）。引き続き、当該科目群を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、多言語運用能力と

多文化理解に必要な実践教育を継続する。 

 

・ パリ政治学院との間で締結した学士・修士５年プログラム（５ＢＭプログラム）の第 2 期生以降の選抜、推薦を

進める（2021 年 2 月時点で 2 名の応募者を学部内で選考中）。 

 

以 上 
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１．2020 年度報告 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2021 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、本プログラムの趣旨に合致した研究目標を持つ修士 4 名(合格者 6 名中、2 名が

新型コロナウイルス感染症の入国制限のため入学を延期)、博士1名の留学生が入学した。また2020年度国費優先

配置プログラム公募への申請（「SDGs 達成のためのグローバルガバナンス構築を担うアジア欧州連携人材育成プログ

ラム」）を行い、採択された。 

2018 年度に申請し、採択された「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 2 名確保した。 

JICA による人材育成奨学計画（JDS）事業（ネパール）においても、2020 年度においては修士 2 名の留学生

が入学し、また、2021 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た。 

UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）による RHEP（難民高等教育プログラム）については、2019 年度に

入試を実施した修士 2 名の学生を受入れた。 

ブリュッセル自由大学 Institute of European Studies（IEE-ULB）との修士課程におけるダブル・ディグリー・プロ

グラムをスタートさせ、オランダ出身の IEE-ULB学生１名が 2020 年 9 月に当研究科に入学し、ヨーロッパ出身の入学

者を安定的に確保できる仕組を構築することが出来た。 

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を実

施し、優秀な留学生の受け入れを図った。 

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、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。  

  コロナ感染症拡大により、従来の対面形式での開催が不可・困難となった入試広報イベントをオンライン又はハイブリ

ッド形式で実施した。 

③オンライン出願システムの改良 

 2020 年 9 月入学一般入試（出願期間:2020 年 4 月上旬）より WEB 出願システムをフル稼働させ、WEB 出

願システムの改修を行い、出願書類の取り扱い運用等を見直し、ほぼペーパーレスに近い出願フローを確立した。これに

より出願者の負担・ストレスをさらに軽減し、急激な出願者増による業務負荷の増大や新型コロナウィルス感染拡大等

の危機が発生しても、安定継続して入試選考を実施することが可能となった。 

 

（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教育の質保証のレベル向上 
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・ダブル・ディグリー、コチュテルなどの共同研究指導プログラムの推進 

ブリュッセル自由大学 Institute of European Studies（IEE-ULB）との修士課程におけるダブル・ディグリー・プロ

グラムを実施し、2020 年 9 月より学生交流を開始し、IEE-ULB の学生 1 名が入学した。 当研究科からの学生派

遣についても、募集を開始し、同プログラムを本格稼働させることができた。 

欧州大学等との博士課程学生共同育成プログラム（GEM-STONES）において、2016 年度からブリュッセル自由

大学 Institute of European Studies（IEE-ULB）と共同研究指導（コチュテル）を実施してきた博士後期課程

学生 1 名が同プログラムを修了し、ブリュッセル自由大学と早稲田大学の博士号を取得した。 

・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。2020 年度

は、全講義科目（集中講義除く）の 59%をクォーター科目として開講した。 

・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。 

2020 年度は 121 科目（合併科目を除く）を対象にアンケート結果を回収し、1,325 名の受講者数に対し 856

件の回答を得た（回答率 64.6%）。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。また授業評価の結果は学生にも

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、2020 年度

は 5 名の国費留学生を受け入れた。 

・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」）への参画を通じて、2020 年

度はアジア、アフリカ、太平洋島嶼地域から 4 名の留学生を受け入れた。 

・箇所間協定による留学生の派遣・受入の推進 

2020 年度は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、学生派遣・受入が概ね中止となったが、大学間協定で 1

名の交換留学生を受け入れ、1 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－ 

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。2020年度は、新型コロナウィルス感染拡大の影響により、例年より受け入れ人数が大幅に減った

が、リサーチフェロー7 名、訪問学者 5 名を受け入れた。 
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・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。コロナ感染症拡大の影響にも関わらず、オンライン開催に

より、2020 年度は、こうした共催シンポジウム・セミナーを 9 回以上開催・共催した。 

新型コロナ感染症拡大の影響を受けたこともあり、ウェビナーを中心とした研究科成果発信の仕組みとして、新たに

「WIAPS セミナーシリーズ」を立ち上げ、ウェビナーを 4 回開催した。 

・研究成果の発信 

 応募型出版助成制度等、本研究センターの研究活動の成果を戦略的に発信していくための仕組みを整備した。 

②研究資金の獲得と活用 

・科学研究費 

科学研究費の申請（2020 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）               125%  

アジア太平洋研究科 応募率（新規＋継続）          109% 

・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 8 件 総額 5,385,000 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。2020 年度はコロナ感染症拡大の影響によ

り、海外でのフィールド・リサーチが実施不可となったため、日本国内での資料収集等、海外でのフィールド・リサーチ以外

での調査実施も助成対象とすることとし、4 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 

本研究科ファーラー・グラシア教授が、大学本部が推進する「次代の中核研究者育成プログラム」に採択されており、

引き続き、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、引き続き連携しながら、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 受託総額?）第 2 期

をベトナム側の教員、日越大学、JICA と連携しながら推進した。第 2 期の JICA との受託契約を締結し、学生募集、

入試実施、授業実施支援のため、本研究科教員を現地に派遣する予定であったが、コロナ感染症拡大の影響により、

オンライン実施に切り替え、受託内容を実施した。2020 年度 9 月以降のインターンシップ実施に向け、受入制度を整

備していたが、こちらもコロナ感染症拡大の影響により、7 名のグローバル・リーダーシップ学生に対して、オンラインでインタ

ーンプログラムを実施した。 

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 
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本プログラムは、2011年度に文部科学省の世界展開力強化事業に採択され、補助金終了後の2016年度以降もパ

ートナー大学（本学・北京大学・高麗大学・タマサート大学・ナンヤン工科大学）が自律的な財源によってサマースクー

ルを共同運営し、将来的な東アジア地域の教育研究拠点形成を目指すものである。2020年度は北京大学が幹事

校となり「Restructuring the Dynamics of Asian Cooperation in the Changing World Order」のテーマで

開催し、当研究科学生・教員を派遣する予定であったが、コロナ感染症拡大の影響により、中止となった。 

③欧州教育・研究機関とのネットワーク構築 

ブリュッセル自由大学 Institute of European Studies（IEE-ULB）との修士課程ダブル・ディグリー・プログラムを本

格稼働させ、本研究科とブリュッセル自由大学 Institute of European Studies（IEE-ULB）の関係を一層強化

することができた。 
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２．2021 年度計画 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

①多様な学生確保のための入試の実施 

一般入試では獲得が難しい多様な背景を持つ学生の入学を促進させるため、2021年度もさまざまな形態の入試を

実施する。 

2020 年度開始の国費優先配置プログラム（「SDGs 達成のためのグローバルガバナンス構築を担うアジア欧州連

携人材育成プログラム」）での優秀な留学生受け入れのための入試選考を実施する。 

引き続き、「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「SDGs グローバルリーダーコース」や「ABE

イニシアティブ」に積極的にコミットし、特に北東アジア地域以外の優秀な学生の獲得を目指す。JICA による人材育成

奨学計画（JDS）事業ではネパールからの奨学生受け入れを目指す。UNHCR（国連難民高等弁務官事務所）・

RHEP（難民高等教育プログラム）による難民の学生受入れも積極的に行っていく。 

ブリュッセル自由大学 Institute of European Studies（IEE-ULB）との修士課程におけるダブル・ディグリー・プロ

グラムを活用し、ヨーロッパ出身の入学者を安定的に確保できる仕組みを確立する。既存の北京大学ダブル・ディグリー・

プログラム、中国国家建設高水準大学公費派遣研究生受入制度等についても、引き続き実施し、優秀な留学生の

受け入れを目指す。 

  世界的なコロナ感染症の影響がいまだに続く中、各地の志願者がよりスムーズに出願・受験できるよう、昨年度より

完全導入しているオンライン出願システムの改良・充実を図っていく。 

②入試広報の積極的な展開１ 

オンライン広報ツールを活用し、コロナ後のデジタル化の急速加速にも対応しうる入試広報展開を行っていく。研究科

ウェブサイトや Twitter、Facebook、Instagram といった各種 SNS を利用して、研究科の教員の活躍、イベントや行

事の告知ならびにレポート、入試情報を掲出し、研究科の魅力を伝えるための活動を積極的に行っていく。特に

Facebook や Twitter については、潜在的な受験者層に向けて戦略的に広告を表示させ、さまざまな形態の入試制

度、柔軟性に富むカリキュラム、奨学金情報等の訴求に努める。これまで導入実績があるネット広告を充実させ、その他

オンラインでの広報展開手法も取り入れ、従来の紙を中心とする広報媒体からの脱却を図る。入試広報イベントについ

てもオンラインでの参加を前提とした形態で実施を常態化することにより、より広い志願者層へのアプローチを図る。 

ブリュッセル自由大学 Institute of European Studies（IEE-ULB）とのダブル・ディグリー・プログラムを入試広報

戦略に効果的に組み込み、志願者層の拡大に繋げていく。 

また、優秀な日本人学生確保の一環として、日本人学生向けの研究科紹介 VTR を作成し、研究科ウェブサイト、

各種 SNS、外部の各学生募集関連サイト等の媒体を利用して効果的な情報発信を行う。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

①教育の質保証のレベル向上 

・ダブル・ディグリーなどの共同研究指導プログラムの推進 

引き続き、ブリュッセル自由大学Institute of European Studies（IEE-ULB）との修士課程におけるダブル・ディ

グリー・プログラムを実施する。 

・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する。 
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・学生による授業評価の実施 

学生による授業評価を、授業の振り返りと改善のための重要な指標と捉え、引き続き本研究科が設置する全講義

科目を対象として学生授業アンケートを実施する。また、アンケートの結果については個々の教員だけではなく、研究科

全体で共有することでより効果的な教育プログラムの開発につなげる。 

・オンライン授業の充実 

  2021 年度もコロナ感染症の影響により入国が困難となる留学生が発生することが想定されるため、少なくとも春学

期については、引き続き、全ての授業をオンラインで受講できる環境を整備し、またできるだけ多くの授業をオンライン・対

面混合のハイブリッド形式で実施する。 

②多様性の確保 

・国費優先配置プログラムの実施 

引き続き、国費優先配置プログラム「日本と世界の経済連携を推進するための人材育成プログラム」を実施する。ま

た、2020 年度開始の「SDGs 達成のためのグローバルガバナンス構築を担うアジア欧州連携人材育成プログラム」によ

り、2021 年度 8 名の国費留学生受け入れを予定している。 

・JICA 開発大学院連携プログラム等の実施 

2017 年度に採択された「JICA 開発大学院連携プログラム」で提供する新たな教育プログラムを基軸とし、JICA が

関与する教育プロジェクト（「「SDGs グローバルリーダーコース」、「ABE イニシアティブ」）への参画を通じて、アジア、アフ

リカ、太平洋島嶼地域からの留学生を受け入れる。 

また、2019年度に新設した特別科目「国際社会における日本の発展の経験」を開講する。日本の発展の経験を学

習することで、学生たちの母国の経済・社会の発展に寄与する実践的な知識を提供するとともに、JICA との教育プログ

ラムの共同運営を通じて組織間の信頼関係を深める。 

・箇所間協定による留学生の派遣・受入の推進 

箇所間・大学間協定先の大学から多様なバックグラウンドを持つ優秀な交換留学生を受入れることにより、講義科

目やゼミの活性化を図るとともに、柔軟な教育プログラムの運用によって在学生にセメスター単位等での留学の機会を広

く提供する。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

①研究力の向上と国際共同研究の推進 

・国際公募による研究力のある教員の採用 

国際的評価のある研究業績を有する教員の採用を公募により行い、教員の質の一層の改善を図っていく。 

・世界から研究者の集まる研究拠点の形成 

世界の研究者がリサーチフェロー・訪問学者等として滞在し、国際共同研究を推進する体制を引き続き整備する。 

・国際研究シンポジウム・国際セミナーの開催 

本研究センター研究部会と連携しながら、国際研究シンポジウムや国際セミナーを開催していく。特に、昨年度新た

に立ち上げた「WIAPS セミナーシリーズ」を中心に、ウェビナー形式のシンポジウムやセミナーを積極的に開催していく。 

・研究成果の発信 

 応募型出版助成制度等、本研究センターの研究活動の成果を戦略的に発信していくための仕組みを整備していく。 

②研究資金の獲得と活用 

・科学研究費 

 2021 年度についても、科学研究費の申請率 100％以上を達成する。また、さらに、申請種別の大型化（基盤

S,A,B 等）にも留意する。 
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・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において、外部資金を獲得しやすいよう、体制を整備していく。 

・原口記念アジア研究基金 

原口記念アジア研究基金の運用の果実をもって、本センターが主体となって基金運営委員会を組織し、全学の大学

院生（修士課程・博士後期課程）向けに東南アジア研究・アジア研究およびそれに関連する研究におけるフィールド・

リサーチに要する研究費用の補助を公募で行った上で実施する。2021年度は年間30 名の学生に補助金を付与する

計画である。 

③学内研究推進支援体制との連携 

・次代の中核研究者育成プログラム 

本研究科ファーラー・グラシア教授が、大学本部が推進する「次代の中核研究者育成プログラム」に採択されており、

引き続き、労働者の国際移動とスキルについての包括的な分析を目的とする「国際労働移動プロジェクト」を実施してい

く予定である。 

・SGU グローバルアジア研究拠点 

本研究科の教員が数多くメンバーになっており、引き続き連携しながら、様々な研究活動や博士課程学生の教育を

行っていきたい。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

①日越大学における修士リーダーシップ・プログラム開設に関わる受託業務の推進 

JICA が推進する教育事業「日越大学修士課程設立プロジェクト」における新専攻領域「グローバル・リーダーシップ・

プログラム」開設に係る受託業務（カリキュラム構築支援、学生募集活動、授業実施支援等）第 2 期をベトナム側の

教員、日越大学、JICA と連携しながら推進する。 

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 

 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。昨年度コロナ感染拡大の影響に

より、中止となったサマースクールを、北京大学が幹事校となり開催する予定であり、当研究科学生・教員を派遣する。 

③欧州教育・研究機関とのネットワーク構築 

 引き続き、本研究科とブリュッセル自由大学 Institute of European Studies（IEE-ULB）の関係を基盤にアジ

ア・ヨーロッパ地域間関係・比較に関する研究教育環境の拡充を図っていく。ブリュッセル自由大学 Institute of 

European Studies（IEE-ULB）との修士課程ダブル・ディグリー・プログラムを実施し、その他ヨーロッパの教育・研究

機関との関係強化に努める。また、ブリュッセル自由大学と共同運営する教員相互交流制度（IEE-GSAPS 

Rotating Chair）により、冬学期集中講義の実施や研究発表等のため、ブリュッセル自由大学から教員を招聘する。 

 

 

以 上 
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１．2020 年度報告 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2021 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 

2019 年度に実施できなかった中国と台湾の指定大学訪問を可能な限り早期に実現し、現地の状況を踏まえて同制

度の拡充を検討する予定であった。2020 年度においてもコロナ禍により指定大学訪問が叶わなかったが、同制度の拡

充に向け情報共有などを行った。 

 

② 「海外指定大学特別選考」の見直し 

上記①と同様、なるべく早期に現地訪問を実現させる予定であったが、コロナ禍により叶わなかった。上記同様、可能な

ことから着手した。 

 

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、より広く存

在を知ってもらえるよう広報を引き続き強化した。 

 

④ 入試広報の展開 

全学で行っている大学院入試説明会は中止となった。年に２回開催している研究科独自の入試説明会は、従来は対

面集合型で行っていたが、「説明動画の WEB サイト公開」、および、「Zoom を用いた同期型説明会」の 2 つの形態を

併用して行った。今回の開催形態は、コロナ禍による緊急避難的な措置であったが、海外や日本国内地方都市からの

参加者が見られるなど、従来の開催形態では参加できなかった方々に働きかけることができた。 

 

⑤ 入試制度の見直し 

引き続き入試制度の見直しに取り組んだ。国費留学生等を対象とした特別選考を2022年度入試から新設できるよう

準備を整えた。その他の一般入試制度についても選考方法などを見直し、2022 年度入試から運用予定である。 

 

（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  教育指導体制の強化 

昨年度に引き続き、教育指導体制の一層の強化に取り組んだ。特に、研究倫理にかかる教育・指導について教員間

で情報交換を行い、研究科としての事例を蓄積し、より一層、指導の強化を図った。 

 

②  キャリア支援のための正課外活動 

キャリア支援のための正課外活動について、春学期は実施を見送った。秋学期は、Zoom を用いて開催した。これまで

は対面集合型で行っていたため、早稲田キャンパスに来校できる修了生にスピーカーを依頼していたが、Zoom開催によ

って、沖縄、奈良といった従来なら依頼できなかった地域で活躍している修了生に登壇してもらうことができた。 

 

③  「理論研究科目」「演習科目」の安定的な運用 

「理論研究科目」および「演習科目」について、新カリキュラムの運用を開始した。当研究科で初めて導入する２つの必

修科目（うち1科目はフルオンデマンド科目）については、適宜、専任教員全員でシラバス、教材、受講生のパフォーマ
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ンスなどを共有した。 

 

④ 「実践研究科目」の見直し 

 「理論研究科目」「演習科目」に続き、「実践研究科目」について全体像を踏まえた見直しに着手した。 

 

⑤ 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

学べる研修会を引き続き実施した。 

 

⑥ ノンディグリープログラムの拡充 

春学期はコロナ禍によりすべての開講を中止した。秋学期は「実践ワークショップ」は対面開催から Zoom 開催に切り換

え、また「オンデマンド講座」は経過通り開催した。今年度の経験を踏まえ、対面で開催していた「日本語教育学公開

講座」と「オンデマンド講座」の統合など、大幅な見直しに着手した。講義コンテンツはすべて再録を行うこととし、 2021

年度から新しい形態で実施することとなった。 

 

（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 訪問学者の受け入れ 

訪問学者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 

昨年度までと同様 CJL と連携し、本学の日本語教育を、教員養成（当研究科）、教育実施（CJL）の両面におい

てさらなる貢献をするために、協働でカリキュラム等を検討する会議体ないし機構（仮称）を立ち上げる予定であった

が、両箇所ともコロナ禍における授業対応に追われ計画どおりに進めることができなかった。CJL で働きたい日研生のため

の説明会は、春学期は実施を見送り、秋学期は Zoom により実施した。 

 

③ グローバルエデュケーションセンタ（GEC）との連携 

昨年度に引き続き、「学術的副専攻」として開設される GEC 副専攻科目「日本語教育学」を責任箇所として担当し

た。フルオンデマンド科目は導入初年度であったが、専任教員全員で取り組み、教材・指導体制を整備することができ

た。在学生、修了生がライティングセンターのチューター、指導員として勤務できるよう、ライティングセンターと連携した説

明会を開催した。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み状況等－ 

① 「海外実践」科目の維持、充実 

2018 年度に開始した「海外実践」科目については、コロナ禍により 2020 年度においても派遣がかなわず、アジアの派

遣大学への訪問も実現することができなかった。欧州、アジアの派遣大学とは緊密に連絡をとり、海外への渡航が実現

可能になったときには、すぐに再開できる体制を維持しているとともに、「海外実践」科目以外の枠組みで可能な連携に

ついて意見交換を行い、2021 年度から実施予定である。このプログラムについては、一般社団法人尚友倶楽部の助

成により、渡航費・滞在費にあてられる奨学金を得ており、毎年最大 5 名の派遣人数もこの助成金額に負うところが大
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きいが、同倶楽部とも適宜状況を報告しており、海外への渡航が実現可能になったときには、すぐに再開できる体制を整

えている。 

 

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、より一層の安定した海外派遣制度、海外展開の充実を

目指すべく情報収集に努めた。 
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２．2021 年度計画 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

① 「海外指定大学推薦入試制度」の拡充 

コロナ禍により2019年度、2020年度に実施できなかった中国と台湾の指定大学訪問を可能な限り早期に実現

し、現地の状況を踏まえて同制度の拡充を検討する。 

 

② 「海外指定大学特別選考」の見直し 

上記①と同様、なるべく早期に現地訪問を実現し、現地の状況を踏まえて同制度の拡充を検討する。 

 

③ 「現職社会人コース」の見直し 

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、現行

の制度や広報戦略を見直し、拡充を検討する。 

 

④ 入試広報をはじめとする広報戦略の策定 

従来、「入試」「研究活動」など項目別におこなってきた広報活動について、研究科全体として見直し、広報戦略

を策定する。 

 

⑤ 入試制度の見直し 

2020 年度には、一般入試制度の見直し、また、国費留学生等を対象とした特別選考制度の検討に取り組み、

どちらも 2022 年度入試から導入することとなった。2021 年度には、引き続き入試制度の見直しに取り組む。具

体的には、2023 年度入試からの実施を目指し、学内選抜、海外指定大学を対象とする制度の見直しに取り組

む。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

① 教育指導体制の強化 

教育指導体制の一層の強化に取り組む。とくに、2021 年度については、研究倫理にかかる教育・指導について教

員間で情報交換を行い、より一層、指導の強化を図る。 

 

② 「実践研究科目」の見直し 

2001 年度の研究科設立以来、大きな見直しを行ってこなかった「実践研究科目」について、在学生の現状、日

本語教育界の動向を踏まえ、継続して見直しに取り組む。 

 

③ キャリア支援のための正課外活動 

キャリア支援のための正課外活動について、2020 年度の実績を踏まえ、全面的に実施形態を見直す。具体的に

は、（１）で述べた広報戦略と連携し、世界各地で活躍している修了生のネットワーク強化を視野に入れた体制

を整える。 

 

④  「理論研究科目」「演習科目」の安定的な運用 
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2020 年度から新カリキュラムの運用を開始した「理論研究科目」および「演習科目」について振り返りを行い、より

一層安定した運用を目指す。 

 

⑤ 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引き続き実施する。 

 

⑥ ノンディグリープログラムの拡充 

コロナ禍に対応した 2020 年度の経験を踏まえ、従来、対面で開催していた「日本語教育学公開講座」と「オンデ

マンド講座」を統合するなど、2021年度から講義配信とZoomによる同期型ワークショップのハイブリッドなデザイン

によるノンディグリープログラムを、Waseda Moodle 上で実施する。初年度となる 2021 年度には、授業コンテン

ツ、受講状況、システム設計などについて担当者間で情報を共有するとともに課題をあげ、2022 年度に向けてよ

り一層充実したプログラムとなるよう取り組む。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

① 訪問学者、リサーチフェローの受け入れ 

引き続き、訪問学者やリサーチフェローの受け入れに務める。 

 

② 日本語教育研究センター（CJL）との連携 

昨年度までと同様、CJL と連携し、本学の日本語教育を、教員養成（当研究科）、教育実施（CJL）の両面

においてさらなる貢献をするために、協働でカリキュラム等を検討する会議体ないし機構（仮称）を立ち上げる。

CJL で働きたい日研生のための説明会を実施する。 

 

③ グローバルエデュケーションセンタ（GEC）との連携 

昨年度に引き続き、「学術的副専攻」として開設される GEC 副専攻科目「日本語教育学」を責任箇所として担

当する。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

① 「海外実践」科目の維持、充実 

社会的状況が許せば、2019 年度、2020 年度において実施できなかった、アジアの派遣大学を訪問し、実践

の内容や指導体制を見直す。訪問ができない場合であっても、欧州、アジアの派遣大学とメールなどで連絡をとり

あい、海外への渡航が実現可能になったときには、すぐに再開できる体制を維持する。このプログラムについては、

一般社団法人尚友倶楽部の助成により、渡航費・滞在費にあてられる奨学金を得ており、毎年最大 5 名の派

遣人数もこの助成金額に負うところが大きい。よって、同倶楽部にも適宜状況を報告し、海外への渡航が実現

可能になったときには、すぐに再開できる体制を整えておく。 

 

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、より一層の安定した海外派遣制度、海外展開の
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充実を目指す。 

 

（５）その他 

－（１）～（４）に該当しない、学術院独自の戦略・プロジェクト等－ 

① 広報戦略の策定 

従来、「入試」「研究活動」など項目別におこなってきた広報活動について、研究科全体として見直し、広報戦略

を策定する。 

 

② 「社会連携」の可視化 

従来、教員が個々人で行ってきた社会的活動を集約し、研究科としての社会連携活動として可視化する。 

 

③ 日研稲門会の立ちあげ 

2001年の設立以来、修士課程880名、博士後期課程86名の修了者を輩出しているが、世界各地で活躍し

ている修了生をつなぐ組織的なネットワークを持っていない。そこで、日研稲門会（仮称）を立ちあげ、世界各地

で活躍している修了生のネットワークを強化する。これは、間接的には、現役生に対する就職活動の支援とあり、

潜在的な受験生群の掘り起こしにも繋がる可能性がある。 

 

以 上 
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１．2020 年度報告 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2021 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－ 

COVID-19 下での入試対応 

 ・入学説明会のオンライン・リモート実施 

全体説明会および個別説明会はオンライン・リモート形式で実施した。 

 ・中学部入試での感染拡大予防のためによる面接試験の中止 

 ・中学、高校入試当日における感染拡大予防対策の徹底 

 

（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 シラバス改革（授業改革）とグローバル化の推進 

COVID-19 の影響のため各企画の縮小を余儀なくされた。 

a. グローバル社会において求められる正解のない問題に知的に挑戦し得る能力を身につけることを目指して、問題発

見・解決型授業への改革を追求し、授業内容・方法の学科を越えた実践交流と研究機会を拡充した。 

b. 知的探究心を涵養し研究力の基盤となる知識・技能の獲得に向かわせる諸取り組みを推進した。 

・STEM 国際共同研究（海外高校との理系分野の国際共同研究・共同学習）の延期 

・地球的課題に挑戦するグローバルな知の共創を目指す新規グローバル共同学習事業の開発 

・首都圏オープン（首都圏高校生による理系研究発表・交流会）の延期（2021 年春に実施予定） 

・探究力と基礎力を高める授業・活動（フィールドスタディ型探究・英語アカデミックプレゼン・企業連携プロジェク 

ト）の充実 

② カリキュラム構造改革と進学指導改革（2022 年新学習指導要領実施に向けて） 

a. 目的意識と学習意欲、研究（進学）動機の明確化と高揚を図るために、大学での研究・学問への導入と進学

動機づけとなるカリキュラム構造・シラバス内容を研究開発し、2022 年新学習指導要領実施に向けて新教育課程を

策定した。 

b. 上記aと各種の高大接続事業の導入と学部の協力による独自の「学部への招待」「学部WEEK」の取り組みを企

画したが、COVID-19 の影響で各イベントの縮小を余儀なくされた。11 月に実施した学芸発表会では、学院 OB

（早稲田大学在学生、卒業生）の協力を得て、学部・学科説明動画コンテンツを作成した。 

③ 高大接続テスト（高校 3 年生対象）実施 

下記の要領で実施した。 

 ・実施教科:国語・数学・英語 

 ・実施日程 2020 年 11 月 21 日（英語:GTEC）、2021 年 1 月 19 日（国語、数学） 

 

④ TOEFL-TOEIC の実施（高校生対象） 

下記の要領で実施した。 

 ・1 年生:2020 年１月、2 年生:2020 年 1 月、3 年生:2020 年 9 月、2021 年２月 

 

（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 研究活動の推進 
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研究年誌の発行や特定課題研究の促進・サポートを行った。 

② STEM 国際共同研究開始（2021 年度実施予定） 

③ 地球的課題に挑戦するグローバルな知の共創を目指す新規グローバル共同学習事業の開発研究 

 

（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 学術交流協定締結校・機関の状況（2020 年度現在） 

国立政治大学附属高級中学校（台湾）、日仏高等学校ネットワークコリブリ（フランス）、 

孔子課堂（中国）、ゲーテ・インスティテュート（ドイツ）、ハナ高等学校（韓国）、 

サンクトペテルブルク国立学校 583（ロシア連邦）、ザビエルカレッジ（オーストラリア・メルボルン）、 

セントポールカレッジ（オーストラリア・シドニー）、北京大学附属高級中学（中国）、 

ラインガウギムナジウム（ドイツ）、ロクロア高等学校（フランス・パリ） 

② 派遣留学（⾧期） 

・留学一種:１名、留学二種（留学期間を含んで３年間で卒業できる留学制度）:1 名 

③ 派遣留学（短期）:0 名 

④ 受入留学:0 名 

⑤ 学術協定締結校・機関等によるオンライン・リモート交流 

COVID-19 の影響により、今年度の国際交流はすべてリモート形式で実施した。 

  ・PASCH オンラインワークショップ（ドイツ）:6 月～3 月（参加者:延べ 55 名） 

  ・ハナ高等学校（韓国）とのオンライン交流:6 月～10 月（参加者:15 名） 

  ・日露青年交流センターとのオンライン交流:６月～10 月（参加者:10 数名） 

⑥ その他:国際交流プログラムへの参加 

・スタンフォードプログラム（Stanford e-Japan Program）参加者２名 
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２．2021 年度計画 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

① 世界に羽ばたく人間を創る早稲田の一貫教育の推進（首都圏の優秀な生徒の確保） 

卒業生のほぼ全員が早稲田大学へと進学する学院生に対し、三つ教旨を胸に「早稲田スピリット」をもって、中学生は

10 年間、高校生は 7 年間の「早稲田の一貫教育」のなかで自由・平等そして平和な社会に貢献する「すこやかで、し

なやかでそしてたくましい」人材を育成する。 

② 入試広報活動の徹底 

・大学附属校の優位性をアピールし、一貫教育に相応しい優秀な生徒を確保する。 

・2020 年度の COVID-19 の経験を活かし、入試説明会の実施においてはリモート開催など、ハイブリッドな形態で柔

軟に実施する。 

③ 「思考力・判断力・表現力」を評価する入試の実施 

入試の出題はその学校が求めている生徒像を反映する。書く力、読む力である基礎力にあわせて思考力・判断力・ 

表現力を問う出題を重視する。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

COVID-19 を契機とした ICT（情報通信技術）を活用する教養教育の実現 

次の 2 つを柱とした教養教育を施すことで、専門教育を見据えた早稲田の一貫教育に相応しい優れた生徒を育成す

る。 

・基礎基本教育の徹底（３R‘s*1）・・・すべての教科での読む力、書く力、数学する力 

・探究的な学びの推進（４C’s*2）・・・批判的思考力、コミュニケーション能力、協働力、創造的問題解決能力 

*1) ３R‘s:Writing, Reading, Arithmetic (Discipline-Based Learning). 

*2) ４C’s:Critical thinking, Communication, Collaboration, Creative problem-solving, 

(Interdisciplinary Learning). 

具体的に今年度は、次の 3 つを重点化する。 

① ICT を活用した新しい学びの創造 

オンライン授業実施で培われた教育の ICT 化をもとに、柔軟で持続可能な教育方法をあらゆる学習機会において確立

し、基礎的・応用的な学力を培うと共にその学びの質を保証する。 

・中学部:今年度入学生から 1 人 1 台のパーソナルコンピュータを必携化し ICT 教育を充実する。 

・高等学校:2022 年度新学習指導要領実施に向け、すべての教科において探究的な学びの実現に向け ICT 

を活用する。また、全員に対して統計やプログラミングを必修化し、データサイエンス教育を展開する。 

② グローバルな視点をもった学びの充実 

すべての教科や 2 年「総合的な探究の時間」および 3 年「総合的な探究の時間（卒業論文）」等において SGH*3、

SSH*4 指定校の経験を生かし、SDGs などグローバルな課題に取り組む探究的な学習を一層推進する。また教科外で

は COVID-19 で中断している留学等の国際交流を活性化し、中学・高校ともにグローバルな視点を持った学びを充実

する。 

*3) SGH:スーパーグローバルハイスクール、*4) SSH:スーパーサイエンスハイスクール 

③ キャリアデザイン教育の推進 －学部アドミッションポリシーにかなう中高大一貫教育の推進－ 

「将来の学部・学科進学を見据えた基礎学力の養成」 
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高等学院「高大接続テスト」（早稲田大学進学後に学術・研究の途を進むにあたって求められる基本的な知識・技能

がどの程度身についているか確認するテスト）の実施と検討。 

「進学後の可能性を広げる取り組み」 

COVID-19 下においても進学指導における附属校の優位性を改めて確認できたことを踏まえ、キャリアデザイン教育に

積極的に取り組む。そして学院生が各学部に進学し勉学・研究、スポーツの各分野で活躍できるよう中高大一貫教育

を見据えたキャリアデザイン教育を推進する。 

・進路講演会（社会人 OB 約 20 名による 10 月 3 年生対象） 

・モデル講義（各学部 10 月）未定 

・進路説明会（理工 3 学部 6 月・その他学部 9 月）未定 

・OB などによる学部学科説明コンテンツのライブラリー化 

・日本医科大学への医学部進学指導の充実とキャンパスツアーなどへの参加 

④ プロジェクト活動の推進（本庄高等学院との協働） 

生徒が主体的に取り組むことができるプロジェクト活動の活性化と本庄高等学院との協働 

例:環境プロジェクト、国際交流プロジェクト、企業連携プロジェクト、模擬裁判プロジェクトなど。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

① 研究年誌発行と充実 

② 外部研究資金への応募および獲得の推進 

高等学院教員の文部科学省科学研究費、民間研究資金、学内研究資金などの獲得を促進する。 

③ ICT 教育に関する民間団体との研究協力 

④ 教員研修（ファカルティ・ディベロップメント:FD)の充実 

COVID-19 での対応を踏まえ、ネットワークを活用したオンデマンド授業環境の整備、教材開発、授業形態の研究を

充実させる。また、生徒指導（特に、生徒の発達等）に関する研究・研修も充実させる。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

COVID－19 で中断した国際交流を再開する。 

① 学術術交流協定締結校・機関の新規開拓 

国立政治大学附属高級中学校（台湾）、日仏高等学校ネットワークコリブリ（フランス）、 

孔子課堂（中国）、ゲーテ・インスティテュート（ドイツ）、ハナ高等学校（韓国）、 

サンクトペテルブルク国立学校 583（ロシア連邦）、ザビエルカレッジ（オーストラリア・メルボルン）、 

セントポールカレッジ（オーストラリア・シドニー）、北京大学附属高級中学（中国）、 

ラインガウギムナジウム（ドイツ）、ロクロア高等学校（フランス・パリ） 

② 派遣留学（⾧期） 

留学一種ならびに留学二種（留学期間を含んで３年間で卒業できる留学制度）を推進する。 

③ 派遣留学（短期） 

中学部:セントポールカレッジ、高校:シアトル英語研修（春休み）、ハナ高等学校シンポジウムなどを実施する。 

④ 受入留学 

⾧期（AFS、YFU など）、短期（コリブリ、ハナ、北京、サンクトペテルブルグなど）を積極的に受け入る。 
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⑤ 学術協定締結校・機関等による交流の推進（2021 年予定しているもの） 

・ゲーテ・インスティテュート（PASCH 活動） 

・ハナ高等学校（韓国） 

・日露青年交流センターとの交流 

・コリブリとの交流 

⑥ その他（国際交流プログラムへの参加など） 

・スタンフォード e-ジャパンプログラム（Stanford e-Japan Program）への参加 

・ICC のアウトリーチプログラムへの参加（中学部） 

 

（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 上石神井キャンパス整備（第三期工事） 

教員室、理科実験教室、家庭科室、食堂、ラーニングコモンズなど高等学院の教育の特色を実現するのに相応しい校

舎建設（第三期工事）に取り掛かり、安心・安全なキャンパスづくりを目指す。 

② あらゆる災害から命を守る安心・安全なキャンパスづくり 

COVID－19に対応する感染拡大防止対策の徹底。あわせて COVID－19下を見据えた首都圏大規模地震対策

を推進し、安心・安全なキャンパスづくりに心がける。 

③ 地球環境を意識したキャンパスづくり 

SDG’s などの目標（7、11、１３など）に対し、教職員・生徒全員が地球環境を意識して行動する。 

④ 早稲田大学創立 150 周年の 2032 年度を目途に学院独自の周年行事の検討・企画 

重点項目を５年程度にわたる計画として策定し、取り組みを推進する。 

以上 
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2022 年度からの新学習指導要領実施に向けた新カリキュラムを完成させました。 

コロナ禍中、感染予防に最大限の配慮をしつつ、授業を展開しました。フルオンラインや分散

登校などの新たな授業形態を通じて、ウィズ（ポスト）コロナの時代にも活かせる経験とリソ

ースが積み重ねられました。校舎隣に新体育館（96 号館）が完成し、換気の問題もない

ため、ここでも感染防止策を講じながら授業や部活動を実施することができました。 

全国・世界から多様で資質の高い生徒を受け入れるために、2019 年度に続き、入試会場

の一本化などの入試改革に取り組みました。 

学部との教育活動の連携や情報交換を密にし、生徒がそれぞれの学部・学科への理解をよ

り深いものにし、進路選択できるようにするとともに、キャリア教育も充実させました。また、国

際交流や地域貢献の面では、コロナに伴う大幅な制約が生じましたが、オンラインでの国際シ

ンポジウム等を実施することができました。 

 

 

オンラインで国際シンポジウムAsia Academic and Cultural Sessionsを開催（Web用に画像加工してあります） 
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１．2020 年度報告 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2021 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 2021 年度入試に向けて 

2020 年度一般入試・帰国生入試における、願書の Web 化、2 次試験（面接）の廃止に続き、2021 年度入

試においては、入試会場の一本化（従来の２会場方式のうち、本庄会場をやめ、早稲田会場のみとした）等の入

試改革に取り組みました。 

② 入試広報の効果的展開 

全国・世界から多様で資質の高い生徒を受け入れるため、かつコロナ禍に対応するため、新たにオンラインによる学校

説明会を、例年よりも多く実施し、海外を含む遠方の方々も参加されました。対面の説明会ではできない PR もでき

たと考えています。同時に生徒寮の情報や相談の場を提供し、親元を離れての様々なバックグランドをもった生徒との

共同生活の雰囲気も感じていただくことができました。 

 

（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 

 2022 年度からの新学習指導要領実施に向けた新カリキュラムを完成させました。コロナ禍中、教育のオンライン展

開などで積み重ねた経験とリソースは、ポストコロナでのさらに質が高く工夫された授業展開に活かされます。 

② 卒業論文指導の強化 

 第 2 学年からとりかかる⾧い探求活動の中で、卒論指導とともにライティング、プレゼン教育についても注力しまし

た。また、オンラインによる卒論報告会を実施しました。 

③ 学部推薦選抜制度の充実 

 ミスマッチがなくモチベーションの高い生徒を学部に推薦することを目指し、多面的学部推薦制度（G 選抜）を実

施しています。高大接続の一環で、学部との教育活動の連携や情報交換を密にし、生徒がそれぞれの学部・学科へ

の理解をより深いものにできるよう努力しました。大学キャンパスでの対面による学部説明会は感染拡大防止の観点

から行わず、オンラインで実施しました。同じくオンラインでのキャリアデザイン講座、大学院生による進路に関するパネル

ディスカッションも実施し、学部で何を学ぶか・どんな未来を描くかをイメージできるよう、進路指導の充実を図りました。 

④ 地域連携プログラムの充実 

 予定されていた地域連携プログラムのうち、地元小学校との交流事業（総合的学習の支援）や、本庄市×

Skyward EDGE コンソーシアム合同プログラム（早稲田、山形、東京理科、多摩美術、滋賀医科の 5 大学の学

生が力を合わせて地域イノベーションを起こす!）等については、コロナの影響で生徒の参加が叶いませんでした。一

方、地元小学校との合同河川調査は順延の後に実施することができました。また、大学教務部のサポートのもと、「企

業連携ワークショップ」をオンラインにて開催しました。参加した生徒は「水」に関する課題解決に向け、企業との協働

作業を継続する中で、意思決定のスキルや難しさ、喜びを経験することができました。 

⑤ 新体育館が広げる本庄学院教育の可能性 

 校舎隣に建設された新体育館（96 号館）には、従来の体育館より広いメインアリーナの他に、部室やトレーニング

室、多目的室等があり、換気も問題ないため、コロナ禍の中でも感染予防に配慮しながら、授業や部活動を継続す

ることができました。ポストコロナで、より一層充実した授業や部活、各種イベントへの利用等による教育プログラムの可

能性の拡大が期待されます。 
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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－ 

本学院の専任教員、非常勤講師等による研究論文や調査報告を掲載した「研究紀要」を年 1 回刊行しています。 

 

（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み状況等－ 

 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」制度を作りましたが、2020 年度に

おいては、コロナの影響で留学希望者はいませんでした。一方、コロナ禍でも留学や国際交流の良さを伝え、モチベー

ションを維持してもらうために、以下のとおり様々なオンライン企画を実施、参加しました。 

・特に新入生に向けて国際交流の良さを伝えるために、ミニシンポジウム「国際交流へのいざない」を開催しました。 

・ニュージーランドの私立女子校である Epsom Girls Grammar School と本学院 ESS 部によるミニ交流会を開

催しました。 

・ハナ国際シンポジウム 2020（オンライン）を開催しました。韓国の交流校 Hana Academy Seoul 主催のシン

ポジウムは一時中止となりましたが、生徒や経験者が立ち上がり、オンライン開催に向けた協議を行い、「文化交流」

と、プレゼンを通じた「意見交換」を中心に実施されました。 

・立命館高校が主催する、世界で最大規模の国際高校生科学シンポジウム Japan Super Science Fair

（JSSF) 2020 に参加し、本学院生も動画および Zoom で研究発表を行いました。 

・タイ、シンガポールの 2 校、国内 2 校で、国際シンポジウム Asia Academic and Cultural Sessions（本学

院主催）を開催しました。 

・Singapore International Science Challenge2021（オンライン）に 3 名の生徒が参加しました。 

・国際部による留学説明会を、2 度、生徒保護者に向けて Zoom で開催しました。 
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２．2021 年度計画 

（１）入試関連（Waseda Vision 150 核心戦略１関連） 

－2022 年度を見据えた各学部・研究科における入試制度改革の実施計画－ 

①2022 年度入試に向けて 

2020 年度入試における願書の Web 化と 2 次試験（面接）の廃止、2021 年度入試における試験会場の一本

化等の影響を分析し、2022 年度入試に活かしていきます。 

②入試広報の効果的展開 

全国・世界から、さらに多様で資質の高い生徒を受け入れるために、ポストコロナにおいても対面に加え、オンラインで

の展開を含めた学校説明会や相談会を開催し、海外からでも参加できるようにします。また、地元指定校向けの説

明会や出前講義も実施します。早苗寮（男子寮）、梓寮（女子寮）の魅力作りを進め、海外や地方への PR 方

法を工夫していきます。 

 

（２）教育関連（Waseda Vision 150 核心戦略２、３、４関連） 

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－ 

①多様で資質の高い生徒を受け入れる環境の充実 

親元を離れても、充実した学院生活を送ることができるよう、寮生に向けた独自の地域連携プログラムなど、引き続き

魅力的な寮の在り方を目指します。学びの環境をさらに整備するとともに、生徒同士が議論し、互いに啓発し合える

ラーニング・コモンズ的なスペースを確保できるよう、旧校舎（92 号館）も含めた有効活用策を検討していきます。 

②教育効果の高いカリキュラムの検討・多様で未来的な教育プログラムの展開 

2022 年度からの新学習指導要領実施を踏まえ、新カリキュラムの整備、検討を継続的に行います。コロナ禍中に得

た、教育のオンライン展開などで積み重ねた経験とリソースを活かし、ポストコロナでさらに教育効果の高い、未来的な

授業展開、メソッドの開発を目指します。また、地域連携（貢献）・企業連携・国際交流・研修活動・各種コンテス

ト参加など多様なプログラムで、本庄学院教育の可能性を広げていきます。 

③ミスマッチのない学部進学と将来設計を目指して 

基礎学力と知的好奇心を備えた生徒を育成するために、学部との教育活動の連携や情報交換を進め、学部説明

会等を実施します。キャリア教育、進路指導をさらに充実させるため、キャリアデザインウィーク（進学の部／就職の

部）やキャリアデザイン講座について、同窓会や校友会との有機的な連携を作り、発展させます。 

新たに日本医科大学に、高等学院、本庄高等学院、早稲田実業から推薦進学が可能となった（2022 年 4 月よ

り受け入れ）ことを踏まえ、同大学と３校が連携のうえ、キャンパスツアーや医学系の模擬講義等を企画、実施して

いきます。 

④高等学院との有機的な連携と附属生としてのアイデンティティ育成 

2021 年 2 月に高等学院との連携プログラムとして WASS(Waseda Affiliated School Summit)を開催しまし

た。また、教務部のサポートを得ながら両校主催で学部決定後の 3 年生を対象に企業連携ワークショップを開催しま

した。現在、高等学院側と協働連携プログラムの検討を開始しており、このことが新たな教育プログラムとして附属生と

してのアイデンティティ育成につながることを期待しています。 

 

（３）研究関連（Waseda Vision 150 核心戦略７、９関連） 

－研究の国際展開のための戦略策定に向けた取り組み計画－ 

本学院の専任教員、非常勤講師等による研究論文や調査報告を掲載した「研究紀要」を刊行します。 
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（４）国際関連（Waseda Vision 150 核心戦略８関連） 

－派遣留学、留学受入促進に向けた環境整備への取り組み計画等－ 

①留学の促進 

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」制度や、Education New Zealand（ENZ）、ア

メリカ KENT School との留学協定を活かし、本学院から海外に羽ばたく生徒の増加をめざします。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ことが魅力で、その効果が期待されます。 

国際部との連携の下、PR 活動を充実させ、本学院で受け入れる留学生についても増加をめざします。また、英語版

の Web サイトおよびパンフレットを作成します。 

②ポスト SGH のプログラム 

本学院には、⾧い SSH・SGH 期間中に培われた経験と国内・海外校とのネットワークがあり、SGH 後も国際プログ

ラムをどう継承させていくか鋭意検討していきます。これまで実施してきた 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・受け入れの交流については、コロナ禍で一旦オンライン化あるいは停止されましたが、再開に向けて努力

します。これらの学校との連携については、未来的な国際交流のスタンダードとなるようなプログラムを双方で検討した

いと考えています。 

 

以 上 
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１．2020 年度報告

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2021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・学生募集活動推進

例年以上にWeb媒体を通じた広報活動を推進した。出願検討者が情報ツールとして⾼い確率で使⽤するスマートフォ

ンからのアクセスも意識し、新カリキュラムの内容を中核とした芸術学校の魅⼒を発信した。また、コロナ感染予防に対応

し、学校説明会を初回からオンライン化した。説明会の実施内容は徐々に改善を重ね、オンデマンドコンテンツとライブで

のオンライン対応のバランスを考慮した企画へと進化させた。新⾼卒⽣の⽐率は⾼くないが、その拡⼤を図るべく、有⼒

⾼校への資料提供を⾏った。

②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（JIA ジャーナル、JCD メールマガジン等への広告掲載）を維持した。また、学外展示

（卒業設計・学生作品展）や海外で活躍する卒業生の著名建築家による講演会をオンラインでも実施し、幅広い対

象に情報発信することで芸術学校の知名度とプレゼンス向上に努めた。

（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－

①カリキュラム「ASSEMBLE」の新たな展開と着実な運用

カリキュラムポリシーである「ASSEMBLE（アセンブル＝多様な領域を集合して組み⽴てる）」の新たな展開として掲げ

た「テクノロジーデザインストラテジー＝芸術・技術・理論の融合」に基づき、9 つの教育テーマに付帯する技術テーマを連

動させたカリキュラムの補強を実現した。コロナ感染予防対策として講義科目は基本的にオンラインで実施したが、特に

社会⼈学⽣からは利便性への評価が⾼く、今後のカリキュラムの在り⽅の参考となった。秋学期からは製図等の演習系

科⽬は対⾯での授業を再開し、感染予防に留意しつつも学⽣間の交流を実現することができた。

（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中⻑期計画の⽴案検討

2019年度に策定した中⻑期計画検討上の3つの重要項目、「⼊試広報の充実（⼈材確保）」「⾼度なカリキュラム

実現」「国際化・グローバル化」を基に、「⼊試改⾰」「新マトリックスの策定」「海外活躍者や留学者との連携」等を推進

した。また、芸術学校に求められるニーズを改めて考え直す視点から将来計画を点検し、今後は連携関係を持つ理⼯

学術院と共同体制を組み、継続して検討を⾏うこととした。

②教育内容の拡充のための創造理⼯学部建築学科・同研究科建築学専攻との連携強化

⾼度建築家養成に向けた⼤学院進学希望者⽀援強化と特別聴講制度の活⽤を推進した。
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２．2021 年度計画

（１）入試関連（Waseda Vision 150核⼼戦略１関連）

－2022年度を⾒据えた各学部・研究科における⼊試制度改⾰の実施計画－

①広報・学生募集活動推進

コロナ感染予防対策として昨年度実施したオンライン学校説明会が好評であったため、対⾯での説明会実施が可能な

状況となる場合でもオンライン形式の学校説明会は継続して実施する。また、対面企画については、製図体験や授業

のある平⽇夜間に⾏うナイトオープンキャンパスなどを充実させ、コロナ下においても志願者数の拡⼤を⽬指す。課題であ

る⾼卒⽣への広報活動は、昨年度実施した資料送付で反応があった⾼校を中⼼に⾼校側の要望を調査し、ニーズに

応じた対応を取る。

②⼊試制度の改⾰

⼊試については時期及び実施回数を⾒直し、これまで年度末に 3 回実施していたものを秋１回、年度末 2 回に変更

することを計画している。いずれの入試も入学時期は 4 ⽉とする。秋に⼊試を⾏うことで新⾼卒⽣の進路決定早期化

（AO 入試等）に対応するとともに、社会人や地方からの移住者など、多様化する志願者との入試時期によるミスマッ

チを極⼒排除したいと考えている。

③ブランディング

早稲⽥⼤学の専⾨学校であることによる、他の専⾨学校にはないブランド⼒をより強化すべく、著名建築家や校友など

による建築講演会や学外展⽰を積極的に展開する。広報戦略とも連携させ、芸術学校の認知度向上に努める。

（２）教育関連（Waseda Vision 150核⼼戦略２、３、４関連）

－グローバルリーダー育成にむけた、各学術院・学院・学校における取り組み計画－

①カリキュラム「ASSEMBLE」の安定運用とオンラインメリットの追求

カリキュラムポリシーである「ASSEMBLE（アセンブル＝多様な領域を集合して組み⽴てる）」の実践として、9つの教育

テーマに付帯する技術テーマを連動させたカリキュラムを展開している。このカリキュラムは安定期に入り、学生の多彩な進

路（インテリアデザイン事務所から構造設計事務所まで）に成果が現れつつある。昨年度はコロナへの対応として、オン

ライン授業への切り替えを余儀なくされた⼀⽅で、オンライン授業のメリットを評価する学⽣も少なくなかった。今後も当⾯

は対面授業とオンライン授業が混在するカリキュラムとなるが、オンライン授業のメリットを最大限に生かし、特に社会人学

⽣に利益がある授業運⽤⽅法を検討する。

（５）その他

－（１）〜（４）に該当しない、学術院独⾃の戦略・プロジェクト等－

①将来計画の新たな検討

2019 年度に中⻑期計画検討上の 3 つの重要項目、「⼊試広報の充実（⼈材確保）」「⾼度なカリキュラム実現」

「国際化・グローバル化」を策定し、計画の推進を図ってきた。理⼯学術院創造理⼯学部建築学科との連携も重要で

あるため、中⻑期計画の検討に際しては理⼯学術院執⾏部も含めたWG体制を構築する。

②教育内容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

学部との授業相互提供制度および⼤学院への推薦制度を引き続き維持し、学⽣への情報提供強化を通じて、他専

⾨学校にはないこれらのメリットを⽣かす機会を増やす。同時に、このような学術院との連携に新たな制度を加えるべく検
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討を始める。

以 上

-145-


	Waseda Vision 150 Annual Report2020
	参考資料_学術院等の将来構想

