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はじめに

早稲田大学は創立150周年を迎える2032年の大学のあるべき姿（Vision）をイメ

ージし、その実現に向けた具体的な改革への取組みを、中長期計画Waseda Vision

150として2012年11月に発表し、順次実行に移してきています。このWaseda Vision

150のロードマップにおいては、2013年度からの当面5年間の実行計画に沿って遂行

してきており、2017年度は策定後5年目にあたり、Stage1の完了年度と位置づけら

れています。また、このWaseda Vision 150では、その理想とする姿を可能な限り

数値化、具体化し学内外にも示していますが、まずは当初5年間での数値目標につ

いても、その成果が問われることとなります。今年度も目標達成に向けて引続き大

学改革をより加速化し、諸課題について抜本的な検討を行い、可能なところから速

やかに実現してまいります。

あわせて、スーパーグローバル大学創成支援トップ型として2014年度に採択され

た「Waseda Ocean 構想～開放性、流動性、多様性を持つ教育研究ネットワークの

構築～」は、そもそも進めていたWaseda Vision 150による改革を基盤に、それを

さらに加速するものと位置づけ、教育・研究の質と量の飛躍的向上を推進していま

す。

2016年11月に、国際的な高等教育専門調査機関であり、世界の大学ランキングを

公表している英国QS社による、企業との連携した取組みや学生の卒業後の活躍を評

価する「Graduate Employability Rankings2017」において、本学が世界26位、国

内1位(国内1位は2年連続)に位置付けられ、本学のこれまでの様々な取組みが評価

されましたが、今年度までの施策の実行により、この5年間に何が実現できたのか

を、改めて自ら検証する機会とし、引き続き以降の改革へ活かしていきます。

今年度も、Waseda Vision 150で掲げた基軸である「人間力・洞察力を備えたグ

ローバルリーダの育成」を実現するための、入り口となる入試も含めた教育改革、

「未来をイノベートする独創的研究の推進」を実現するための研究力強化、「校友・

地域との生涯にわたる連携の強化」を実現するための社会貢献および文化・スポー

ツ事業、そして「進化する大学の仕組みの創設」に向けて、様々な事業に取組んで

まいります。また、大学を取り巻く社会・経営環境がますます厳しくなるなか、本

学の教育・研究を持続的に発展・充実させていくためには、ガバナンス体制をより

一層強化し、社会に対する説明責任をこれまで以上に果たしてまいります。

抜本的改革に対する理事会の覚悟と到達点を本事業計画書に示し、本学に課せら

れた使命や将来構想の実現に向けて、教職員一同が取組んでまいります。
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早稲田⼤学は、教旨の下、「世界に貢献する⾼い志を持った学⽣」が集まり互いに切磋琢磨し、「世界の平和と⼈類の幸福の実
現に貢献する研究」が⾏われ、「グローバルリーダーとして社会を⽀える卒業⽣」が世界中のありとあらゆる分野で活躍する将来像
（Vision）と、その将来像の実現のための大学の事業実施方針を、広く社会に示し、その成果を社会に還元すべく、様々な改革
を推進する。

Waseda University Policies on Project Management

１ 学 問 の 独 立
― 世界へ貢献する礎 ―

２ 学 問 の 活 用
― 世界へ貢献する道 ―

３ 模範国民の造就
― 世界へ貢献する人 ―

早稲田大学 教旨

P O L I C Y

Waseda Vision150核⼼戦略

Visionの実現に向けた取り組み

学生関係

教員関係 大学運営関係

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
学生支援ポリシー

リサーチポリシー
教員採用ポリシー
ＦＤポリシー

大学運営ポリシー
職員採用ポリシー
ＳＤポリシー
情報公開発信ポリシー

⼊試制度の抜本的改⾰
グローバルリーダー育成のための
教育体系の再構築

教育と学修内容の公開

対話型、問題発⾒・解決型
教育への移⾏

大学の教育・研究への積極的な学
生参画の推進

早稲田らしさと誇りの醸成を
めざして―早稲田文化の推進

独創的研究の推進と
国際発信⼒の強化

世界のWASEDAとしての
国際展開

新たな教育・研究分野への挑戦

教職員の役割と評価の
明確化

財務体質の強化
進化する
大学の仕組みの創設

早稲田を核とする
新たなコミュニティの形成

早稲田のV i s i o n

アジアの大学のモデルとなる
進化する大学

グローバルリーダーとして
社会を支える卒業生

世界の平和と人類の幸福の
実現に貢献する研究

世界に貢献する
高い志を持った学生

Vision

教育・研究

Vision

教育・研究

Vision

教育・研究

Vision

大学経営

⼈間⼒・洞察⼒を備えたグローバルリーダーの育成 校友・地域との生涯にわたる連携の強化

未来をイノベートする独創的研究の推進 進化する大学の仕組みの創設

Waseda Ocean構想

地球規模の課題の解決と未来を創造する
研究・教育システムの構築

教育・研究における徹底的な
国際化の推進

教員採用システムと
大学運営ガバナンスの抜本的改革

国際的に評価の⾼い６拠点に先⾏集中投資
効果を全学的に波及

国際日本学 実証政治経済学 健康スポーツ科学 ナノ・エネルギー 数物系科学ICT・ロボット工学

改革の加速化

20172013

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4

2018 20322028202720232022

○Stage15年間の総括に向けての準備（数値⽬標の確認・検証、次期へ向けての対応検討、成果の発信）

○Stage2におけるPDCAサイクルの検討（⼤学全体の事業評価制度との連動、効率的な状況把握と即応した対応）



2017年度は、早稲⽥⼤学が⼀丸となって様々な改⾰に取り組んでいる「WasedaVision150」におけるStage1の完了年度である。
Stage2に向けて、既存の13の核⼼戦略を実⾏するとともに、2017年度の重点項⽬として、WasedaOcean構想や、WASEDA
NEO（社会⼈教育の推進）など、教育・研究の質と量の⾶躍的向上を⽬指す歩みをより⼀層加速させる。

⼊試制度の抜本的な改⾰ 〜新思考⼊試の実施〜

多様で優秀な学生の獲得✔

重点項目

入試改革

教育研究・法人運営における
評価制度の確⽴

収支構造改革の取組
財 務

Waseda University Outline of Projects for FY2017

戦略的⼊試広報の実施✔

高大連携の推進✔

新たな事業評価制度の導⼊準備✔

事業計画・予算編成・決定プロセスの⾒直し✔

内部統制⼒の強化と新財務システムの構築✔

附属・系属校・芸術学校の
ガバナンス強化

平⾯的連携から⽴体的連携への移⾏✔

Waseda Ocean構想のさらなる展開
重点項目

教育・研究

世界トップレベルの教員と学生の獲得✔
○ジョイントアポイントメントの推進

○英語学位コースの拡充

○ジョイントディグリーを目指した国際共同教育プログラムの実施

○海外連携大学との国際共同教育研究と国際シンポジウム等の実施

○モデル拠点の成果の全学波及と更なる分野の拡⼤

海外連携大学等との共同教育研究の実施✔

国際的インターフェースを持つ教育システムの構築✔

ガバナンス改革の推進と国際情報発信の強化✔

重点項目

社会人教育

重点項目

重点項目

理事・評議員・校⻑等の役割の明確化✔

Blendipity
✔

変⾰志向の交流とイノベーション共創の場✔

学問的知⾒と実業界の知⾒を併せたプログラム✔

重点項目

法人運営

○社会・企業ニーズに呼応・挑戦する「実践的研修プログラム」実施

○日本橋に⽴地する会員制ラウンジ「パイオニア・コミュニティ」の開設
Blend +Serendipity

の場づくり

高等教育の枠を超える挑戦的な貢献活動✔

○新思考入試の実施（地域貢献の意識を持った⼈材を対象）

○入試改革サイクル強化と改革プロセスの充実化

○入試改革と教育改革の統合的推進

○事業計画策定における⼀連の事業評価制度の確⽴

○主要事業の網羅的検証評価とPDCAサイクルの確⽴

事業方針
策定

事業計画
予算計画
策定

事業評価

事業実施

事業計画の修正・
廃止・統廃合

Waseda New Nihonbashi Educational Outreach
WASEDA NEO 〜社会⼈教育の推進〜

☞P.10

☞P.11

☞ P.9

☞P.24

☞P.27

☞ P.25
重点項目

法人運営



「Waseda Vision 150」では、2032年の⽬指すべき姿を数値の上でも明確にするため、学⽣数、留学⽣数などについて具体的
な数値目標を掲げている。2012年11月に「Waseda Vision 150」を策定・公表した際に用いた数値と、2016年度実績(数
値未確定のものは、2015年度実績または2016年度⾒込)、2017年度および2032年度の数値⽬標は以下のとおり。

2012年度 2016年度実績 2017年度⽬標 2032年度⽬標

学部生 43,974人 42,860人 40,000人 35,000人

大学院生 9,357人 8,269人 9,761人 15,000人

2012年度 2016年度実績 2017年度⽬標 2032年度⽬標

受⼊留学⽣数 4,362人 5,431人 7,000人 10,000人

2012年度 2015年度実績 2017年度⽬標 2032年度⽬標

派遣留学⽣ 2,541人 4,195人 5,000人 全学部生

2012年度 2015年度実績 2017年度⽬標 2032年度⽬標

授業の公開率 ０.３％ 18% 100% 100%

2012年度 2015年度実績 2017年度⽬標 2032年度⽬標

学部 ６％ 9% 20% 50%

大学院 ９％ 8% 30% 50%

2011年度 2015年度実績 2017年度⽬標 2032年度⽬標

受入れ研究費 89億円 108.1億円 122億円 200億円

2012年度 2015年度実績 2017年度⽬標 2032年度⽬標

社会人教育 34,944人 4２,205人 42,000人 50,000人

2011年度 2015年度実績 2017年度⽬標 2032年度⽬標

寄付⾦ 22億円 42.8億円 45億円 100億円

2012年度 2016年度実績 2017年度⽬標 2032年度⽬標

⼥⼦学⽣(学部・大学院) 18,800人(35％) 18,757人(37%) 19,900人(40%) 25,000人(50%）

⼥性教員 226人(13％) 254人(14%) 300人(18%) 600人(30%)

⼥性職員 32％ 37% 37% 50%

学生数 学部生2割減、大学院生1.6割増✔

受⼊留学⽣ 受⼊留学⽣10,000人の達成✔

派遣留学⽣ 学⽣全員が海外留学✔

授業の公開率✔

外国語による授業割合✔

受入研究費 研究事業の⾃⽴化✔

社会人教育 ノンディグリー教育の充実✔

寄付⾦✔

⼥性⼈数・割合✔

※2017年度の数値は、WasedaVision150を4つのStageに分け、そのStage1の達成目標を示す。



◆早稲田大学

１．教育改革事業

(１) ⼊試制度の抜本的な改⾰

○抜本的な入試改革の推進による多様で優秀な学生の獲得

国内外のリクルート強化、新しい入試制度の創設と既存入試制度の改革、入試戦略と連

携した奨学金制度の設立など、抜本的な入試改革の方向性について今年度末を目途に定

める。そして、日本および世界の各地域から、多様で優秀な学生をバランスよく獲得す

ることを目指す。また、そのための戦略的入試広報を実施する。

新思考入試

新思考入試（地域連携型）は、5 学部（文構・文・商・人科・スポ科）の参加を得て初

めての学生募集となる。戦略的かつ実効的な広報戦略を行い、「グローバルな視野と高

い志を持って、社会的・文化的・学術的に地域へ貢献する人材を育成」の理念に即し

た人材を獲得するとともに、精度ある入試を行うことにより、未実施学部の導入を目

指す。

また、基幹理工学部が実施する新思考入試（北九州地域連携型推薦入試）（仮称）では、

情報生産システム研究科（IPS）と連携し、北九州地域と東京を還流する形での人材の

育成を目指す。

英語4技能テスト利⽤型入試の実施（国際教養学部）

世界社会・文化の理解、交流、貢献に必要な、英語の 4 技能（読む・書く・聞く・話

す）のバランスのある学生獲得のため、一般入試において外部検定試験利用の選抜方

式を導入する。

入試改革のサイクル強化

◆ 新しい⼊試制度として、新思考⼊試（地域連携型）において、グローバルな

視野と高い志を持って、社会的・文化的・学術的に地域へ貢献する人材獲得を目指す。また新

思考⼊試（北九州地域連携型推薦⼊試）において、北九州地域と東京を還流する形での⼈

材の育成を目指す。あわせて高大連携を推進し、大学全体の 3 ポリシーを踏まえた学位プログラ

ムごとの⾒直し、⼊学選抜の改⾰、教育⽅法の改⾰を⾏い、多様で優秀な学⽣獲得を⽬指す。

◆ 「Waseda Ocean 構想」の一環として、6 つの先⾏モデル拠点に加え、分野

拡大を目指す積極的な取組みに対して集中投資を⾏う。頭脳の国際流動性を⾼め、教育・研

究の質と量の⾶躍的向上を推進する。

◆ 社会人を対象とした教育拠点WASEDA NEO を日本橋キャンパスにてスター

トさせ、実践的課題のプログラム、カスタマイズプログラムやオムニバスプログラムなど社会ニーズに的

確に応えた教育を積極的に展開する。

◆児童養護施設出⾝者向け「紺碧の空奨学⾦」の運⽤を軌道に乗せ、また、既存の奨学⾦制度

の改革を実施する。

重点項目１

重点項目２

重点項目３
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「入試開発オフィス」が分析・検討・発案し、「入試開発検討会」における議論を進め、

「全学アドミッションズ会議」において具現化し、「入学者選抜オフィス」が候補者選

抜を実施するというプロセスの充実化を図る。箇所の入試改革支援に加え、新思考入

試（地域連携型）に続く新思考入試の開発に着手する。

○高大連携の推進

高大接続実行会議において、大学全体の 3 ポリシーを踏まえた学位プログラムごとの見

直し、入学選抜の改革、教育方法の改革を全学的に共有する。特に、入試改革と教育改

革を統合的に推進し、加速的に実現する。文部科学省の高大接続改革施策を踏まえた全

学的対応を図る。

附属・系属校との高大連携についてもこれを深化させ、推薦制度の更なる見直しを進め

るとともに、高校 3年間の教育の在り方を検討する。

 2021 年度入試（2020 年文部科学省新テスト実施）に向けて、高大接続実行会議と学部

等の取組みを連携させ、大きな入試改革、教育改革の流れをつくる。

附属・系属校との連携について、平面的な高大接続から立体的な高大接続に向けて可能

なものから実施していく。これまで大学と各附属・系属校は個別に縦の関係で結ばれて

おり、附属・系属校同士の横の関係は高等学院と本庄高等学院間を除き十分ではない。

今後は「校長」「教員」「生徒」の各レベルで横のつながりを持つことができる場を作り、

附属・系属校全体で教育内容の改善や充実が図れるようにする。

 2017 年度より、大学と高等学院および本庄高等学院の定期的な打合せを行い、また大

学と系属校の定期的な懇談の場を設定する。

○「箇所入試担当者兼務体制」・「国内リクルーティングプロジェクト」の継続・強化

2016 年 6月より活動を開始している「国内リクルーティングプロジェクト」において 47

都道府県全ての高校訪問を実施し、各都道府県の有力進学校との関係性確立・強化をす

る。

(２) グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築

○「Waseda Ocean 構想」のさらなる展開

文部科学省・スーパーグローバル大学創成支援(SGU)に申請し採択された、グローバル人

材を育成するプログラムである「Waseda Ocean 構想」に基づき、頭脳の国際流動性を高

め、教育・研究の質と量の飛躍的向上を推進

する。

Waseda Vision 150 の改革を加速化し、2023

年を目途に目標達成することを目指し、2017

年度は引き続き「Waseda Ocean 構想」の軸

である 6 つの先行モデル拠点(国際日本学、

実証政治経済学、健康スポーツ科学、ICT・

ロボット工学、ナノ・エネルギー、数物系科
SGU 国際日本学シンポジウム
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学)に対して、また更なる分野拡大を目指す積極的な取組みに対して集中投資を行い、以

下の事業を実施する。なお、2017 年度は文部科学省が実施する中間評価にも確実に対応

する。

国際日本学拠点

・博士の英語学位コースの開設準備、および学部の英語学位コースの開設を行う。

・コロンビア大学・UCLA との国際シンポジウムを開催し、共同プロジェクトを実施する。

実証政治経済学拠点

・ジョイント・アポイントメントおよび協定校締結の協議を推進する。

・海外有力大学のサマースクールを本学で実施し、また海外有力大学から招聘した外国

人教員等とのワークショップを開催する。

健康スポーツ科学拠点

・博士の英語学位コースへの優秀な学生募集を活発化させる。

・海外大学との共同指導を実施し、国際シンポジウムを開催する。

ICT・ロボット工学拠点

・海外大学教員による共同指導、QE、ワークショップを実施する

・拠点学生を海外派遣し国際共同研究と成果発信を推進する。

ナノ・エネルギー拠点

・ジョイント・アポイントメントおよび訪問教員による共同研究指導を拡大する。

・モナシュ大学等とジョイント・ディグリーを目指した共同プログラムを充実させる。

数物系科学拠点

・拠点を母体としたユニットコースを開設する。

・海外大学と国際研究組織を構成し、共同指導・共同プロジェクトを実施する。

分野拡大策

・グローバル・ガバナンスに係る国際共同指導等を推進し、新たに拠点化を目指す。

・ジョイント・アポイントメントやジョイント・ディグリーを促進するなどレピュテー

ションとサイテーションを強化する新たな施策を戦略的に実施する。

○WASEDA NEO 〜社会⼈教育の推進〜

2017 年度からは、未来を変革する志をもったパイオニアたちを対象に、グローバル規模

でのイノベーション創出を目的とした WASEDA NEO（Waseda New Nihonbashi Educational

Outreach）事業を日本橋キャンパスにてスタートする。従来型の知識提供に偏向したス

タイルを脱し、大学・企業・自治体・海外機関のリーディングエッジの知恵を集めて課

題解決に取組み、イノベーション創出と事業創造を繋ぐ“場づくり”を行っていく。WASEDA

NEO では、Blendipity（Blend+Serendipity の造語）をコンセプトに、社会ニーズに沿っ

た課題をテーマとした実践的研修プログラム、パイオニア同士の交流を促進するラウン

ジやイノベーション拠点の提供を行う。産業界のニーズを拾い上げ、時代に即した高等

教育機関とし

てのサービス

改善を行う。
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なお、生涯学習と社会貢献の中核として位置付けてきた早稲田、八丁堀、中野で展開す

るエクステンションセンターのオープンカレッジについて、今後も発展させていくため

の運営方法を再考する。

○クォーター制の全学部・研究科導入準備

世界各地の大学との交流および効果的で質の高い教育を可能とするため、アカデミッ

クカレンダーシステム（クォーター制）を各学部・研究科に導入し、学生や教員の国際

流動性を向上させる。なお、2017 年度からは全学で授業カレンダーをクォーターに統一

する。これに伴い、新たに整備されたクォーターごとの履修保留／継続履修および新規

科目登録（帰国後登録）の制度内容を学生に十分周知したうえで、学部・センターと連

携して運用する。クォーター科目において授業運営等に関する問題が生じた場合には検

証を行い、科目設置箇所および関係箇所連携のもと、学生に不利益のないよう取り計ら

う。

 Waseda Summer Session 2017 として、

海外大学在学生、本学学生（留学を終え

て 6、7月に帰国した者）を対象に、160

名規模（予定）で、日本をテーマとした

入門レベルの講義（政治、ビジネス、歴

史、文化など計 15 科目（予定）から 2

科目（4 単位）を履修）および日本語科

目（初級～初中級計 4科目から 1科目（1

単位）を選択履修（海外大学在学生のみ））

のプログラムを準備し実施する。

○奨学⾦の充実と戦略的制度の新設

予算総額約 38億円を有する国内トップレベルの奨学金制度について、2016 年度に奨学金

額の拡充を整備した「入試前予約採用給付奨学金（めざせ！都の西北奨学金）」の実施と

効果測定、および新設した児童養護施設出身者向け「紺碧の空奨学金」の制度改正の広

報に重点的に取組む。また、2016 年度より開始した両奨学金に対する一般への募金活動

を促進する取組みも引き続き行っていく。加えて、既存の学内奨学金のあり方について

は、IR 手法を駆使した調査・分析を行い、客観的データに基づいたニーズを見出し、制

度改正を進めていく。

また、日本学生支援機構が導入する給付型奨学金への対応、学外機関が運営する奨学金

の採用枠のさらなる獲得のための施策を実施するとともに、本学の既存の教育資源（教

育プログラム）を活用したスーパーメリット型奨学金の新設に向けた取組みを実験的に

開始する。こうした取組みにより、奨学金事業を外部資金導入のための戦略的ツールに

進化させ、新しい奨学金事業モデルを社会に提示する。

○学⽣全員留学実現に向けて

ミャンマーからの留学⽣
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2016 年度に実施した学術院ヒアリング結果に基づき、学部・大学院と協働して新規プ

ログラム開発および実施支援を行い、フィーベースプログラムから交換留学プログラム

へのシフトは、両プログラムのニーズを勘案しつつ進める。

新たな長期交換留学先の開拓を進め、20 大学 40 名分の交換枠を増設する。

就職活動やキャリアを見据えた「中期・短期留学プログラム」の開発・拡充を進める。

既存中期、短期プログラムはスクラップ&ビルドを積極的に行い、中期プログラム定員

枠 160 名、短期プログラム定員枠 1,500 名を確保しつつ、その充足率は 70％以上を目

指す。

ダブル・ディグリープログラムの改革、ジョイントディグリープログラムの検討、外部資金

による頂新夢プランプログラムおよびキャンパスアジアプログラムの推進を図る。

派遣留学推進のため、経済的な理由から留学を断念せざるを得ない学生に向けた支援を

目的とし、海外留学に係る予約採用型の奨学金制度を整備し、実施する。

○留学⽣受⼊に関連するグローバル化推進

受け入れ留学生の増加に対応するための「語学と教養科目を組み入れた留学生受入プロ

グラム」を引き続き拡充する。2017 年度は特に、新たな教員人事制度のもと、新しい枠

組みでの組織体制を整備するとともに、授業担当教員増を前提にした長期・短期の日本

語教育プログラムのさらなる充実を実現する。

また、関連学部・研究科への留学生受入計画と受入留学生の傾向調査を継続し、学内需

要を正確に把握する。さらに、履修希望者数とレベル分布の分析結果を加味した上で、

2018 年度の適正な科目クラス数およびクラス定員を策定する。

交換留学制度の持続的な運営および受入交換留学生の地域的なバランス等の多様性を

確保するため、受入実績や学生交流における本学の方針に応じて、協定校に事前に奨学

金枠を付与する予約採用型の奨学金制度を整備し、実施する。

その他、海外有力高校・大学を卒業し、本学の学部・研究科に入学が決定している外国

人を対象に、「日本語を中心とした外国学生導入プログラム」等について関係する学部・

研究科との調整を開始するなど、入学前の導入教育から卒業までの各種サポートを推進

する。

留学生の就職環境の一層の充実をめざし、求人情報の受け入れ体制および求人配信シス

テムを整備する。

学術院と連携し、特に修士課程の留学生のキャリア支援の強化を図る。

○新たな教育体系の構築

10 年間で 10 万人のグローバルリーダーを育成するという目標のもと、グローバルエデ

ュケーションセンターにおいて、正課科目として「リーダーシップ開発」を設置しクラ

ス数の拡充に向けて、体制強化を行う。

国際社会の第一線で活躍する人材を育成することを目標とするグローバルリーダース

プログラム (GLFP)は、教務部、国際部、グローバルエデュケーションセンター（GEC）

が連携してカリキュラムを再検討し、2017 年度にコーディネーターとして嘱任する任

期付教員を中心として、留学センターが運営する体制を整備する。将来的には各学部の
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学位プログラムに組み込まれた形で実施することを視野に入れ、積極的に導入しようと

している学部をモデルケースとし、2018 年度に向けて本学での在り方について検討を

進める。

グローバルエデュケーションセンター（GEC）の英語教育新構想にもとづく科目

「Academic Writing and Discussion in English」を新設し、2018 年度の政治経済学

部における必修化に向けた準備を進める。

2017 年より基盤教育の数学科目および統計科目の英語クラスが開講する。未対応の基

盤教育科目については、引き続きのコンテンツの英語化を進める。

現行の全学共通副専攻制度を発展的に改組し、2018 年度から学際的副専攻および学術

的副専攻を中心とした新たな全学副専攻制度を開始するため、副専攻制度の骨子および

設置する副専攻が定める。

グローバルエデュケーションセンター（GEC）のリーダーシップ開発について、より多

くの受講生を確保するため、時間割の選択肢を増やし、各種媒体で広報を行う。また、

協力企業・担当教員および TAの安定した運営体制のため、2017 年度より施行される新

たな TA 制度を活用し、プログラムにあった TA 制度を構築する。

高度な知識を持ち社会で活躍する人材を育成するための大学院教育の実現

文部科学省グローバルアントレプレナー育成促進事業「WASEDA-EDGE プログラム」の成

果を活用し、グローバルエデュケーションセンター（GEC）に設置する実践型教育プロ

グラム「ビジネス・クリエーションコース」を発展させ、本学のイノベーション教育の

充実を図る。また、その拠点として社会デザイン工房「共創館」を活用することで、本

学のイノベーション教育を推進する。

教務部を再編して、大学院教育の強化を促進するための事務組織・体制を構築する。

優秀な若手教員採用のためのテニュアトラック制度の浸透および国際公募の促進学内

におけるテニュアトラックの採用・審査方法の標準化を進める。また、採用審査の共通

システムを構築し、国際公募の促進を行う。

○正課外プログラムの体系化による成⻑⽀援

大学総合研究センターとキャリアセンターが連携して人間力に関する指標の定義や分

析を進める。またそれらの成果を踏まえ、教育連携課やボランティアセンター等におけ

る各種プログラムにおけるアクティブラーニングの展開により人間力向上に資するあ

らたなプログラムや枠組みを提案する。

「人間的力量の増進プロジェクト」において、正課外プログラムを実施する学内組織の

連携を強化し、正課外プログラムで学生の成長を支援するための体制を整える。

正課外プログラムによる学生の育成方針について、共通のコンセプトにおける教育手法

や評価方法を導入する。これにより早稲田のメソッドを確立し、正課外プログラムの質

的拡充および、拡大を図る。

教育連携課、キャリアセンター、スチューデント・ダイバーシティセンター、学生生活

課、大学総合研究センター等が連携し、学内における人間的力量を向上させるプログラ

ムの体系化を図るとともに、関係プログラムで共通の育成手法やフィードバック方法を
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開発し、実施する。またそれらの成果を踏まえ、教育連携課やボランティアセンター等

における各種プログラムにおけるアクティブラーニングの展開により人間力向上に資

するあらたなプログラムや枠組みを提案する。

○ボランティア活動を通じた学生の育成

人間的力量の増進プロジェクトと連携し、ボランティアを含む正課外活動による学生の

育成についての方針を関係箇所と共有する。また、ボランティアセンターが担う社会貢

献および学生の育成の役割を次のとおり実行する。

平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）公認プロジェクト、および公認サークル(ボ

ランティア）活動の活性化。

外国人を対象として実施されるボランティア活動への支援。

学部生・附属系属校の生徒に対するボランティアマインド養成のための教育の実施。

(３)「教育と学習内容の公開」と「対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏」

○教育と学習内容の公開

授業の自動収録システムや教職員・学生がコンテンツを簡便に作成できる簡易収録シス

テムの利用促進を図り、公開コンテンツを拡充するとともに、優れた授業を世界に向け

て配信する MOOC の取組みを加速させる。

また、学修ポートフォリオについては、学生自身が課外活動や学修履歴等のアクティビ

ティを確認し、まとめることができる機能の構築を 2016 年度に引き続き実施するととも

に、外部のスカウト型リクルーティングサイトとの連携により企業側から学生に対して

アプローチできる環境を 2017 年秋に向けて構築を進める。

また、学生のアクティビティを可視化する学修ポートフォリオを実現するために

MyWaseda 上で課外活動の履歴も含め、学生が自身の学習履歴・学生参画活動履歴を俯瞰

できる「ワークスペース」機能や、規定されたフォーマットに沿って学生が自身の成長

を記録する「アクティビティシート」機能を開発する。

高度授業 TA における申請実績と合わせ、演習・実習だけではない、講義科目における

「対話型、問題発見・解決型教育」の実態を把握する。また、「対話型、問題発見・解

決型教育」の類型を作成し、シラバス等にて明示する仕組みを導入することで、全学的

な動向把握を実現する。

学生授業アンケート等、学生からのフィードバックを踏まえた授業改善結果のシラバス

等での公開を強化し、一層の授業改善を進める過程で、「対話型、問題発見・解決型教

育」への移行を加速させる。

○対話型、問題発⾒・解決型教育への移⾏

優れた教育方法、工夫等を学内で共有することで、全学的な教育の質のさらなる向上を

図るとともに、「対話型、問題発見・解決型教育」の普及・展開状況の検証を行う。その

ため、ティーチングアワード、eTeaching Award の受賞事例ならびに Tips 集（秘訣・コ

ツ・ヒント）の公開、授業公開等を通じ、授業における Good Practice の普及を図る。
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あわせて高度授業 TA 導入科目については成果測定の一環として授業公開、事例紹介を積

極的に行っていく。

また、授業支援システム導入については、グローバルで利用されている商用パッケージ

もしくはオープンソースソフトウェアの導入を前提に情報収集し、2017 年度中に方針を

策定する。

ティーチング・アワード等による Good

Practice 顕彰と波及、 ティーチングアワー

ド、e-Teaching Award を受賞した授業につ

いては、Web サイトの記事等で紹介し、Good

Practice として学内に広く周知する。またそ

れらの授業は積極的に授業公開を行う。

○学修環境の充実に資する学術情報基盤の整備

対話型、問題発見・解決型教育への移行に伴った学び方の変化に対応できる環境を模索

し、整備する。具体的には、書籍、論文、データ、教材等のコンテンツ、それらを流通

させるシステム・ネットワーク、学修する場(ラーニングコモンズ)および大学院生によ

る学修支援や図書館職員によるレファレンス・サービス等の人的支援からなる学術情報

基盤の整備を推進する。

特に 2017 年度は、論文等を中心としたコンテンツにおける学術情報システムの高度化を、

ディスカバリーサービスのテスト結果をもとに、サービスの本格運用を開始する。ディ

スカバリーサービスの導入により、これまで、各サイトで別々に検索しなければならな

かった各種学術情報（電子ジャーナル、電子ブック、機関リポジトリ搭載論文、図書館

所蔵資料、その他国内外の主要な学術情報データベース類）を一括で検索することが出

来るようになる。検索結果が統合されており、絞り込みや並べ替えも統合された形で簡

易に行えるので、データベースの垣根を越えて必要な情報源を素早く発見することがで

きる。これは、特に、個々のデータベース・情報源に関する知識の少ない初学者や学際

研究などで専門外の分野の学術情報を調査する研究者にとって、効果的である。また、

データベースの種類・数が増え続けている昨今、情報検索に熟達した研究者などにとっ

ても情報の見落としを防ぐ効果が期待できる。

(４)大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進、学生生活の総合的サポート

○学生参画・ジョブセンターの展開による学生参画の拡充

学生参画活動に係る学生数を 8,200 名(前年度より 500 名増加)にまで拡大し、教育・研

究を豊かに展開する過程において、学生の提案を積極的に大学の事業に反映させる。学

生参画・ジョブセンターにおいては、スチューデント・ジョブに関する求人情報の一括

管理、研修コンテンツ受講の周知徹底、学修ポートフォリオの学生参画活動情報の集約・

e-Teaching Award 受賞者による模擬授業
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キャリアセンター主催のセミナー

管理を行うとともに、学生参画運営委員会の活動支援にも取組む。また、学内研究室・

校友が運営に関わる研究機関等に、事業調査・研究成果などを提供する「高度スチュー

デント・ジョブ」を紹介する仕組みを構築し、発掘も行う。さらに学生参画活動のデー

タベース化を進め、学生が自身の学生参画活動履歴を俯瞰可能にする学修ポートフォリ

オの学生参画活動情報の集約・管理を行う。

○TA制度活⽤⽅法の⾒直しによる授業⽀援の拡充

TA を中心としてスチューデント・ジョブにおける「質の確保」および「活用方法の見直

し」を実施する。また、TA 業務の教育的補助機能と事務的補助機能の切り分けを推進す

る。

2017 年 4月に施行される、新たな TA制度に基づき導入されるカリキュラム TA、高度授

業 TAの活用事例を収集、Web サイト等で広く教員に紹介し、授業の質向上を促進する。

カリキュラム TA、高度授業 TA へのアンケートや教員による導入報告に基づき、新 TA

を活用した授業における教育の質向上の効果を把握する。評価結果をフィードバックし、

さらに効果的な活用を教員に促す。

カリキュラム TA、高度授業 TAに対し、アンケート等を実施することにより、教育参加

を通じた 成長を把握する。学生の成長効果を集積することにより、TA 経験によって

身に付くスキルを事例として把握し、学修ポートフォリオ等への反映を検討する。

自学自修を促すラーニングアシスタントの導入に際し、内規作成を支援するとともに事

例を集約し、導入モデルを構築する。

Waseda Vision150 の目標達成に向け、個別施策の推進を促すための高度授業 TA活用を

試行する。具体的には授業の多言語化支援に高度授業 TA を活用し、目標としている外

国語による授業数拡大を支援する。

○キャリアサポートの充実

学生の多様化および企業の採用活動の多

様化に伴い、より広範な学生を対象とした

キャリアサポートを実現するため、早稲田

キャンパス内にキャリアセンター分室を設

置する。

また、各学術院との連携を更に強化するこ

とにより、全学一体となったキャリアサポ

ートを実施する。さらに、グローバルキャ

リアを志向する学生のために、海外企業と

の連携強化、海外インターンシップの拡大、

海外企業の求人量の拡大のための体制を確立する。

○「早稲田ウィークリー」Web マガジン化による学生関連広報の充実

2016 年度より Web マガジン化した「早稲田ウィークリー」の内容のさらなる充実を図り、

「学生の精神的・知性的滋養となる情報の提供」という基本コンセプトのもと、スマー

17



トフォンに最適化したデザインのサイトにおいて、タイムリーな情報、文字数等の制約

がある紙媒体では実現が難しい多様なコンテンツを提供する。

Web マガジン「早稲田ウィークリー」は開設以来、ページビューを伸ばしており、2016

年度秋学期の授業実施期間中は前年同期比で旧 Web サイトの 2 倍以上となる月間平均ペ

ージビューを獲得した。2017 年度はさらにページビューを伸ばし、最終的には月間平均

を 20万ページビューとすることを目標とする。

○セミナーハウスの新設

2017 年 4 月より、6 つ目のセミナーハウスとして、本庄セミナーハウスを開設する。同

セミナーハウスの開設により、学生の学習環境がさらに整備されるとともに、隣接する

研究施設を利用する研究者の一時利用も可能となる。また、都心からのアクセスの良さ

や個室の多い施設の構造など、既存のセミナーハウスとは異なる特徴を生かし、新たな

セミナーハウス利用者層の発掘を目指す。

○国際学⽣寮の拡充に向けた取組み

本学が運営する中野国際学生寮に加えて、2018 年 4 月には本学学生専用の国際学生寮と

して、株式会社共立メンテナンスによる「WID 早稲田（仮称）」の設立が予定される。同

施設は、全個室 500 室を有する大規模寮であり、本学の外国人学生や地方学生等にとっ

ての居住環境の改善に資することから、その開設に向けて学生への周知等の協力を行う。

２．研究⼒強化事業

(１)研究体制の戦略的強化

○研究⽀援体制・制度の点検・強化

受託共同研究等の申請資格や諸条件の見直し、研究活動の企画・マネジメントや研究成

果の活用促進を行う研究マネジメント人材(URA)の機能強化、研究力強化施設への組み入

れスペースの増加を含めた学内研究スペースの再配置を行う。また、産学連携のコーデ

ィネーション機能を発揮し、研究成長スパイラルを形成するために、関係箇所との連携

を図りつつ、産学官研究推進センターの役割分担を明確化し、産学連携研究推進体制の

◆研究推進体制の強化、研究⽀援体制の整備および改⾰を継続して⾏い、重点領域研究など共

同研究を進める上での組織化やオープンイノベーションを含めた産学連携や拠点形成を推進し、

外部研究資⾦の受⼊額増加を⽬指す。

◆ 次代中核研究者育成プログラムおよび国際研究プロジェクト（研究クラスタ）

創出支援プログラム等の国際共同研究推進プログラムと SGU各拠点や海外拠点、海外締結機

関等との有機的な連携の強化、リサーチアワードによる国際的な情報発信⼒の強化に資する若

⼿研究者の育成や発掘、これら各種取組みを通じて⽣み出される研究成果に対する戦略的な

広報活動などを加速させ、国内外の認知や評価を高め、国際研究大学の実現を目指す。

重点項目１
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強化および基盤環境の整備を行う。

○若⼿研究者プロモーションの推進

若手・中堅研究者の研究環境の充実と人材育成を目的とした「次代の中核研究者育成プ

ログラム」を継続して運用する。本プログラム終了後のステージゲートも含めた効果的

な支援内容・運用方法を検討し、本制度の定着化を図る。また、実効性の高い対面・少

人数形式の研究力強化セミナーの継続開催、論文執筆・プレゼンテーション等、研究者

のニーズに応じたオンデマンドコンテンツの体系化と拡充を図りつつ、若手研究者の研

究力向上のための環境整備、支援制度の在り方について検討し、研究、教育の次代を担

う有望な若手・中堅若手研究者の育成と若手研究者の全体的な研究力底上げを目指す。

○研究組織・体制の整備・強化

学術院に属する研究所の事業計画・報告と次年度予算の査定一体化の実現、研究院との

研究プロジェクト連携の可能性を探り、新たな研究領域の創出、研究リソースの最適化

に向けた検討を継続して行う。また、国内外の研究機関・拠点等を結ぶネットワーク型

の共同研究を推進する拠点の新規・継続設置の検討など、研究組織の研究事業活性化に

加え、社会課題と結びついた研究領域の創出や組織型の研究ならびに国際化推進を可能

とする新たな研究プラットフォームの構築を目指す。

さらに、学術院における自発的な研究グループを形成するための新たな取組みとして、

理工学術院では各学部・学科横断的に 7 つの重点研究領域拠点を設置するとともに、こ

のプロジェクトを展開するための研究スペースとして、主に西早稲田キャンパスを改

修・整備し、理工学術院の研究の振興と高度化を目指す。

○研究情報発信⼒の強化

本学の強み（次代の中核研究者育成プログラム選定研究者、リサーチアワード受賞者、

大型研究プロジェクト推進者、トップジャーナル・有力誌に掲載されるような研究成果、

社会的関心の高い研究成果等）に特化して、訴求力・質ともに高いコンテンツを作成す

るとともに、拡散性・伝達性のあるメディアやツールを活用して国内外に向けて継続発

信する。また、研究者業績情報発信基盤（研究者データベース、研究者プロファイリン

グシステム（Pure））の活用により、国内外に向けた研究業績の情報発信を継続して行う。

それと合わせて、研究者データベースへの業績入力に関るインセンティブ構築と他シス

テム連携を含めた発展的な活用、ユーザビリティの更なる向上を検討する。これらの活

動を通して、研究大学としての国内外での認知度向上を目指す。

○研究支援に係る財政基盤点検・強化

一般管理費制度の安定移行のための運用検討、競争的資金間接経費使途・配分方針に関

する点検・評価を行うことで、継続して安定した研究支援が行える財政基盤を確保する。

○研究を支える情報基盤構築

研究費管理に係る事務手続きを軽減する仕組み（研究資金公募情報の一元提供、研究費

の採択、研究室で研究費の管理等）の構築および MyWaseda による研究者向けグループウ
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ブリュッセルオフィス開所式

ェア機能やオンラインストレージ、Office365 等のソフトウェア利用サービスの提供、

教員用 WWW の大容量化および CMS 機能導入など研究者間の情報共有や研究成果の蓄積・

発信をサポートする情報基盤を充実させることで、研究活動の生産性向上を支援し、研

究成果情報の社会発信を促進する。

○研究支援システムの構築

2016 年度に引き続き、研究資金公募情報の管理システムおよび研究費一元管理システム

を構築する。これにより、以下にあげる新たな価値の実現を可能とする。また、研究者

の研究教育活動成果の蓄積・管理を強化・拡充するため、外部データベースに公開され

ている業績データや Web サイトに公開されている論文を自動収集する仕組みを新たに組

み込み、研究業績の公開を促進する。

研究課題に関するすべての情報の統合的管理による外部資金への応募機会拡大

研究関連情報の研究戦略活動への活用による獲得研究資金の増大

研究資金に関する入金・執行状況のリアルタイム管理の実現による研究者の事務負担軽

減による研究の促進

研究関連の公募・採択・実行状況の研究戦略への活用

研究者業績情報発信基盤(研究者データベース、Pure)の機能拡張、利用シーンの拡充

研究者業績情報発信基盤(研究者データベース、Pure)の活用による、国内外に向けた研

究業績の継続的な情報発信

(２)研究の国際的競争⼒の拡充

○国際展開戦略の策定と海外拠点の活⽤

世界中の大学・機関と、本学の教職員・学部・大学院・研究機関との関係分析を進める

とともに、国・地域ごとの国際化戦略を策定する。また、各海外拠点の役割・機能を検

証し、拠点の統廃合、規模見直しを含む検討を行うとともに、国・地域ごとの戦略策定

に組み込む。

サンフランシスコオフィスにおける現地機関との人的ネットワークを強化するとともに、

本学からの照会に対して現地機関の研究情報・ファンド情報を提供する体制を整備する。

2016 年度に新設したブリュッセルオフィスを活用

して、本学の研究を紹介するワークショップ開催等

によりヨーロッパでの本学のプレゼンスを高める

とともに、欧州の大学・研究機関等との新たな国際

共同研究拡充を図る。また、現地機関からの国際的

な研究ファンド情報等を収集し、海外研究ファンド

の獲得を目指す。

○研究の国際発信⽀援制度の運⽤

英語での論文投稿を促進することと、本学の研究者の論文が国際的なジャーナルに掲載

されることを目的としたワークショップを開催するとともに、英語論文投稿や英文学術
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出版のための財政支援を行う。

○国際共同研究の推進

研究力強化本部が主導し、本学の研究者チームと海外有力大学や研究機関の研究者チー

ム間での共同研究クラスタを構築する国際研究プロジェクト（研究クラスタ）創出支援

プログラムを実施する。これによって国際的に競争力のあるトップレベルの研究拠点を

形成し、先進的な「国際研究大学」としての地位の確立を目指す。

ドイツ学術交流会（DAAD）との間の「若手研究者交流支援」プログラムを継続実施する

とともに、実施分の評価・検証を行い、同プログラムの広報を強化し、プログラム利用

を促進する。ドイツ学術交流会(DAAD)に加え、英国バーミンガム大学との間でマッチン

グファンドによる国際共同研究事業を開始する。このような海外大学・研究機関等との

マッチングファンドによる国際共同研究推進事業を他の大学・研究機関・研究費助成機

関にも拡充する。

海外大学・研究機関等との国際共同研究を推進するため、研究者の海外渡航・招聘旅費

助成制度を拡充し、運用する。

(３)新たな研究分野の検討

○健康・医療分野の検討

早稲田大学における、健康・医療に関わる研究・人材育成のあるべき姿の実現に向けて、

実際の教育プログラムを中心とした具体的な人材育成を検討する。また、「健康・医療教

育に関する懇談会」等での議論を元に、本学の健康・医療の方向性を具体的に検討する。

○分野連携の推進

重点領域研究として、2016 年度以前にスタートした「生産からサービスまでを見据えた

融合型農林水産学の展開」、「超高齢社会におけるパラダイムシフト」、「安全安心社会」、

「環境エネルギー」における研究プロジェクトの活動支援に加え、研究者側からの提案

を踏まえた重点研究領域を設定し、重点の方針や時宜に適った研究プロジェクトをプロ

ジェクトマネジャーによるマネジメントの下、構築し始動させる。さらに、理工学から

医療への貢献（理工学が考える医療フロンティアの実現）をミッションとした、がん・

創薬、エイジング等を軸とする研究プロジェクトをシンガポール研究拠点（第Ⅲ期 WABIOS）

にて始動する。
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３．社会貢献および文化・スポーツ推進事業

(１)校友・社会連携の推進

○教育・研究・大学運営における校友との連携および社会貢献

渉外機能の充実・強化を目的として総長室内に設置した社会連携課を中心に、企業、自

治体等、一般の方、校友、寄付者を含めたあらゆるステークホルダーとの関係を強化す

る。具体的には社会連携課が学内の中核として各部門と調整し、ステークホルダーから

の箇所横断的な依頼に対しても柔軟に対応することにより、新たな関係構築を推進する。

「校友と在学生間」の連携を強化するために、2015 年度から実施している学生・校友の

交流イベント「先輩と語ろう！」をより多くの学生・校友が参加できるようブラッシュ

アップし、継続して実施する。

さらに、全国の校友のもとに学生が訪れる「校友連携プロジェクト（仮称）」を立ち上げ、

地域と世代を越えて学生を教育する環境を作り出す。

なお、自治体等と連携した各種事業を推進することを目的に、自治体（奈良県、佐賀県、

美濃加茂市、川口市、西東京市等）から教育・調査研究事業を受託し実施する。

2014 年度からスポーツ科学学術院と連携して開始した「WASEDA'S Health Study」（15,000

人の大規模調査研究で、調査期間は 20年間のプロジェクト）について、全面的に支援を

行っており、2017 年度は支部・稲門会へのアプローチを強化するとともに、これまで関

心を示さなかった校友に対して、SNS や Web サイトを利用して、認知度・知名度の向上を

図る。

(２)文化資源・情報の発信

○早稲田大学歴史館（仮称）の設置へ向けた展開

本学には、これまでの歩みや現在の状況等について、包括的に展示し常時公開するよう

な施設が無く、また、本学の関係者による多様な事績等を積極的に集約し、効果的に提

示するような場もほとんどないのが現状であった。

◆本学の創設からの歩みや現況、将来展開等に関する資料や情報を展⽰する新たな施設として

「早稲田大学歴史館（仮称）」を 2018 年 3月に 1号館内に設置する。

◆オリンピック・パラリンピックに向けた戦略的⽀援として、体育各部および個⼈に対する支援の充実、

スポーツ振興・推進の方策検討と体制構築に取組む。

◆早稲⽥⼤学百五⼗年史編纂のための資料収集・調査を継続的に⾏い、⼤学ホームページで逐

次公開する。

◆坪内逍遥記念演劇博物館、會津⼋⼀記念博物館、⼤学史資料センターが所蔵する貴重資料

を、インターネットを通じて学外に対して公開するシステムの構築を進め 2017年度は、データベー

スにモバイル対応をはじめとする機能を付加するほか、収録範囲の拡充や、正式版のリリースが予

定される『早稲⽥⼤学百年史』Wiki との連携等を図る。
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本学の創設からの歩みや現況、将来展開等に関する資料や情報を展示する新たな施設と

して「早稲田大学歴史館（仮称）」を 2018 年 3 月に 1 号館内に設置する。同館は、常設

展示エリアや企画展示ルーム、シアタールーム等を備え、教育・研究の取組みやスポー

ツの輝かしい実績、世界中のあらゆる場所で活躍する多彩な校友とその業績、ボランテ

ィア活動による社会貢献等を含め、当館自体が本学の持つ魅力をアピールするショーケ

ース的役割を果たし、様々なステークホルダーが「早稲田らしさ」を改めて共有し、早

稲田の誇りを直に体感できる施設をめざす。

○文化・芸術の推進とキャンパスからの文化発信

大学 Web サイト、早稲田学報や早稲田ウィークリーなど本学の広報媒体、また Facebook、

Twitter等のSNSを活用することにより、学内外で展開している文化・芸術活動について、

広く社会に向けて情報発信する。また、文部科学省・スーパーグローバル大学創成支援

(SGU)の「国際日本学」拠点（文学学術院）との連携事業として、5 月に米ロサンゼルス

にて野村万作・萬斎氏による「狂言の夕べ」公演およびワークショップ等を実施し、早

稲田文化の国際発信を進める。

○早稲田大学百五⼗年史の編纂

『早稲田大学百五十年史』第 1巻の編集・執筆、第 2 巻・第 3 巻の編集準備を行うとと

もに、「早稲田人名データベース」、「戦争犠牲者データベース」等の Web サイト版資料集

の公開を進める。また、『早稲田大学百年史』の Wiki 化を行いながら、『百五十年史』編

纂システムの構築を進めるほか、「早稲田大学 大学史セミナー」を定期的に開催し、自

校史編纂に関する意識と関心の醸成を図る。

○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－

坪内逍遙記念演劇博物館、會津八一記念博物館、大学史資料センターが所蔵する文化資

源等を、インターネットを通じて一元的に検索・閲覧できる「早稲田大学文化資源デー

タベース」を Web サイト上で一般公開する。また、同データベースには、図書館の「古

典籍総合データベース」も横断検索に組み込む。2017 年度は、データベースにモバイル

対応をはじめとする機能を付加するほか、収録範囲の拡充や、正式版のリリースが予定

される『早稲田大学百年史』Wiki との連携等を図る。

○早稲田小劇場どらま館の演劇振興拠点としての強化

「早稲田小劇場どらま館」芸術監督が就任し、早稲田演劇振興の拠点として、演劇文化

の発信や演劇教育に資するイベント実施を充実することにより、より認知度を高め、学

生団体とともに外部団体の利用の促進を図る。

(３)オリンピック・パラリンピックに向けた戦略的⽀援

2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向け、体育各部および部員個人に対する競

技力強化のための戦略的支援をより充実させ、トップレベルの競技者養成、コーチ陣等

指導者の派遣といった競技的側面をサポートするためのスポーツ推進体制を構築する。
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また、学生ボランティアや各国、競技団体等への施設提供など、大会運営への貢献も積

極的に進めるとともに、トレーニング方法の開発や健康医療分野の発展など大学が有す

る学術的資源を活用した教育・研究的側面においても参加していく。

なお、文化交流・異文化理解・ダイバーシティなどについても、これを契機としてさら

なる進展を図るとともに、さらには校友会とも連携し、オールワセダでの事業推進を目

指す。

４．進化する大学の仕組みの創設

(１)組織基盤の強化

○教育研究・法⼈運営における評価制度の確⽴

「次年度事業方針の策定～翌年度事業計画案および予算計画案の策定～理事会の審議・

決定～次年度に事業評価～事業計画の修正・廃止・統合」といった大学の事業計画策定

における一連の事業評価制度を確立するため、総務部・財務部・総長室（経営企画課）・

◆ 本学の教育・研究を持続的に発展・充実させるために、ガバナンス体制をより一

層強化し、附属・系属校を含む大学すべての業務を支える仕組みを構築していく。

◆ Waseda Vision150 のプロジェクトや新規事業等、⼤学の事業計画を網羅

的にとらえ、予算および決算と連動した PDCA サイクルを確⽴する。これに伴い事業別予算制度

や新法人システム等の構築を進める。

◆ ⼤学運営においてガバナンスを強化し、先例にとらわれない聖域なき収⽀構造

の⾒直しや資産の集中化・効率化に伴う有効活⽤により財源を確保し、戦略的に活⽤する。

◆スチューデント・ダイバーシティセンターを設置し、多様なマイノリティ学⽣が安⼼して学業に専念でき

る学生生活環境の確保し、本学に集う全構成員が多様な価値観や生き方を受容するキャンパス

づくりを推進する。

早稲田大学リオデジャネイロオリンピック・パラリンピック報告会

重点項目５

重点項目６

重点項目４
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情報企画部等の関連箇所が連携して、Waseda Vision150 におけるプロジェクトも含め主

な事業を網羅的にとらえ、全学的に PDCA サイクルを確立する。また、特に新規事業にお

いては計画の段階で綿密な事前評価を行い、これをもとに事業の評価を行う体制を整え

る。

○大学ガバナンスの強化

大学のガバナンスに関連する検討すべき課題(意思決定・業務執行体制等)を審議し、結

論を得た事項から順次、実行に移し、大学ガバナンスの強化に努める。

また、特に 2017 年度は、総長選挙制度、理事会等の意思決定機関の最適化、職務権限規

則の策定、事業評価制度の確立等について検討する。

○附属・系属校・芸術学校のガバナンス強化

附属・系属校のガバナンスについては、理事、評議員、校長、副校長の役割を明確化す

る。各校において、優秀な生徒の育成と同時に、学業成績の芳しくない生徒へのフォロ

ー体制を構築し、学力の底上げを図り、中高連携、高大連携を深化させ、推薦制度の更

なる見直しを行う。特に高校 3年次の教育の在り方を検討する。

附属校においては、学校単体としての収支を意識した運営を行う体制を整える。また、

大学と各法人との合意書・覚書・協定書などの内容を再確認することを通して、教学面

だけでなく経営面のガバナンスも強化していく。あわせて芸術学校のガバナンス強化に

ついても検討していく。

○大学運営システムの構築

財務、研究支援、人事等の法人系システムについて、各システムの連携強化や業務プロ

セス、制度、組織体制の改革によりコスト削減を図ると同時に、大学の研究教育力強化

につながる新たな価値の創出を目指して統合型基幹業務システムの導入を進める。

研究支援システム、財務システムについては、2016 年度に引き続き構築を進める。構

築にあたっては、教職員向け研修・利用促進のためのサポートを実施することでスムー

ズに導入するとともに、並行して新人事システムとの連携による人件費の事業別管理、

新出張管理システムとの連携による研究費執行管理ついての構築を進める。

会議資料のペーパーレス化、教員のコマ数管理の改善を目的とした新人事システム、奨

学金の利用促進をサポートする奨学金システム、課外活動履歴を管理するシステムと学

修ポートフォリオとの連携等、各種システムの運用を開始する。

入学手続きについて、大学院も含めた全受験区分において Web システムの運用を開始

し、受験生の利便性向上と業務効率化を実現する。

○IR機能の強化

全学のデータを集約した統合データウェアハウス（DWH）のデータならびに分析ツール

（SAS® Visual Analytics）を活用した IR を推進する。具体的には学生の入学前、在学

中、卒業後のあらゆるデータを管理し、教学政策の策定をエビデンスベースで行う EMIR

（Enroll Management Institutional Research）の全体像を整理し、データ収集方法や

分析項目などを具体化したうえで全学的な IR 推進体制を整備することを目指す。
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LGBT に関する啓発ポスター

○ダイバーシティの推進

教育・研究・就労の場におけるダイバーシティ推進を全学的なものとするため、ダイバ

ーシティ推進委員会の構成を見直し、ダイバーシティ推進の理念と目的を明確化するた

めの議論の場となるシンポジウムや、男女共同参画、障がい、セクシュアル・マイノリ

ティについて構成員の意識向上を図るため、各種講演会・セミナー等を実施する。さら

に障がいを持つ学生・教職員への理解およびセクシュアル・マイノリティに関し、学内

アンケートを実施し、ダイバーシティ推進のための優先課題を明確化する。女子学生・

女性教職員については、実態把握のためのデータ整備と公

表・各種研修・メンター制度等を継続して行い、構成比率

の向上を目指す。

また、スチューデント・ダイバーシティセンターを 2017

年 4 月に設置し、その窓口である「ジェンダーオフィス」

「障がい学生支援オフィス」「異文化交流オフィス」におい

てそれぞれ、セクシュアル・マイノリティ学生が抱える学

生生活上の不安の解消とキャンパス全体への啓発活動、障

がい学生への修学支援、文化的背景や国境を越えた相互理

解を促進するイベントの実施等を行うなどし、多様なマイ

ノリティ学生が安心して学業に専念できる学生生活環境の

確保し、本学に集う全構成員が多様な価値観や生き方を受

容するキャンパスづくりを推進する。

○職員⼈事諸制度改⾰と職員業務構造改⾰

職員業務の集中化、事務組織の再編成、次期法人システムの導入による業務プロセスの

改善などを通して既存業務を効率化することによって、限られた人的資源を最大限に活

用するとともに専任職員の業務・役割を高度化し、大学に求められる機能強化を図るた

めの業務構造改革を引き続き進める。

また、専任職員各人が自律的かつ意欲的に段階的なキャリア形成を実現できる制度の導

入、役割や成果に対する適正な評価と処遇の実施、ワーク・ライフ・バランスを推進す

るための多様な働き方の実現、職員の専門性・マネジメント力・リーダーシップ・経営

マインド等を開発するための新たな研修の導入など人事諸制度の改革を順次実行する。

さらに、今後職員に求められる能力・専門性等要件に基づき、次代を担える職員（グロ

ーバル人材、高度専門人材等）を採用するため、各種採用広報媒体や国内外での就職説

明会を効果的に活用し職員業務の魅力を幅広く社会に伝え、前年度を上回る応募者を獲

得する。採用選考においては、多様な試験を実施し、多面的な評価に基づく客観的で的

確な判定のもと、有為な人材を確保する。

○サイバーセキュアキャンパスの整備

情報セキュリティ上の脅威や災害等から情報資産を守り、利用者が安心して安全に利用

できる情報環境の提供と日常的な各種情報システムの利用促進により、ICT 活用をベース

とした全学のグローバル化を促進する。2017 年度は特にセキュリティーポリシーとして
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教育研究活動における情報やデータの取り扱いに関するガイドラインを完成させ、これ

に関する研修を実施する。セキュリティ教育として、近年、手口が高度化・多様化して

いるサイバー攻撃に対応した各種教育コンテンツの見直しを行い、標的型攻撃に対する

メール訓練を引き続き実施する。このことを通して、情報セキュリティに対する日常的

な注意の習慣づけや危機意識の向上を図る。更に技術的対策として、学内の各種情報機

器の脆弱性のチェックやセキュリティソリューションの全面導入を進める。また、災害

等による情報資産の消失等の損害を最小限にとどめ、中核となる情報システムの継続、

または早期復旧を可能とすることにより、大学の事業継続性の確保に寄与するため、学

内、データセンター、パブリッククラウドの利用方針をもとに、2017 年度も引き続き次

期共通 IT基盤の確立を目指す。

日常的な各種情報システムの利用を促進するため、オープンスペースでの無線 LAN アク

セス環境の拡充やオンデマンドコンテンツ視聴など大容量のデータ通信に対応できる高

速化を図る。また、スマートフォンやタブレット等の多様な情報機器にも対応した新た

なメールサービスについて、2016 年度は学生・校友向けに提供を開始したが、2017 年度

も引き続き教職員向けにも提供し、情報セキュリティの強化と情報利用環境の利便性向

上の両面から整備する。

○早稲田ブランドのさらなる強化

戦略的な情報発信により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

ス向上を目指す。全学的な広報体制をさらに推進し、早稲田の「今」を的確に伝えるこ

とで、本学の実力を正しく反映した評価を獲得する。

海外に向けてターゲットとなる国や地域を絞り込み、インターネットや SNS を活用して、

本学の認知度を向上させ、グローバルな場での確固たるポジションを確立する。

また、デジタル世代に呼応してウェブや SNS、動画等を利用した広報を実施するとともに、

従来型の媒体による広報もあわせて実施することで、国内外における早稲田ブランドを

徹底的に強化、確立する。

(２)財務体質の強化・収支構造改革の取組み

○予算編成の在り方

「教育研究環境の維持発展」と「健全な財政運営」および「将来世代への蓄積確保」の

三点をキーワードに考え方を整理し、新たな財務指標の設定を検討する。予算編成につ

いては、現行の積み上げ結果の集計から、目標の財務指標および事業計画の PDCA サイク

ルを前提に、重点項目や各事業の予算上限または分野別の投資・費用総額を設定する方

法への移行を検討する。

さらには、経営資源の効率的な配分、集中化の施策を充実し、大学としての経営力強化

に繋げていく。具体的には、全体最適視点の醸成を目指すため、縦（箇所）のライン統

制に加えて、横(法人）からの機能統制を加えることで、縦横の統制バランスの実現を図

る。
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○あるべき学費体系の検討

抜本的な見直しを行った 2017 年度入学者の学費体系をもとに、2019 年度以降入学者の学

費を決定する。また、経済的負担を理由に本学への進学をあきらめざるを得ない進学希

望者に対して、奨学金や学費減免などの幅広い支援策を、これまでの施策と合わせ引き

続き推進する。

○継続的な学外からのサポート体制の構築、収益拡大に向けた取組みの推進

恒常的募金制度である「WASEDA サポーターズ倶楽部」をはじめ「教育振興資金」等につ

いて広く周知し、費用対効果を念頭に目標金額達成に向けた取組みを強力に推進する。

また、様々な入学希望者のニーズにこたえるべく、入学前予約型経済支援である「紺碧

の空奨学金」・「めざせ！都の西北奨学金」等への寄付を募ることや、体育各部による強

化募金などを支援する。クラウドファンディングなども含めた外部資金獲得活動をより

一層強化する。

さらに、社会人教育事業の充実等により収益基盤の多様化を図るとともに、資金運用に

おいて資産保全の確実性を担保しながら、現在以上に多様なリスクへの分散投資を行い、

収益力の一層の強化を図る。

○校友会費の恒常的確保のための校友会認知度拡⼤

2017 年度に前納 10 年会費の有効期限が切れる校友宛に one to one 早稲田学報特別号（表

紙に氏名が記載され、属性毎に内容をカスタマイズ）、ダイレクトメール等を発信し、校

友会への継続入会を促す。

校友会主催の各種イベントを学生に案内する等、校友と学生の接点を増やすことで、校

友(校友会)の存在を学生にアピールし、在学時から母校愛の醸成を図る。

早稲田カード未加入者に対して、その主旨と校友会費納入の意義、提携サービスなどカ

ードを持つことのメリットを配信し加入を促す。またキャンペーンやノベルティ等の施

策を積極的に展開することでカードの認知度の向上を目指す。学生に対しては卒業後も

校友としてカードを持ち続けてもらうよう、早稲田カード Students の加入促進および早

稲田カード alumni への誘導を進める。

(３)教育・研究環境の整備

○多様なラーニングスペースの整備

グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築、対話型、問題発見・解決型教育へ

の重点移行等の教育プログラム改革が進行する中、新たな教育スタイルに対応した教室

はもちろん、通常の個人学習だけではなく ICT 環境が整備されたグループディスカッシ

ョンをしながら学習するスペース、学習成果を発表する場など、学生の主体的な学習を

支援し、様々な学習形態に対応する多様なラーニングスペースの整備・充実が求められ

ている。また、学習環境の整備と連動して、学生たちが集まり交流する場としての学生

ラウンジや喫食環境など学生アメニティ施設の整備も重要な課題となっている。

このような状況をふまえ、学びの場の整備・充実および学生アメニティ施設の拡充を重
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点的な施策と位置付け、各キャンパスにおいて順次、多様なラーニングスペースを整備

してきている。

2017 年度は、早稲田キャンパス 7 号館 3 階に対話型、問題発見・課題解決型授業を行う

ための教室を整備するほか、既に活発に学生が利用している 7 号館の W-Space(ラーニン

グコモンズ)に隣接する 6号館 1階に、学生に対して各種就活情報の閲覧や学生相談や定

員 80 人程度の様々なイベント等のキャリアサポートを行う C-Space（キャリアセンター

分室）を整備することにより、学生のさらなる利便性向上を図る。また、各キャンパス

において従来型のラウンジとなっている空間をグループ学習にも活用できるような環境

へと整備する。

○研究⼒強化に向けた環境整備

Waseda Vision 150 の核心戦略 7「独創的研究の推進と国際発信力の強化」の下、教員個々

の高度で独創的な研究の支援、組織的な戦略に基づいた研究の推進および国内外の研究

機関との連携の強化による研究組織と支援体制の整備とともに、このための研究環境の

整備・拡充が必要不可欠である。

このことから、2017 年度より研究開発センターを最先端の研究を実践するイノベーティ

ブな拠点とするための整備計画を推進する。2020 年 4 月の完成をめざし、第Ⅰ期整備と

して 120-2,3,4 号館の建替え整備に着手する。

また、西早稲田キャンパスでは、理工学術院における国際的な研究力強化、新たな研究

分野の創出およびイノベーション推進を目的として設置される 7 つの「重点研究領域」

の研究拠点整備を行う。

○早稲田を広く発信する場の整備

本学の歴史（過去・現在・未来）に係る資料や情報等を展示し、本学の持つ個性や存在

意義を広く発信する施設として、2018 年 3 月末の開館をめざし、早稲田大学歴史館（仮

称）を早稲田キャンパス 1 号館 1 階に整備する。

また、大学広報機能を担うインフォメーションスクエアを 27 号館（小野梓記念館）1 階

から当館に移転することで、「早稲田ブランド戦略の拠点」とするとともに、新たなコミ

ュニティ形成の創出にも繋げる。

○「早稲田アリーナ」建設計画の推進

未来の教育環境・地域環境・地球環境の向上に貢献する地域環境共生型多目的アリーナ

として、2019年 3月からの利用開始をめざし 2016年 2月より着手した「早稲田アリーナ」

建設工事を進める。

「早稲田アリーナ」では、地球環境に配慮した次世代型環境建築を目指すほか、延べ床

面積をかつての記念会堂より大きくすることにより、スポーツ施設の充実、学生アメニ

ティ施設の拡充および式典時収容人数の拡大（6,300 人規模）を図り、メインアリーナに

加え、拳法道場、一般学生が利用できるスポーツ施設、ラーニングコモンズ、スポーツ

ミュージアム、競技スポーツセンター関連施設等を整備する。さらに、建物屋上の大部

分を緑化した広場空間となる「戸山の丘」は、戸山キャンパスを利用する学生のアメニ
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ティ向上だけでなく非常時の防災広場としての機能により、周辺地域への貢献も図って

いく。

○キャンパス整備方針

Waseda Vision150 の実現およびスーパーグローバル大学創生支援（SGU）事業の推進を踏

まえた、各キャンパスの中長期的な方針を策定するとともに、新たなコミュニティ形成

のための基盤施設整備に向けて、キャンパス内はもとより周辺地域とも連携した取組み

を検討する。また、施設利用委員会において、本学の事業計画を見据えた、最適な施設

利用を推進する。

さらに、近年重点的に取組んできている安全安心なキャンパス整備の一環として、ダイ

バーシティ推進に向けた様々な環境整備や施設のバリアフリー、ユニバーサルデザイン

化等の取組みをさらに強化するとともに、大規模空間天井やエレベーターの耐震化改修

等を継続して進める。

○主なキャンパス等整備事業

早稲田キャンパス教育研究環境整備

7 号館 3 階共通教室整備に伴う改修工事（2018 年 1 月末竣工）

歴史館（仮称）整備に伴う改修工事（2018 年 3月末竣工）

戸山キャンパス教育研究環境整備

「早稲田アリーナ」新築工事（2019 年 3 月末竣工）

西早稲田キャンパス教育研究環境整備

重点研究領域の拠点整備に伴う改修工事（2017 年 6 月末竣工）

研究開発センター整備

研究開発センターⅠ期整備工事（2020 年 3月末竣工）

本庄高等学院整備

Ⅲ期整備（体育館）新築工事（2018 年 11 月末竣工）

生徒寮新築工事（2018 年 3 月末竣工）

○安全安心な環境整備

大規模空間天井の耐震改修工事（Ⅳ期）（2018 年 3 月末竣工）

法改正に伴う既存不適格エレベーター改修工事（Ⅴ期）（2018 年 3 月末竣工）

「早稲田アリーナ」完成イメージ図
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◆附属校・芸術学校

１．早稲田大学高等学院

(１)概要

高等学院は 2017 年に、新制高校、高等学院として発足して 68 年目を迎える。2010 年度

に開設した中学部の第 1期生が 2016 年 4 月に学部進学を果たし、中・高・大連携の果実

を得るとともに、検証する段階に至っている。すなわち、各段階における接続のあり方

が検証・検討され、生徒一人一人が知的探究心と知的探究力を育み、主体的なライフ・

デザインと選択ができる教育の充実が図られなければならない。高等学院内部の中・高

接続とともに、高・大接続の充実と新たなあり方を追究し、実現することが喫緊の課題

である。また、社会・社会人と連携する教育活動の組織化・恒常化を推進し、社会から

問題を発見して追究・議論し、その解決に知的・実践的に挑戦・貢献する教育活動を推

進する。2017 年度から実施する「1 年間の留学期間を含む 3 年卒業制度」の円滑な実施

と活用による高等学院在学中における留学を促進するとともに、大学進学後若年で留学

やダブル・ディグリー取得に挑戦できる教育・指導体制を模索し追求する。4年目を迎え

る SGH 活動における「多文化共生」「移民・難民問題」の研究とフィールドワークの成果

の学校全体への還元、長年のスーパーサイエンスハイスクール（SSH）校としての実績と

併せて、日本の教育全体に求められる役割を念頭に、知的探究心と知的探究力を併せ持

ち、地球規模の問題に果敢に挑戦できる「地球市民」としての基本的資質を育成してい

く。

(２)主な事業

○知的探究心に基づき、ライフ・デザインを視野に収めた高・大接続と学部進学

「地球市民」としての豊かな教養を涵養するとともに、高・大接続の真価を発揮しうる

方策を講ずる。

大学附属高校として、各学術院の学問・研究内容に知的関心をもって進学できるよう、

高・大接続の一層の充実を図る。上級学年における学部設置科目の先取りや研究内容の

紹介に加え、高校入学当初から研究・学問の内容に関心を持てるよう、3 年間にわたる取

組みに拡充する。さらに、進学学部選択という領域に留まらず、キャリア・プランニン

グからライフ・デザインまでを視野に収め、生徒各人の日々の学習と諸活動、体験から

得た気づきを意識化し、自らの適性や実績に基づいて、将来像を描けるように教育内容

を考案し試みる。

附属高校にふさわしい知的探究心を昂進する高大接続のあり方を具体化するとともに、キャリア・プ

ラン、ひいてはライフ・デザインと一貫性をもって主体的な人生設計の中で学部選択ができる施策を

進める。社会と学校を結ぶ講座やワークショップの組織化、恒常化を図り、社会と学校の連携を促

進する。1年間の留学期間を含む3年卒業制度の円滑な実施と⼤学若年での留学を視野に入れ

た指導体制の構築を追求する。
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SGH オーストラリア研修 SBS キャスターに取材

○社会から問題を⾒出す社会・社会⼈との連携教育

グローバル社会、日本社会、地域社会など、社会の各レベルから問題を見出し、探究・

研究活動に繋げていくために、社会及び社会人との連携教育活動を強める。4年目を迎え

るスーパーグローバルハイスクール (SGH)の活動テーマ「多文化共生社会におけるグロ

ーバルリーダーの養成」に沿って実施されている国内フィールドワークを主としたゼミ

活動、2016 年度に実施した「移民・難民問題」の調査活動としての「ベルリン研修」「オ

ーストラリア研修」など、社会の諸問題を社会そのものから学び取る学習活動を継続・

強化する。さらに、社会の各界で活躍する OB・社会人を中心に外部機関とも連携して、

課題に応じた講座やワークショップを開催する。それらを通じて、OB・社会人・外部機

関との連携を組織化し恒常化したい。

○国際交流と留学の充実

2016 年度までに締結された協定校（シドニー、ベルリン、サンクトペテルブルク、北京）

と COLIBRI・PASCH など外部機関を通した国際交流を充実させるとともに、2017 年度より

実働する「1 年間の留学期間を含む 3 年卒業制度」を円滑に実施する。SGH 活動の一環と

して、2017 年度はオーストラリア研修を実施し、2018 年度はイギリス研修を検討する。

また、中学部における国際交流の機会の

拡充に取組む。

附属校の立場を活かして大学進学前か

ら留学を志し、大学若年での留学のため

の準備を進められるようにするととも

に、ダブル・ディグリー取得など高い志

を持つ生徒の挑戦をサポートする指導

体制の構築を考案し検討する。

○日常教育活動全般の充実と改善

既述のライフ・デザインの取組みや高・大接続の取組みなどを背景としつつ、中学部・

高校の双方における教科活動、教科外活動の両面で生徒が自主的に学ぼうとする意欲を

高める指導を工夫する。SSH、SGH、情報教育、総合的な学習の時間などの取組みと成果

を共有し、学校行事とも連携させつつ、理系・文系の独自性を発揮するとともにその枠

を超えた教科融合的な取組みを模索する。ダイバーシティおよび発達障がいに関する最

新の知見を取り入れ、対応できる態勢をとる。個々の教職員が自主的に新しい授業形態

を創造し、研究・研修に取組めるよう環境整備をしていく。

生徒の国際交流、部活動、プロジェクト活動などを支援し、困難なこと、新たなものに

「挑戦する心」を生徒自らが育んでいける機会を増やし、内容を充実させていく。

○大地震への備えと生徒・教職員の安全確保

東日本大震災時には 200 人近い生徒・教職員が宿泊を余儀なくされたが、今後、予想さ

れる直下型地震などに備えるため、備蓄品の準備、連絡方法など、緊急事態への対応を

着実に改善していく。また、通常の学校生活下における傷病・事故に対する備えと対応

を点検し、万全を期したい。
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２．早稲田大学本庄高等学院

(１)概要

1982 年に早稲田大学 100 周年を記念して男子校として創立された本庄高等学院は、2007

年に大学創立 125 周年を期に男女共学へと踏みきり、2012 年の新校舎移転と相俟って、

埼玉県のみならず全国でも屈指のレベルを誇る共学校としての地位を築きつつある。現

在、Waseda Vision150 で提示した将来構想をさらに発展させ、創立 40 周年(2022 年)を

目途に、新たな第 2ステージの完成を目指す。

継承と発展をキーワードにこれまでの教育成果を踏まえつつ更なる革新を遂げ、附属高

校としての責務を果たすだけでなく、アジアの交流校のハブおよび地域のグローバル化

の拠点を目指し、以下の事業を行う。

(２)主な事業

○早稲田大学の SGU を牽引できる人材、グローバルリーダーとして世界に貢献する人材の育成

早稲田スピリットを継承し、学問の探求及び大学生としての種々の活動において大学の

中心となる人材、またグローバルリーダーとして世界の平和や人類の幸福の実現に貢献

できる人材を育成するため、以下の事業を行う。

 2015 年に文部科学省より指定を受けたスーパーグローバルハイスクール(SGH)プログ

ラムの 3 年目の活動を充実させる。テーマとして掲げる「国際共生のためのパートナー

シップ構築力育成プログラム」に

おける生徒参加型「マイクロプロ

ジェクト」群の活動を通して、国

内外の高校、大学や企業、地域社

会と交流・連携を深め、社会課題

に協働で取組む。

修学旅行をベースにした中国・韓

国・台湾の協定締結校との交流、

タイやシンガポール、インドネシ

アなど各国の高校との文化・学術

交流を深化発展させる。こうした

アジアのトップ校との双方向的且

つ実践的交流を通して多様な価値

観を醸成する。

12月19⽇〜22日の4日間、高校生国際シンポジウムPre-WaISEC
（Waseda International Symposium on Education and
Culture）を主催、国内から3校、韓国・台湾・中国から4校を招待し、
SGH プロジェクトの成果報告や研究発表、コンペティションなどを実施し
た。なお、本大会のWaISEC は、SGH事業の集大成として 2018年度
に開催予定。

多⾯的評価によって学部推薦を決定するＧ選抜制度の 2018 年度開始に向けた整備を⾏い、⾼

大一貫教育の充実に繋げる。新しい留学制度を整備・充実させグローバル化を推進する教科横断

型プロジェクトを「大久保山学」としてカリキュラムに位置づけ、2017 年度より開始する。生徒寮新設

を核とする全国・世界型募集形態の拡充と男⼥共同参画に向けた取組みを強化する。
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交流プロジェクトの企画運営においては10年以上にわたるスーパーサイエンスハイス

クール(SSH)指定校として得られた成果と知見も活用する。

○高大一貫教育の充実

大学から求められる基礎学力の充実、知的好奇心の伸長を図るとともに探究心を養い、

大学のグローバル化を牽引できる逞しい人材を育てる。

新カリキュラムにより学部のみならず将来様々な分野で要請される確かな基礎学力を

涵養する。

文理いずれの専門分野に進んでも対応できるだけの豊かな学力を身に付ける。

本学院の学習の基本姿勢である「自ら学び自ら問う」という教育の方針を具体化した

「卒業論文」の指導を「課題探求」としてカリキュラム上に設定し通常の授業時間の中

に組み込み、グローバルエデュケーションセンター(GEC)とも連携しながら学校全体の

取組みとして更に充実させる。また、特に自然科学部門の論文制作において学部からの

協力を組み入れる。具体的には課題発見のためのアドバイス、研究手法の伝達、実験の

補助、自然科学論文の作成上の注意や完成に向けた相談などのサポートを各学部の先生

方や大学院生から受ける。

 2017 年度より施行の新しい留学制度を整備・充実させグローバル化を推進する。特に

高校版の留学のための「海外協定校」の開発を留学センターと相談しながら進める。

学業成績だけでなく、思考力や判断力、意欲、主体性など多面的評価によって学部推

薦を決定するＧ選抜制度を 2018 年度（2019 年学部 1 年生）から開始するので、学部入

学後の活躍も何らかの形で追跡調査できる体制を構築する。

各学部の「英語学位プログラム」に積極的にチャレンジできる生徒の育成を図る。本

学院は開校以来、海外帰国生（2017 年より 45 名）を受け入れているので、国内生とし

て大学の英語学位プログラムにも果敢に挑戦できる生徒を育成する。

○教科横断型授業、地域の環境を活かした教育の展開

教科横断型授業、地域の環境(大久保山に位置するキャンパス)を活かした教育を展開す

る。

里山である大久保山の緑豊かな自然環境の中で、生徒たちに自然と共に生き、自然の

知恵に学ぶという本学院独自の多様な教育プログラムを経験させる。

本学院独自の教科横断型プロジェクトを「大久保山学」としてカリキュラムに位置づ

け、2017 年度より開始する。これにより学際的な知見を習得させ、実際的に知識や学

問が活用されることを体験させる。

日本のみならず、海外の各地域固有の課題解決のための複合的視点を養い、グローバ

ル人材に求められる資質を生徒に身に付けさせる。

〇⽣徒寮新設を核とする全国・世界型募集形態の拡充と男⼥共同参画に向けた取組みの強化

 Waseda Vision 150 の本庄高等学院の将来展望にもあるように本学院は将来的に「全

国・世界型」を更に進める方針である。寄宿制度が可能な「寮」を有する直系の附属と

しての存立基盤を強化する。

全国・世界から集う優秀な女子生徒の入寮を図り、早苗寮と並んで本学院における寮

教育の充実を目指す。
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入試におけるジェンダーバランスを見直し、将来的に男女共同参画社会の担い手にな

れるような教育を推し進める。

〇第 22 回全国私⽴⼤学附属・併設中学校・⾼等学校教育研究集会（附属校サミット）の開

催

本学院は 2017 年 10 月に開催される全国私立大学附属・併設中学校・高等学校教育研究

集会の開催校となるので、本事業の企画・立案・運営において早稲田大学の各機関から

も協力が得られるような体制を構築する。
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３．早稲田大学芸術学校

(１)概要

芸術学校は、1911 年の早稲田工手学校創立以来、106 年の歴史を有する夜間の教育機関

である。2011 年には建築教育に特化した専門学校として再編され、広く社会に開かれ、

社会人・学生を問わず多様で優れた人材を受け入れながら、芸術・工学分野を横断した

独創的で実践的な建築教育を行ってきた。

現在、芸術学校では、Waseda Vision 150 芸術学校将来構想に掲げた「総合芸術としての

建築」を標榜する高度建築家養成機関として、世代や国籍を超えた優秀な高度建築家を

多数輩出し、新しい”建築の早稲田”のブランドを高め社会に貢献することを目指して

いる。

今後、芸術学校が高度建築家養成機関としてその存在価値を高めるためには、芸術学校

における教育を大学院レベルに繋げるための芸術学校・大学院一貫教育体制の充実が必

須であり、また、従来の工学分野に属する建築領域では対象とならなかった文系の学生

や社会人を中心とした幅広い層から優秀な人材を発掘、養成することが急務である。

2017 年度は、「総合芸術としての建築」を標榜する高度建築家養成機関の実現に向け、

専門学校（スペシャルスクール）である芸術学校と大学院修士課程（マスターコース）

における教育を一体的なものと捉え、そのカリキュラムをより一層建築デザイン・芸術

表現領域に拡充することを柱とした新教育システム「スペシャル・マスターコース」の

具体化に向けた取組みを強力に推進する。

(２)主な事業

○大学院進学支援プログラムの策定

近年の芸術学校生の大学院進学志向の高まりに対応するとともに、芸術学校における教

育から大学院レベルへの円滑な接続を目的として、芸術学校から大学院（他大学含む）

への進学希望者を対象とした進学支援プログラムを 2018 年度に開設する。2017 年度は本

プログラムの詳細について確定する。

○新カリキュラムの策定

「総合芸術としての建築」の理念を具現化するため、2018 年度より建築デザイン・芸術

表現中心の新カリキュラムに移行する。2017 年度はそのカリキュラム内容を確定する。

新カリキュラムにおいては、建築を中心にしたインテリア、ID、ランドスケープ、グラ

「総合芸術としての建築」を標榜する⾼度建築家養成機関の実現に向け、専門学校（スペシャル

スクール）である芸術学校と大学院修士課程（マスターコース）における教育を一体的なものと捉

え、そのカリキュラムをより一層建築デザイン・芸術表現領域に拡充することを柱とした新教育システム

「スペシャル・マスターコース」の具体化に向けた取組みを強⼒に推進する。
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フィック、写真等視覚空間に関する領域にまで取り扱う範囲を拡充し、従来の工学分野

に属する建築教育とは一線を画する独自性の高いカリキュラムへの脱皮を図る。

○広報戦略強化の推進

より多くの優れた入学者の確保を目的として、１）ウェブ媒体の広報強化およびその他

有効な広報媒体に関するリサーチ、２）過去に芸術学校入学者が多い本学各学部を対象

とした出張型学校説明会の実施、３）建築・デザイン組織団体をターゲットとした重点

的アプローチの実行、を通して、芸術学校の知名度とプレゼンスの向上を目指す。また、

広報戦略強化のため、さらなる外部資金の獲得を図る。

○新カリキュラムを実現するための指導体制改革

2018 年度の新カリキュラム移行および大学院進学支援プログラム開設に向け、専任教員

および任期付教員を中心とした指導体制や役割分担の見直しを図る。

「建築芸術論研究」指導⾵景
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