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WASEDA

早稲田大学教旨

早稲田大学は学問の独立を全うし 学問の活用を効し
模範国民を造就するを以て建学の本旨と為す

早稲田大学は学問の独立を本旨と為すを以て
之が自由討究を主とし

常に独創の研鑽に力め以て
世界の学問に裨補せん事を期す

早稲田大学は学問の活用を本旨と為すを以て
学理を学理として研究すると共に

之を実際に応用するの道を講じ以て
時世の進運に資せん事を期す

早稲田大学は模範国民の造就を本旨と為すを以て
個性を尊重し 身家を発達し 国家社会を利済し

併せて広く世界に活動す可き人格を養成せん事を期す



「学問の独立」は、「在野精神」「反骨の精神」と結び合います。本学は、自主

独立の精神を持つ近代的国民の養成を理想として、権力や時勢に左右され

ない、科学的な教育・研究を行ってきました。

学問の独立 � �

近代国家をめざす日本にとって、学問は現実に活かしうるものであること、

日本の近代化に貢献するものであることが求められました。つまり「学問�

の活用」です。安易な実用主義ではなく「進取の精神」として、本学の大きな�

柱の一つになりました。

学問の活用 �

庶民の教育を主眼として創設された本学。その三つめの建学の理念が「模範

国民の造就」です。グローバリゼーションが進展する現代、豊かな人間性�

を持った「世界市民の育成」と言い換えることができるでしょう。建学の�

理念とそこから生まれ受け継がれてきた早稲田スピリットは、私たちの財産。

早稲田人がひとしく身につける校風です。

模範国民の造就 �
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早稲田大学は創立150周年を迎える2032年の本学の

あるべき姿をイメージし、中長期計画「Waseda Vision 

150」を2012年11月に発表し、順次実行に移しています。

「Waseda Vision 150」においては、理想とする姿を可

能な限り数値化、具体化し学内外に示しています。 

そのStage 1の完了年度である2017年度を迎え、今年

度は大学改革をより加速し、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、2014年度採択されたスーパーグローバル

大学創成支援（トップ型）「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、「Waseda Vision 150」による改革を基盤に、

それをさらに加速させるものと位置づけ、教育・研究

の質の飛躍的向上を推進してまいりました。

2016年 度 は 特 に「 入 試 制 度 の 抜 本 的 な 改 革 」

「Waseda Ocean 構想の推進」「研究規模の拡大と国際

展開」等を重点的に推進してまいりました。

このような取り組みの成果として、2016年11月には、

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、企業と連

携した取り組みや卒業生の活躍を評価する「Graduate 

Employability Rankings 2017」において、本学が2年連

続国内第1位、世界でも26位という高い評価を受けま

した。また、同じく英国QS社による、研究分野別の世

界大学ランキング「QS World University Rankings 

by Subject 2017」では、前年の3倍となる9分野が世界

100位以内に入りました。

しかし今後も大学を取り巻く社会・経営環境がます

ます厳しくなると予想されます。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いくことや安定的な財政基盤を

確立・維持していく必要があると考えています。本学

は今後も“Waseda Vision 150”のもと、教職員ひとりひ

とりが引き続き強い志をもって、そして一丸となって

大学改革を進めてまいります。

はじめに

総長
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早稲田大学�事業実施方針
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。

Visionの実現に向けた取り組み

早稲田のVision
世界の平和と人類の幸福の
実現に貢献する研究
未来をイノベートする独創的研究の推進

アジアの大学のモデルとなる
進化する大学
進化する大学の仕組みの創設

世界に貢献する高い志を持った学生
人間力・洞察力を備えたグローバルリー
ダーの育成

グローバルリーダーとして社会を
支える卒業生
校友・地域との生涯にわたる連携の強化

2016年度事業報告ダイジェスト

早稲田大学　教旨

改革を実現するための検討・実行チーム

PROJECT
改革の中心として各分野の発展を担う

学術院（学部・研究科）・学院・芸術学校
改革を支え、更なる推進を促す仕組み

教育・研究　推進基盤

国際日本学

健康スポーツ科学

ナノ・エネルギー

実証政治経済学

ICT・ロボット工学

数物系科学

Waseda�Vision�150核心戦略

効果を全学的に波及
国際的に評価の高い6拠点に先行集中投資

Waseda�Ocean�構想

学問の独立
― 世界へ貢献する礎 ―1 学問の活用

― 世界へ貢献する道 ―2 模範国民の造就
― 世界へ貢献する人 ―3
POLICY

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

学生関係
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
教員関係
リサーチポリシー／教員採用ポリシー／
FDポリシー
大学運営関係
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

教育・研究

1
教育・研究

2

大学経営

4
教育・研究

3

改革の加速化

進化する大学の仕組みの創設12
早稲田を核とする新たなコミュニティの形成13

財務体質の強化11

新たな教育・研究分野への挑戦9
教職員の役割と評価の明確化10

世界のWASEDAとしての国際展開8

大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進5
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6
独創的研究の推進と国際発信力の強化7

対話型、問題発見・解決型教育への移行4

グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築2
教育と学修内容の公開3

入試制度の抜本的改革1
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2016年度事業報告ダイジェスト

1

2016年度事業報告
2016年度は、早稲田大学が一丸となって様々な改革を進めているWasedaVision150におけるStage1の完了年度である
2017年度を見据え、13の核心戦略と様々なプロジェクトを着実に実行に移した。あわせてWasedaOcean構想や、学部・研
究科・高等学院・芸術学校の精力的な取り組みと、全学的な推進基盤の強化をとおして、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た。

2013 2017

Stage 1
2018 2022

Stage 2
2023 2027

Stage 3
2028 2032

Stage 4

教育改革事業
・新しい入試制度として、公募制学校推薦入試（FACT選抜）および
英語4技能テスト利用型入試を実施した。あわせて抜本的な入試改
革を進め、高大連携を推進した。また、本学の教育・研究活動の周
知に努めることにより、一般入試・センター利用入試では前年度を
大きく上回る志願者（114,983名・対前年比106％）を集めること
ができた。

・「Waseda�Ocean�構想」�の一環として、ジョイントアポイントメント
および訪問教員制度の推進、英語学位プログラムの拡充、ジョイント
スーパービジョンやコチュテルの実施、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の実施、先行６モデル拠点の成果の全学波
及、および英語での国際的な情報発信について積極的に実行し、
「WasedaVision150」の改革をさらに加速させた。

先行6モデル拠点を推進

国際日本学実証政治経済学

数物系科学

ナノ・
エネルギー

ICT・
ロボット工学

健康スポーツ
科学

実績あるモデル拠点から”Waseda Ocean 構想”を実現。
国際的評価向上に全学を牽引。

効果の全学展開

世界水準の
研究者が
循環する拠点

⃝先行6モデル拠点の概要図

4進化する大学の仕組みの創設
・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、大学すべての業務を支える仕組みの検討を
行った。

・大学の事業計画策定と予算編成の連動による一連のPDCAサイク
ルを確立するため、「事業・財務計画会議」を設置し事業計画と予
算の連動を図った。

・「女性活躍推進法」に基づき、男女共同参画・ダイバーシティ推進
の取り組みを拡大した。

・常時資金獲得体制の構築を目指した「WASEDAサポーターズ倶
楽部」やその他の募金活動により、目
標額37億円を超える寄付金額を達成
した。

・教育・研究環境の整備として、多様な
ラーニングスペース整備、安全安心な
キャンパス整備、早稲田アリーナ建設
計画の推進に取り組んでいく。

早稲田アリーナの新設など、整備の
進んだキャンパス（完成イメージ）

2016

2研究強化事業
・社会変革に貢献する研究拠点の強化、
国際連携プロジェクト等をとおして、研
究規模の拡大および国際展開をすすめ
た。あわせて研究力向上による世界的プ
レゼンス上昇および外部研究資金の受入を増額させた。

ブリュッセルオフィス開所式

2032年までのロードマップと現在地

・クォーター科目を拡充し、2017年度からは全学で授業カレンダー
をクォーター制に統一することを決定した。

・各種留学プログラムを全学部に水平展開し、学生全員留学の実現
へ向け、「学部のカリキュラムと密接に連携した国際教育プログラム
（SSA）」の開発を推進した。
・入学前予約採用給付型奨学金を拡充し、既存の奨学金制度の改革
を実施した。また、児童養護施設入所者および出身者が、経済的理
由により早稲田大学への進学を断念することのないようフルサポー
トする、「紺碧の空奨学金」を新設した。

3社会貢献および文化・スポーツ推進事業
・国内外のあらゆるステークホルダーとの関係を強化することを目的
として、総長室内に「社会連携課」を設置した。

・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、オリンピッ
ク・パラリンピック事業推進室を設置し、2020年東京大会に向け
た準備をスタートした。

・早稲田大学百五十年史の編纂を開始し、収集資料・調査成果を継
続的に大学Webサイトで逐次
公開した。

・早稲田文化の国際発信とし
て、WasedaOcean構想先
行モデル拠点「国際日本学」
との連携事業を実施し、国際
文化交流を図った。

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

・本学は、世界に伍する研究者集団を形成し、国際的な頭脳循環の
一翼を担える国際研究大学を目指す「WasedaVision150」の
推進会議と2013年度に設置した総長を本部長とする研究力強化
本部において、国際研究大学の地位の確立を目指した活動方針を
議論し、具体的な取り組みを実施した。

・全学的な研究マネジメントと各箇所マネジメントの整合、教員の人
事制度改革、研究組織・体制の改革と整備、研究支援体制の強化、
若手・中堅研究者のプロモーションとインセンティブ、研究情報発
信力の強化、新たな研究分野の開拓、国際競争力の拡充等に取り
組んだ。
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Waseda�Vision�150について
「WasedaVision150」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「WasedaVision150」を策定・公表した際に用いた数値と、2016年度実績、
2017年度および2032年度の数値目標は次のとおり。

2012年度 2016年度実績 2017年度目標 2032年度目標
学部生 43,974人 42,182人 40,000人 35,000人
大学院生 9,357人 8,269人 9,761人 15,000人

▪学生数� ▪学部生2割減、大学院生6割増�

2012年度 2016年度実績 2017年度目標 2032年度目標
学部 6％ 10% 20% 50%
大学院 9％ 17% 30% 50%

▪外国語による授業割合�

2012年度 2016年度実績 2017年度目標 2032年度目標
受入留学生数 4,427人 5,431人 7,000人 10,000人

▪受入留学生� ▪受入留学生10,000人の達成�

2012年度 2016年度実績 2017年度目標 2032年度目標
受入研究費 96億円 103.8億円 122億円 200億円

▪受入研究費� ▪研究事業の自立化�

2012年度 2016年度実績 2017年度目標 2032年度目標
社会人教育 34,944人 42,982人 42,000人 50,000人

▪社会人教育� ▪ノンディグリー教育の充実

2012年度 2016年度実績 2017年度目標 2032年度目標
寄付金 32億円 37.6億円 45億円 100億円

▪寄付金�

2012年度 2016年度実績 2017年度目標 2032年度目標
派遣留学生 2,541人 4,086人 5,000人 全学部生

▪派遣留学生� ▪学生全員が海外留学�

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％） 18,390人（36%） 19,900人（40%） 25,000人（50%）
女性教員 226人（13％） 260人（15%） 300人（18%） 600人（30%）
女性職員 32％ 37% 37% 50%

▪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。

2016年度事業報告ダイジェスト
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学 校 法 人 の 概 要



1882年 明治15年 東京専門学校創設
1902年 明治35年 早稲田大学に改称
1907年 明治40年 大隈重信総長就任
1913年 大正 2年 教旨制定
1920年 大正 9年 大学令による大学に

（5学部・大学院・高等学院の設置）
1949年 昭和24年 新制大学へ移行
1966年 昭和41年 社会科学部設置
1978年 昭和53年 専門学校開校
1982年 昭和57年 本庄高等学院開校
1987年 昭和62年 人間科学部設置
1990年 平成 2年 教育学研究科設置
1991年 平成 3年 人間科学研究科設置
1994年 平成 6年 社会科学研究科設置
1998年 平成10年 アジア太平洋研究科設置
2000年 平成12年 国際情報通信研究科設置
2001年 平成13年 日本語教育研究科設置、

専門学校を芸術学校に改称
2003年 平成15年 専門職大学院（アジア太平洋研究科、公共

経営研究科）、情報生産システム研究科
（北九州）、スポーツ科学部、川口芸術学校
設置

2004年 平成16年 法務研究科（法科大学院）、ファイナンス研
究科（専門職大学院）、国際教養学部設置

2005年 平成17年 会計研究科（専門職大学院）設置
2006年 平成18年 スポーツ科学研究科設置
2007年 平成19年 第一文学部・第二文学部を文化構想学部・

文学部に再編
理工学部・研究科を基幹理工学部・研究科、
創造理工学部・研究科、先進理工学部・研
究科に再編
環境・エネルギー研究科設置

2008年 平成20年 教職研究科（専門職大学院）設置
2010年 平成22年 共同大学院設置（共同先端生命医科学専

攻、共同原子力専攻、共同先進健康科学
専攻）
高等学院中学部設置

2013年 平成25年 国際コミュニケーション研究科修士課程、
グローバルエデュケーションセンター設置

2014年 平成26年 大学総合研究センター設置
2015年 平成27年 国際コミュニケーション研究科博士後期課

程設置
2016年 平成28年 経営管理研究科設置

沿　革

役　員� 2017年3月31日現在

総長（理事長・学長）鎌田  　　薫

副総長・常任理事 橋本  　周司
島田  　陽一

常任理事 守田  　芳秋
 鈴庄  　一喜（学外）  

理　　事 佐藤  　正志 齋藤  　美穂
石山  　敦士 畑　  　惠子
森田  　典正 村岡  　　功
大野  　髙裕 花尾  　能成
村上  　公一 萩原  　敏孝（学外）
李　  　成市 福田  　秋秀（学外）
恩藏  　直人

監　　事 星　  　德行（学外）
島田  　昌幸（学外）
佐藤  　正典（学外）

 4月 1日～ 3日 学部・大学院入学式
 4月 1日 春学期開始日
 8月 2日 授業終了
 8月 3日～ 9月20日 夏季休業
 9月17日 9月学部卒業式、芸術学校卒業式

大学院学位授与式

 9月24日 9月入学式
 9月21日 秋学期開始日
10月21日 創立記念日
12月23日～
  2017年1月 5日 冬季休業
 2月 6日 授業終了
 2月 7日～ 3月31日 春季休業
 3月24日～ 26日 学部卒業式、芸術学校卒業式、

大学院学位授与式

2016年度大学暦

春

学

期 秋

学

期
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組織図 ※1 2012年度から募集停止。在学生がいなくなった時点で廃止する。
※2 2014年度から募集停止。在学生がいなくなった時点で廃止する。
※3 2015年度から募集停止。在学生がいなくなった時点で廃止する。
※4 2017年度から募集停止。在学生がいなくなった時点で廃止する。

2017年3月31日現在 教務部 教務課
 教育システム課
 附属・系属校プロジェクト室
 教育連携課
 社会人教育事業プロジェクト室
 入学センター
 早稲田ポータルオフィス
 本庄プロジェクト推進室
研究推進部 研究企画課
 研究支援課
 研究マネジメント課
 研究総合支援プロジェクト室
 産学官研究推進センター
国際部 国際課
 国際教育企画課
情報企画部 情報企画課
学生部 学生生活課
 奨学課
 キャリアセンター
 国際コミュニティセンター
 レジデンスセンター
文化推進部 文化企画課
総務部 法人課
 総務課
 環境安全管理課
 法務課
人事部 人事課
 給与厚生課
財務部 財務課
 経理課
 経理処理集中化プロジェクト室
キャンパス企画部 企画・建設課
総長室 秘書課
 校友課
 社会連携課
 経営企画課
 オリンピック・パラリンピック事業推進プロジェクト室
広報室 広報課

政治経済学部 政治経済学術院事務所
政治学研究科
経済学研究科
公共経営研究科※1
現代政治経済研究所
法学部 法学学術院事務所
法学研究科
比較法研究所
法務研究科 法務研究科・法務教育研究センター事務所
法務教育研究センター
文化構想学部 文学学術院事務所
文学部
文学研究科
総合人文科学研究センター
教育学部 教育・総合科学学術院事務所
教育学研究科
教職研究科※4
教育総合研究所
教職支援センター
商学部 商学学術院事務所
商学研究科
商学学術院総合研究所
ファイナンス研究科※3
ファイナンス研究センター
会計研究科
経営管理研究科
基幹理工学部 理工学術院統合事務・技術センター 事務部 総務課
創造理工学部   教学支援課
先進理工学部   研究総合支援課
基幹理工学研究科   先端生命医科学センター支援課
創造理工学研究科  技術部 技術企画総務課
先進理工学研究科   教育研究支援課（1～ 4系）
理工学術院総合研究所  理工学術院総合研究所事務所
国際情報通信研究センター
国際情報通信研究科※2 本庄総合事務センター
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科・情報生産システム研究センター事務所
情報生産システム研究センター
社会科学部 社会科学総合学術院事務所
社会科学研究科
先端社会科学研究所
人間科学部
人間科学部（通信教育課程）
人間科学研究科
人間総合研究センター 所沢総合事務センター 総務課
スポーツ科学部  学務課
スポーツ科学研究科  入試広報課
スポーツ科学研究センター
国際教養学部 国際教養学部・国際コミュニケーション研究科事務所
国際コミュニケーション研究科
アジア太平洋研究科 アジア太平洋研究科・アジア太平洋研究センター事務所
アジア太平洋研究センター
日本語教育研究科 日本語教育研究科事務所

別科日本語専修課程
図書館 図書館事務所 総務課
坪内博士記念演劇博物館 演劇博物館事務所 情報管理課
會津八一記念博物館 博物館事務所 資料管理課
高等研究所 高等研究所事務所 利用者支援課
日本語教育研究センター 日本語教育研究センター事務所 高田早苗記念研究図書館担当課
大学総合研究センター 大学総合研究センター事務所 戸山図書館担当課
グローバルエデュケーションセンター グローバルエデュケーションセンター事務所 理工学図書館担当課
エクステンションセンター エクステンションセンター事務所 所沢図書館担当課
環境保全センター 環境保全センター事務所
大学史資料センター 大学史資料センター事務所
保健センター 保健センター事務所
総合研究機構 研究院事務所
イスラーム地域研究機構
重点領域研究機構
グリーン・コンピューティング・システム研究機構
スマート社会技術融合研究機構
次世代自動車研究機構
次世代ロボット研究機構
ナノ・ライフ創新研究機構
地域・地域間研究機構
平山郁夫記念ボランティアセンター ボランティアセンター事務所
競技スポーツセンター 競技スポーツセンター事務所
留学センター 留学センター事務所
研究戦略センター 研究戦略センター事務所

高等学院・高等学院中学部 高等学院・高等学院中学部事務所
本庄高等学院 本庄高等学院事務所
芸術学校 芸術学校事務所

監査室

本部事務機構

政治経済
学術院

法学学術院

文学学術院

教育・総合科学
学術院

商学学術院

理工学術院

社会科学総合
学術院

人間科学学術院

スポーツ科学
学術院

国際学術院

別科

研究院

早
稲
田
大
学

総

　長
（
理
事
長
・
学
長
）

理

　事

　会

商
議
員
会

評
議
員
会

監

　事
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（1）教育改革事業

◆新しい入試制度として、公募制学校推薦入試（FACT選
抜）および英語4技能テスト利用型入試を実施した。あ
わせて抜本的な入試改革を進め、高大連携の推進を強
化するとともに、本学の教育・研究活動の周知に努める
ことにより、一般入試・センター利用入試では前年度を
大きく上回る志願者（114,983名・対前年比106％）
を集めることができた。

◆「Waseda�Ocean�構想」の一環として、ジョイントア
ポイントメントや訪問教員制度の推進、英語学位プログ
ラムの拡充、ジョイントスーパービジョンやコチュテルの
実施、海外連携大学との国際共同教育研究と国際シン
ポジウムの実施、先行６モデル拠点の成果の全学波及、
および英語での国際的な情報発信について積極的に実
行し、「Waseda�Vision�150」の改革をさらに加速
させた。

◆クォーター科目を拡充し、2017年度からは全学で授業
カレンダーをクォーター制に統一することを決定した。

◆各種留学プログラムを全学部に水平展開し、学生全員留
学の実現へ向け、「学部のカリキュラムと密接に連携し
た国際教育プログラム（SSA）」の開発を推進した。

◆入学前予約採用給付型奨学金を拡充し、既存の奨学金
制度の改革を実施した。また、児童養護施設入所者およ
び出身者が、経済的理由により早稲田大学への進学を
断念することのないようフルサポートする、「紺碧の空
奨学金」を新設した。

◆従来のTA制度を変更し、カリキュラムTA、高度授業
TA、自学自習TA、授業事務補助者の制度を策定し、導
入準備を進めた。

◆「早稲田ウィークリー」のWebマガジン化による学生関
連広報の充実を図った。

1）入試制度の抜本的な改革
❶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など、入試改革を推し進めた。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体制を強化し、そのための
戦略的入試広報を実施した。
これらの活動を通して、本学の教育活動の周知に努

めた結果、東京（早稲田、西早稲田、TWIns、所沢）に
おけるオープンキャンパスでは計64,460名（前年比
107％）の来場者を集めた。また、一般入試・センター
利用入試では114,983名（前年比106％）の志願者

を集めることができた。

・英語4技能テスト利用型入試の実施（文化構想
学部、文学部）
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、外部検定試験利用の選抜方
式を導入した。なお、本学における4技能テスト利
用型入試の導入は大きな注目を集め、文化構想
学部で543名、文学部で368名の志願者を集
めた。

・公募制学校推薦入試（FACT選抜）の実施（人間
科学部）
現代社会の諸問題に対応するために必要な

“5つの力（対話・論理・表現・分析・省察）”の萌芽
を総合的に評価する選抜方式を導入した。

・国内リクルーティング・プロジェクトの発足
入学センターが実施していたリクルーティング

活動を、箇所を超えた活動としてプロジェクト化し、
47都道府県全てにおいて高校訪問活動を実施
することができた。

❷高大連携の推進
全学アドミッションズ会議等で、国が進める高大接

続改革の進捗状況について情報を提供しつつ、各学
部における検討を推し進めた。
高大接続実行会議を設置、文部科学省の高大接続

改革施策と連携し、「社会科分野」「理数分野」「主体
性を持って学ぶ態度」の入学者選抜改革を実施してい
る。特に「社会科分野」については、東京大学、一橋大
学、同志社大学、関西学院大学とのコンソーシアムを
形成し、歴史、公共、地理の科目ごとに検討ワーキング
グループを設置、国内の特色ある入試を調査するとと
もに、これまでの入学試験の設問事例を分析した。

早稲田大学1

オープンキャンパス（早稲田キャンパス）
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2）グローバルリーダー育成のための教育体系の
再構築

❶「Waseda Ocean 構想」の推進
グローバル人材の育成を第一目標に掲げる

「WasedaVision150」の推進をさらに加速した。
2016年度は、「WasedaOcean構想」における

事業推進の軸である6つのモデル拠点（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、数物系科学）に対して先行して
集中的に投資を行い、新たな国際的教育・研究プログ
ラム構築に向けた教育・研究環境整備をさらに強化し、
その取り組みや成果等を日英両言語にて積極的に情
報発信した。具体的には、次の事項を実施した。
・世界トップレベルの教員を招聘し、共同指導や共
同研究等を通じて人材育成や研究力の向上に取
り組んだ。
先行モデル拠点において、海外の有力大学か

らのジョイントアポイントメント（JA）教員や訪問
教員を増強し、博士課程の学生を中心に共同教
育等を実施した。これにより、海外のトップレベル
教員による国際水準の研究指導を学生が日常的
に受け、英語論文投稿、国際学会発表、海外大学
との人材交流が促進されるなど、教育研究の質
向上を図ることができた。
また、プログラムコーディネーターの拡充により、

先行モデル拠点や箇所の教育研究におけるマネ
ジメントを強化し、先行モデル拠点活動や英語学
位プログラム開設等の促進につながった。

・連携大学等とのネットワークを活用する国際的な
インターフェースを持つ教育・研究システムを構
築した。
先行モデル拠点において、モナシュ大学（オー

ストラリア）、高麗大学校（韓国）、ボン大学（ドイ
ツ）とのジョイントスーパービジョン（JS）プログ
ラムを締結した。共同研究指導を実施の上、連携
大学の指導教員が副査となり公聴会へ参加し、
国際的に開かれた博士論文審査を実施するなど、
国際通用性と質保証の両面を担保した共同教育
を実現した。
ブリュッセル自由大学（ベルギー）とは、コチュ

テルプログラムを締結し、2017年4月から博士

課程の学生を双方で同時に派遣・受入して共同
教育することとなった。
夏季には、エセックス大学（英国）のサマース

クールを本学で実施し、大学院生への教育の質
の大幅な向上につなげ、また百賢教育基金サ
マープログラムも本学で開催するなど、国際的な
共同教育を提供した。
その他、先行モデル拠点の教員が海外有力大

学と連携協議を進め、本学との共同指導体制や
相互交流など連携大学等とのネットワークを活用
する教育研究システムの更なる構築を図った。

・国際ワークショップや国際シンポジウムを国内外
で開催し、教育・研究活動を活性化しつつ、本学
の研究成果やプレゼンスを広く発信した。
先行モデル拠点において、海外有力大学との

国際ワークショップや国際シンポジウムを多数開
催し、学生や若手研究者に最先端の知識を習得
させると共に英語発表による国際経験を積ませ、
海外研究者と教育研究交流をさらに深めた。スー
パーグローバル大学創成支援事業の情報発信、
当該分野でのプレゼンスの向上、連携強化の協
議や留学生獲得の促進、共同教育研究のマッチ
ングの機会としても有効であった。
他方、本学Webサイト英文ニュースに対する閲

覧総数および訪問者総数は、前年度比約150％
と飛躍的に向上した。英語学位プログラムに関す
る英文ニュースが閲覧数上位にランクインしてい
ることから、グローバル化への関心の高さが伺い
知れる。本 学Webサイトに“WasedaGoes
Global”を連載し本学の国際化施策について広
く積極的に周知したことや、QS世界大学ランキ
ングWebサイトにおいて本学ページを充実させ

エセックス大学のサマースクール
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本学Webサイトへの誘導促進策を実施したこと
によって、閲覧実績の高い伸び率に寄与し、
レピュテーション向上にも結びついたものと思わ
れる。

・海外の協定大学と連携し､学修効果が高く国際的
に通用する授業運営方法を修得する実践的な
ファカルティ・デベロップメント（FD）プログラム
（海外派遣型研修・国内セミナー）を継続実施した。
また、ワシントン大学（シアトル・米国）と連携した
プロジェクト（JointCTLT）により新たな教授法
の開発を継続して行った。
FDにおいては、ワシントン大学から講師を本学

に招聘し、本学の新任教員を主な対象とした、英
語での授業に関する夏季１Dayセミナーを開催し
た。また五大湖・中西部私立大学連盟（GLCA/
ACM・米国）やワシントン大学にて教員派遣型プ
ログラムを実施した。いずれも、英語学位プログ
ラムの増設を見据えた英語による授業数の拡充
と国際通用性のある質の高い教授法の修得を目
的としているため、これらのプログラムに参加し
た教員を中心にした、学内教員が自由に参加し教
育事例を共有し議論する“FacultyCafé”を開催
したほか、ワシントン大学から招聘した教員ととも
に学術院執行部との懇談や授業見学に対する担
当教員へのフィードバックを実施するなど、FD成
果の学内展開を図った。

・先行モデル拠点の活発化に伴い、教育・研究用ス
ペースの整備を進めた。さらに、「Waseda
Ocean構想」を実現する運営体制の強化と教
育・研究環境の整備をさらに進めた。
「SGU実行会議」や「WasedaVision150

推進本部・推進会議」に加えて、先行モデル拠点
責任者全員が集う「SGU拡大実行会議」や全学
術院長が一堂に会する「WasedaVision150
拡大推進会議」を通じて、スーパーグローバル大
学創成支援事業を全学的な体制によるPDCAサ
イクルで適切に管理・実行することができた。この
体制と連動して「事業・財務計画会議」などでの
十分な議論により、2017年度以降の更なる事業
促進策や分野拡大策を決定することができた。
また、本部組織および先行モデル拠点では、各

事務組織に合った形態で支援スタッフを適切に
配置することでスーパーグローバル大学創成支
援事業を強力に運営・推進し、かつ、先行モデル
拠点活動の核となる研究指導等教育に必要とな
る機器やスペースを整備することで更なる教育
研究活動の促進を図った。

❷分野別世界大学ランキングの向上
「WasedaOcean構想」推進にあたり、2017年

3月に公表されたQS分野別世界大学ランキング※では、
先行モデル拠点に関係する分野を中心にランクを上げ、
“Sports-relatedSubjects”は世界19位・国内1位と
なるなど目標とする世界100位以内に9分野がランク
インした。各先行モデル拠点における先行的かつ積極
的な取り組みが、着実に成果に結びついてきている。

❸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ため、2017年度より全
学で授業カレンダーをクォーター制に統一することを
決定した。これに伴い、留学から帰国した学生に対し、
帰国後のクォーターに科目履修の機会を設ける制度を
導入した。また、クォーター制導入により欧米等で開講
される夏季プログラムであるサマースクールへの参加
が増加することを見込んでいるが、これに対応する施
策としてクォーター単位で科目の履修保留／継続履修
を認めることとした。本学でも海外大学在学生と早大
生が共に学ぶサマーセッションを春学期（後半）クォー
ターに実施している。このほか、科目のクォーター化を
全学で進めており、2016年度は1,428科目クラスを
クォーター科目として提供した。

※QS世界大学ランキング：イギリスの大学評価機関「Quacquarelli
Symonds:QS社」が公表している世界の大学のランキング

春学期

春クォーター

（1月～5月）
春学期

（9月～12月）
秋学期

夏クォーター

サマースクール
インターン等

秋クォーター 冬クォーター

秋学期

4月～6月 6月～8月 9月～11月 11月～2月

セメスター制

クォーター
制度

欧米・
中国

（3月～6月）
前期

（7月末～11月）
後期

サマースクール
インターン等

オセアニア・
南米

●クォーター制
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クォーター制推進のため2014年度から実施してい
る「WasedaSummerSession」において、2016
年度は専門科目13科目および日本語履修科目3科目
を春学期（後半）科目として設置した。海外学生枠の定
員は140名程度、早大生枠は20名程度とし、合計
160名規模のプログラムとした。
概略は次のとおりである。

　参加学生 海外大学在学生：142名（出願数：313名）
　 本学学生：18名
　設置科目数 専門科目13科目
　 日本語履修科目3科目
　担当教員数 早大4名、国内他大学2名、
　 海外招聘4名

❹奨学金の充実と戦略的制度の新設
予算総額約34.4億円を有する国内トップレベルの

奨学金制度について、2014年度から実施している個
別の奨学金制度の改編を引き続き実行するとともに、
次のとおり奨学金制度の改革を行った。
・入試前予約採用給付奨学金（めざせ！都の西北奨
学金）の2016年度申請者数は1,376名となり、
前年を上回った。指定校推薦入試枠では90名を
採用した。また、現行の奨学金額の見直しを行い、
2017年度入学者より従来の年額40万円支給か
ら春学期授業料相当分を免除することとし、入学
時の経済的負担を軽減することとした。さらに指
定校推薦入試枠では申請資格（家計基準）を満た
す者全員を採用候補者とすることとした。

・児童養護施設入所者および出身者が、経済的理
由により早稲田大学への進学を断念することの
ないよう、入学検定料、入学金、授業料の免除を
はじめとする在学中4年間の経済支援を行うフル
サポート型奨学金制度として、「紺碧の空奨学
金」を新設した。
学生の海外への派遣に関しては、「早稲田の栄

光奨学金」を新設した（2017年度より施行）。同
奨学金は、予約採用型とすることにより、奨学金
を見込んだ留学の資金計画を可能とし、従来であ
れば経済的な事由により留学を断念せざるを得な
かった学生への機会提供を行っていく。留学生の
海外からの受入に関しては、「早稲田大学受入交

換留学生奨学金」を新設した（2017年度より施
行）。同奨学金も予約採用型とし、協定校での学
内選考前に奨学金枠を確約することによって、経
済的支援がない中では本学への派遣が困難な協
定校や、学生の志向等の要因により受入数が少な
い協定校に対し戦略的に枠を付与することによっ
て、交換留学の持続的な実施を可能にし、受入学
生の多様性を高めていく。

❺学生全員留学実現に向けて
・学部のカリキュラムと密接に連携した国際教育
プログラム（SSA）
「学部のカリキュラムと密接に連携した国際教

育プログラム（SSA）」の開発を進めた。文学学術
院では2017年度開始予定である「国際日本文
化論プログラム」、政治経済学術院では百賢ダブ
ルディグリー・プログラム（DDP）、頂新夢プラン
プログラム、商学学術院ではAsianBusiness
Studies（ABS）等で連携を促進した。基幹理工
学部では欧州および豪州の大学とのプログラム
開発、夏クォータープログラム実施等に向けた検
討を開始した。特に学生の中長期留学が可能とな
るカリキュラム編成を検討するため、豪州2大学、
ヨーロッパ3大学の具体的調査を開始した。教育
学部（英語英文学科）においてはロサンゼルスで
の春季インターンシップ科目（ボランティア・

ダブルディグリー・プログラム学位授与式
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ティーチャーズプログラム）を設置し、6名の学生
が履修することになった。
また、全学的な大学院生の留学促進策として、

大学院生の優先枠運用を開始した。さらに文部科
学省補助金「大学の世界展開力強化事業（キャン
パスアジア）」に採択され、政治経済学部を中心
に事業を開始した。

・中期・短期留学プログラム
各プログラムの充足率向上のためのPR活動の

強化を行った。学内外のメディアを積極的に活用
し、プログラムの周知を図った。また、例年実施し

ている留学フェア、オープンキャンパスに加え欧
州フェア等地域促進のPRも実施した。

・CS-R/CS-Lから交換プログラムへのシフト
2016年度はニーズの高い米州および欧州地

域を中心に新規交換協定を締結するとともに既
存協定枠の拡大を図った。アジアについては主要
大学との協定は相当数締結されているため、新規
協定締結は抑え、受入過多となっているインバラ
ンス解消に注力した。特に中国、台湾のプログラ
ムでは留学期間終了後にインターンシップを提供
することにより、派遣留学促進を図った。中国では

■ 学内奨学金（基金・資金）一覧

⃝大隈記念奨学基金
⃝小野梓記念奨学基金
⃝小野梓記念外国人留学生奨学基金
⃝ロバート・ケネディ奨学基金
⃝海老崎ツル奨学基金
⃝久野義三郎奨学基金
⃝津田左右吉奨学基金
⃝建築学奨学基金
⃝村野藤吾奨学基金
⃝稲土奨学基金
⃝大川功奨学基金
⃝商学部奨学基金
⃝青木茂男奨学基金
⃝高等学院奨学基金
⃝吉澤兵左奨学基金
⃝横溝克己奨学基金
⃝菊竹清訓奨学基金
⃝村田製作所奨学基金

⃝文学学術院学部奨学資金
⃝人間科学部奨学資金
⃝教職員給付奨学資金
⃝アジア太平洋研究科奨学資金
⃝若手研究者研究奨励奨学資金
⃝稲門女性ネットワーク奨学資金
⃝早大生協給付奨学資金
⃝公共経営研究科奨学資金
⃝日本語教育研究科奨学資金
⃝大塚普門･房子研究奨励奨学資金
⃝法学部教育奨学資金
⃝商学研究科（専門職学位課程）奨学資金
⃝政治経済学術院奨学資金
⃝大塚静江奨学資金
⃝人間科学部eスクール一般給付奨学資金
⃝稲龍会奨学資金
⃝平田彰奨学資金
⃝盛田和昭奨学資金
⃝水野敏行奨学資金
⃝創立125周年記念林榮東奨学資金

⃝大照完奨学基金
⃝松本馨奨学基金
⃝サンゲツ奨学基金
⃝大野高正奨学基金
⃝染谷恭次郎奨学基金
⃝浅井邦二奨学基金
⃝教育学部奨学基金
⃝楠本英隆奨学基金
⃝機械工学奨学基金
⃝環境資源工学会奨学基金
⃝小池陽甫奨学基金
⃝文学研究科哲学コース奨学基金
⃝新井清光奨学基金
⃝社会科学部卒業生奨学基金
⃝本庄高等学院奨学基金
⃝法学部横川敏雄記念奨学基金
⃝森正勝記念外国人留学生助成基金
⃝而立奨励基金

⃝  創立125周年記念田原総一朗外国人留学
生奨学資金

⃝小川洌奨学資金
⃝瓦葺利夫奨学資金
⃝商学部緊急給付奨学資金
⃝高麗大学校日本校友会奨学資金
⃝照田喜美枝建築学奨学資金
⃝ゴールドマン･サックス･スカラーズ･ファンド
⃝山下高広奨学資金
⃝人間科学部eスクール特別給付奨学資金
⃝増山瑞比古ラグビー蹴球部奨学資金
⃝池田正範奨学資金
⃝中村光男奨学資金
⃝田山輝明ゼミ稲門会奨学資金
⃝新井祥夫奨学資金
⃝岡本重晴・晴江奨学資金
⃝商学部寄附講座大学院進学奨学資金
⃝教職研究科奨学資金
⃝校友会奨学資金
⃝商学研究科（商学専攻）奨学資金
⃝大社淑子奨学資金

⃝安井孫助・たに記念外国人留学生助成基金
⃝アジア太平洋研究科奨学基金
⃝宮下尚大奨学基金
⃝りそな稲門会奨学基金
⃝武本（裵）孝俊奨学基金
⃝酒井晨史奨学基金
⃝木村正輝奨学基金
⃝寺尾巌奨学基金
⃝商学部創設100周年記念交換留学奨学基金
⃝商学研究科（専門職学位課程）奨学基金
⃝篠田義明海外留学奨学基金
⃝荒井孝晋海外留学奨学基金
⃝岡内貞夫奨学基金
⃝文学学術院学部奨学基金
⃝井上宇市フェローシップ奨学基金
⃝政治経済学部グローバル・リーダー派遣留学生奨学基金

⃝本橋金男・登志奨学資金
⃝鈴木啓太起業支援奨学資金
⃝上田稔奨学資金
⃝中曽根荘三奨学資金
⃝ハワード・ハギヤ奨学資金
⃝国際教養学部AIMS受入学生修学支援奨学資金
⃝ウリ稲門会奨学資金
⃝早稲田カード奨学資金
⃝安部磯雄記念校友会奨学資金
⃝校友会トップアスリート奨学資金
⃝留学生特別奨学資金
⃝ダブルディグリープログラム留学生特別奨学資金
⃝アジア特別奨学資金
⃝頂新康師傳控股有限公司奨学資金
⃝陳維謙奨学資金
⃝隅野克子奨学資金
⃝オリーブ・佐々木洋子奨学資金
⃝千田吉郎記念海外留学奨学資金
⃝髙城幹記念海外留学奨学資金
⃝不二山謙一奨学資金
⃝政治経済学部グローバル・リーダー外国人受入留学生奨学資金
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丸紅、博報堂、JTB、全日空、三菱重工業、国際
交流基金等10企業および国際機関に派遣した。
また、台湾では日本航空、全日空、ベネッセ、紀伊
国屋書店の4企業に派遣した。

・ダブルディグリー・プログラム（DDP）
既存プログラムの運用方法を見直し、マニュア

ル整備を行った。さらに、採択された大学の世界
展開力強化事業（キャンパスアジア）プログラムと
して日中韓（早大・北京大・高麗大）の三大学間に
おけるダブルディグリー・プログラムの開発準備に
着手した。

❻留学生受入に関連するグローバル化推進
「日本語教育プログラム」では、日本語および日本

文化を半年または1年間学べるプログラムを展開した。
受講者数は2016年度4月・9月合計526名を集め、前
年度を上回った。近年急増している英語学位プログラ
ム履修生および交換留学生の受け入れ体制を拡充す
るため、総合日本語の初級レベルを中心にクラス増を
行った。

「短期日本語集中プログラム」では、日本語および
日本文化を3週間･6週間で学べるプログラムを展開し
た。春、夏、秋、冬の各コースの合計で252名の参加者
を集め、前年度を大きく上回った。
新たな試みとしては、履修者の自律学習を支援する

「わせだ日本語サポート」に関して、演習型科目として
「日本語学習アドバイジング1・2」を新設し、学部学生
を含めたサポートスタッフの育成に努めた。
新規交換協定校は、学生のニーズが高い欧米を中

心に42校（約100名枠増）開発した。
正規課程入学前の外国学生を対象にした日本語を

中心とした導入教育プログラムの開発に向けて、日本
語教育研究センター内で日本語教育の観点からプログ
ラム案を策定すると同時に、各学部・研究科にヒアリン
グを行い、実現の可能性について検討を行った。
❼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
1（LD1）～4（LD4）」の4レベルを設置した。
学業成績が特に優れた学生を対象としたプログラム

（オナーズプログラム）について、将来的には各学部の
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、早稲田大学としてのあり方の検討を開始
した。
・2014年度から推進してきたグローバルアントレ
プレナー育成事業「WASEDA-EDGEプログラ
ム」を体系化し、2017年度に向けて全学部生・大
学院生を対象とした実践型教育プログラム「ビジ

派遣留学プログラム派遣実績� 2017年3月17日集計値

年度

長期派遣 短期派遣

長期・短期
合計（名）大学間交換

（名）
プログラム数

Customized�
Study�

Programs�
（名）

プログラム数

ダブル
ディグリー・
プログラム
（名）

プログラム数
留学センター
短期派遣
（名）

プログラム数

2016 479 233 472 59 22 4 649 72 1,622

2015 485 233 509 67 24 3 652 74 1,670 

2014 454 207 537 61 27 5 824 71 1,842 

2013 377 172 608 59 37 5 837 69 1,859 

2012 301 149 547 59 32 3 807 48 1,687 

2011 277 137 519 56 23 3 732 40 1,551 

留学生の讃岐うどん体験
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ネス・クリエーションコース」を設置・展開する準備
を整えるとともに、イノベーション教育の拠点とし
て社会デザイン工房「共創館」を活用し、様々な
セミナー、ワークショップを開催した。
グローバル・リーダーシップ・プログラムは、米国

6大学（コロンビア大学、ジョージタウン大学、カリ
フォルニア大学バークレー校、ワシントン大学、
ジョンズ・ホプキンス大学、ダートマス大学）との協
働教育プログラムだったが、2016年度には新た
にシカゴ大学とカリフォルニア大学ロサンゼルス
校が参加することを表明し、さらに質、量ともに拡
大発展が見込めるプログラムとなった。

・教職支援センターを設置し、今まで分散して行わ
れてきた教職課程支援を総合的に行い、対外的
にも早稲田大学の取り組みを明確した。また、地
区稲門教育会との連携を深め、教員養成と現職
教員のサポート体制を一層強化することにより、
初等・中等教育界における早稲田大学のプレゼン
スの向上をはかった。

❽教員増を伴う学術院等将来計画支援
「WasedaVision150」に掲げる理念と数値目標

の達成に寄与する積極的な改革案を学術院等から募
り、その将来計画を支援することで「WasedaVision
150」の実現を加速させることを目的とし、2032年度
に向けて160名（2012年度比）程度の教員を大学雇
用による増員とし、第1期（2023年度まで）および第
2期（2024年度から2032年度まで）で、それぞれ80名
（うち10名程度は大学として戦略的人事を行うための
枠とする）の教員を増員する。当該増員枠については、
「WasedaVision150」の理念との関連性、核心戦
略・数値目標の実現への貢献、教育や研究の国際展開
や発信力への寄与、外国人教員・女性教員増への計画、

テニュアトラックの推進、外部資金獲得のこれまでの
状況と今後の計画等を主な評価項目とし、教育システ
ムの計画を総合的に評価した上で、教員の増員を中心
とした支援を一定期間行うこととした（政治経済学術
院、文学学術院、理工学術院、社会科学総合学術院、
スポーツ科学学術院（条件付）、国際教養学部、会計
研究科、グローバルエデュケーションセンター）。
❾新たな研究科の設置
グローバル時代において、高度な理論と先端的な実

践の融合により、ビジネスおよびファイナンスの高い
専門的能力を活用して広く国際社会に貢献できるビジ
ネスリーダーを育成すること目的とした、専門職大学
院としてのビジネススクール「大学院経営管理研究
科」を2016年4月1日付けで設置した。
❿アクティブラーニングの展開
・教員が自由に参加できるFDコミュニティ
「FacultyCafé」において、アクティブラーニン
グ手法の導入事例を紹介し、「ActiveLearning
Tips動画」として、リフレクション、ジグソー法、シ
ンク・ペア・シェア、ラウンドロビンの4本を、大学
総合研究センターWebサイトで公開するなど、普
及を進めた。

・教員がアクティブラーニングを実施するに際し、
その手法や利用できるICTツール、具体的な活用
事例を検索することができるWebサイト「Active
LearningNavi」を構築した。今後、教員やTA
が活用できるように、内容を充実させていく。

・平山郁夫記念ボランティアセンターを中心に「体
験の言語化」のティーチングガイドを開発・体系化
し、学術院との連携（共同開講、ノウハウの提供
等）を開始した。なお、12月には体験を語る力を
引き出す理論と方法をまとめた単行本『体験の言
語化』を出版した。

・正課外プログラムを実施する学内組織の連携を

ビジネススクール授業風景
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強化するため、教育連携課、ポータルオフィス、留
学センター、学生生活課、キャリアセンター、国際
コミュニティセンター、校友課、グローバルエデュ
ケーションセンター、ボランティアセンター、大学
総合研究センターによる「人間的力量の増進プロ
ジェクト」を発足させた。なお、11月には早稲田大
学の社会連携に関する取り組みをまとめた単行本
『ワセダ発！ぶつかる社会連携』を出版した。
・「人間的力量の増進プロジェクト」において、学内
の課外プログラムを“多様性を育むための3つの
ACTION”として整理・体系化し、大学入学案内、
みらい設計ガイドブックに反映した。

また、大学総合研究センター、ボランティアセン
ター教員等と連携し、活動効果測定のための共通
質問を設定し、2017年度には、プロジェクト参加
箇所のプログラム実施時に共通設問を盛り込ん
だ振り返り活動を導入し、データを収集することと
した。

⓫社会人学習・生涯学習の拡充
より社会へ貢献する大学を目指し、企業等の実務者

向けの研修プログラムや未来社会を創造していくため
のイノベーション拠点を構築する新規事業
「WASEDANEO」の構想をとりまとめ、2017年度
中に日本橋キャンパスでスタートさせる準備に着手し
た。また、中野校、八丁堀校、早稲田校にて展開してい
るエクステンションセンターの公開講座事業オープン
カレッジは受講生数40,100名を超えており、本学の
生涯学習の拡充に寄与した。

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」

❶教育と学習内容の公開
コンテンツオーサリングツールを刷新し、教員と学生

がコンテンツをより簡便に作成できる環境を整備した。
またedX、JMOOCより各1コースを開講し、本学の優
れた授業を国内外に向けて配信した。なお、edXの日
本語の「発音」に関するコースは1万名を超える受講

者を集めた。
MyWaseda授業支援機能の開発方針を再検討し、

学生が自身の学修履歴、課外活動履歴をまとめて発信
することができる学修ポートフォリオ機能を先行して導
入することとし、構築を進めた。なお、課外活動データ
ベースに関してはデータ主管箇所による一次入力が完
了し、今後内容を精査し、学修ポートフォリオ機能上で
学生が参照可能となるよう準備を進める予定である。
❷対話型、問題発見・解決型教育への移行
・大学総合研究センターWebサイトにて「対話型、
問題発見・解決型授業導入の手引き」「ティップス
動画」を公開し、アクティブラーニング導入にあ
たっての基本情報の提供やGoodPracticeの
共有を進めた。またアクティブラーニング促進の
一 環として「 高 度 授 業TA」ならびに「LA
（LearningAssistant）」制度が2017年度より
導入されることを受け、高度授業TAのための研
修プログラムを開発した。

❸学修環境の充実に資する学術情報基盤の整備
多様な学修スタイルに対応できる環境として、所沢

図書館内にラーニングコモンズを新たに整備するとと
もに、新たなサービスとして、ジャーナル・データベース・
リポジトリ・図書館資料（貴重書含む）といった学術情報
を統合的に検索できるシステム（ディスカバリーサービ
ス）の導入準備作業を行った（2017年度公開予定）。

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　

❶学生参画・ジョブセンターにおける学生参画の拡充
学生を教職員とともに大学の主人公であると位置

づけ、学生参画の拡大および学生の提案を積極的に
大学の事業に反映させることにより教育・研究を豊か
に展開することを目的として、次の事業を展開した。
・学生参画運営委員会（SPEC）の開催

学内における学生参画活動に係る10団体のメ
ンバーにより構成される「学生参画運営委員会」
を計3回開催し、「学生参画のあり方」、「イベント
企画案」、「学生の身近な声を拾い上げる仕組
み」について検討した。
8月6日・7日に行われたオープンキャンパスで

は、学生団体のリーダーが語り合う「WASE

18 Waseda  Ann ua l  R epo r t  2016

　ACTION1　多様性に出会う
　ACTION2　多様性を理解する
　ACTION3　多様性の中で力を合わせる



トーーク（パネルディスカッション）」を、11月の早
稲田祭2016ではTA・RA・研究補助者をゲストに
迎えて実施したパネルディスカッション「WASE
フォーーラム」を開催し、合わせて約1,200名の
参加者数を記録した。

・学生参画モデルの公開
スチューデント・ジョブや奨学金を活用している

「学生参画モデル」について、新たにWebページ
および動画を作成し、スチューデント・ジョブの収
入、奨学金の取得状況、大学生活1週間のスケ
ジュールなど、生活面のモデルを大学Webサイト、
早稲田ウィークリー、Youtube公式チャンネルに
掲載した。

・スチューデント・ジョブを中心とする求人情報の
一括管理
2016年4月～12月における学生参画・ジョブ

センターのスチューデント・ジョブ掲載件数は332件
となり、昨年同時期と比較して約60％増加した。
スチューデント・ジョブおよび学生参画活動の求
人情報については、MyWasedaのお知らせ機能
に集約する機能設定を行った。

・研修オンデマンドコンテンツの作成
「スチューデント・ジョブセミナー」（学内で働く

上でのマナー・情報セキュリティ等含む汎用的研
修オンデマンドコンテンツ）について、既存の学
内研修コンテンツの内容を加味して検討し、
2017年度リリースに向けて準備を整えた。

・学修ポートフォリオ構想に対応する学生参画活動
情報の集約・管理
学修ポートフォリオ開発に関する検討の結果、

パッケージソフトによるシステム構築を行い、基本
機能に加え、課外活動履歴一覧、履修科目一覧を
参照可能な機能を開発し、学生が自身の活動を省
察する機能として提供する準備を整えた。

❷TA制度活用方法の見直しによる授業支援の拡充
従来のTA制度を変更し、カリキュラムTA（旧Tao）、

高度授業TA、自学自修TA（LA）、授業事務補助者の
制度を策定し、2017年4月の施行に向けて導入準備
を進めた。高度授業TAの導入について、8つの学術院
と3つの教育研究センターから申請を受け、大学総合
研究センターの教育方法研究開発委員会で審査を経

て、2017年度は202件、525クラスに高度授業TA
を配置することとした。
高度授業TAとなる学生が事前に受講する研修コン

テンツを作成した。TAとして授業に参画する際のスキ
ル等を学ぶ必修のオンデマンドコンテンツとして「高度
授業TAとは」「授業設計のポイント」「早稲田大学に
おける対話型、問題発見・解決型教育」「ルーブリック
を活用した教育評価」の4つを整備した。さらに希望者
には、任意の集合研修として、2017年4月に、アク
ティブラーニング手法を用いたワークショップを実施し
た。なお、オンデマンドコンテンツや集合研修参加者に
は受講証明を発行することとしている。
❸多様な学生支援の推進
「障害者差別解消法」の2016年4月施行に伴い、

「早稲田大学障がい学生支援に関する基本方針」を制
定、Webサイトで広く公表するとともに、教職員用ガイ
ドブックに掲載することで構成員の意識向上につなげ
た。本学の障がい学生支援をさらに推進し、障がい学
生が障がいのない学生と平等に教育・研究に参加でき
るよう、87名の障がい学生に対して修学支援を実行し
147科目に支援ボランティア学生等を派遣した。また、
充実した学生生活を送る環境整備のため、ダイバーシ
ティ推進室が企画するダイバーシティマップ作成に協
力し、学生16名と早稲田・戸山・西早稲田・所沢各キャ
ンパスにおいてバリアフリー調査を実施した。
異文化理解支援活動においては、国際交流に関心

の薄い日本人学生に積極的働き掛けを行い、参加者
数は昨年度の2割増しにあたる16,302名に上った。
学生部は、これまで多様な学生への学生生活支援を

行ってきたが、2015年3月、第3回「WasedaVision
150StudentCompetition」において『日本初！
LGBT学生センターを早稲田に！』が総長賞を受賞した
ことをきっかけに、性的マイノリティ学生への対応の必
要性が顕在化してきたことを受け、より効果的な学生
支援とダイバーシティの一層の推進を目的に、2017
年度より、「スチューデントダイバーシティセンター」を
学生部の外局として設置することを決定した。「ス
チューデントダイバーシティセンター」は、異文化交流
業務、障がい学生支援業務、ジェンダーに関する業務
を一つの組織に統合し、多様な学生がより充実した学
生生活を送るための支援およびキャンパス環境整備に
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効果的・効率的に取り組むこととする。

❹就職活動支援体制の強化
学生の多様化および企業の採用活動の多様化に伴

い、学生が進路選択・就職活動をする際に直面する
様々な問題に対応するため、キャリアコンサルタントの
増員等による体制拡充を図り、年間9,850件の個別相
談に対応した。また年間300件の就職活動支援イベン
トを実施し、学生の活動状況に応じた細やかな支援を
おこなった。就職活動スケジュールの変更により学生
が修学上の支障をきたすことのないよう、産業界およ
び関連省庁への継続的な働きかけも行い、スケジュー
ルの安定維持に寄与した。
「大学卒業後、日本で就職したい」という外国人留

学生のニーズに対応するため、外国人留学生積極採
用企業を招聘し英語による企業説明会を開催し、のべ
214名の留学生が参加した。ドイツ・フランス・台湾の
商工会議所や行政機関との情報交換を行い、海外求
人の拡大についても取り組み始めたほか、海外イン
ターンシップや留学生向けインターンシップ情報につ
いても積極的に収集し、毎月発行する外国人留学生用
メールマガジンを通じて情報提供を図った。

❺『 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
発行開始から50年が経過する『早稲田ウィーク

リー』をWebマガジンに一本化し、「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コンテンツを充実させ、学生およ
び一般読者の増加を図った。
Webサイトの特性を生かして、紙版よりもテキスト量

や画像の数を大幅に増加させ、ソーシャルメディア等
も活用しながら読者数を増加させた。グーグルアナリ
ティクスによる統計では、2016年4月1日から2017
年3月31日にかけて合計1,778,504ページビュー
（PV）を集め、2015年度旧Webサイト※の約2.7倍と
なる月間平均148,209PVを計測した。
　※2015年度640,597PV（2015年4月1日～2016年3月

31日）。紙版は毎週約3,000部を学内ラックに配架。

（2）研究力強化事業

1）研究体制の戦略的強化　　
❶研究支援体制・制度と研究支援に係る財政基盤の

点検・強化
外部資金獲得増大に向けた研究活動の企画やマネ

ジメント、研究成果の活用などに特化したURA機能を
持続させるとともに、目標管理制度に基づきURAの昇
任人事を行うなど当該機能の更なる強化に努めた。ま
た、キャンパスの再編・整備による研究力強化施設の
増床、新開発研究センター建設の検討、産学連携の

キャリアセンターの就職セミナー

◆本学は、世界に伍する研究者集団を形成し、国際的な頭脳
循環の一翼を担える国際研究大学を目指す。Waseda�
Vision�150の推進会議と2013年度に設置した総長を
本部長とする研究力強化本部において、本事業を活用し
た国際研究大学の地位の確立を目指した活動方針を議論
し、具体的な取り組みを実施した。

◆全学的な研究マネジメントと各箇所マネジメントの整合、
教員の人事制度改革、研究組織・体制の改革と整備、研究
支援体制の強化、若手・中堅研究者のプロモーションとイ
ンセンティブ、研究情報発信力の強化、新たな研究分野
の開拓、国際競争力の拡充等に取り組んだ。

◆各海外拠点の役割・機能を明確化し、新設・統廃合、規模見
直しを行い、ヨーロッパ地域の新たな拠点としてブリュッ
セルオフィスを2016年4月に開設した。

LGBT啓発ポスター
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コーディネーション機能を十分に発揮できる体制の検
討など産学連携を推進する研究環境・支援機能の充実
に努めた。さらに研究の事業化（学費に依存しない自
立的な研究支援体制の確立）の実現に向けて、一般管
理費制度等の大幅な見直しなど財政基盤に関連する
大枠の方針について決定した。
❷若手研究者プロモーションの推進
将来的に本学の中心的な研究者となりえる中堅若

手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」を継続的に運用
し、2016年度は7名の研究者に支援を行いつつ、
2017年度から支援を行う研究者を新たに3名厳選し
た。これにより、2017年度には10名の中核研究者に
支援を行う。
❸研究組織・体制の整備・強化
グリーンIT技術分野において、世界をリードする研

究を展開するためにグリーンコンピューティング・シス
テム研究機構を再設置するとともに、一定の条件を
満たした研究機構については、設置期限を撤廃する
ことも決定した。また、学術院に属する附置研究所・
センターの研究事業における評価システムの検討を
行い、評価と研究資源の配分の一体化をはかる道筋
を探った。
❹研究情報発信力の強化
NatureINDEX等の海外有力誌への特集記事化や

アメリカ科学振興協会（AAAS）が提供する拡散性と
質の高いオンラインニュースサービス「EurekAlert
（ユーレックアラート）」への配信など戦略的研究広報、
国際情報発信の強化に努めた。
また、研究シーズ・特許データベース「Seeds

N@vi」、研究者プロファイリングシステム「Pure」と
Researchmapに日次連携を可能とする「研究者デー
タベース」の各研究業績管理システムを相互活用する
ことで、研究活動の可視化、研究成果の発信力強化を
実現する情報インフラを整備した。
❺研究支援システムの構築
財務システムと統合連携した研究費一元管理シス

テム（研究資金公募管理、研究課題管理、研究契約管
理、研究費管理）の開発を行い、2018年度の稼働に
向けた検証を行った。検証により見つかった改修機能
と未開発機能の構築を次年度以降も継続して行う。こ

のシステムの稼働により、次にあげる新たな価値の実
現を可能とする。
・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
管理の実現に伴う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

また、2015年度に研究業績の公開を促進するため
にリリースした研究者データベースについて、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、国立情報学研究所の提供するResearchmapと
の連携を開始した。

2）研究の国際的競争力の拡充　　　
❶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・

研究機関との関係を分析し、国際共同研究推進のため
の課題・施策についてまとめ「国際研究大学実現戦
略」として立案した。
また、各海外拠点の役割・機能を明確化し、新設・統

廃合、規模見直しを行い、ヨーロッパ地域においては、
本学のベルギーの協定校であるブリュッセル自由大学
キャンパス内にブリュッセルオフィスを2016年4月に
開設し、新たな研究協力の核を創出することを目的に
した「EU-Japanフォーラム」をブリュッセル自由大学、
ルーヴァン・カトリック大学等と協力してブリュッセルで
開催した。

ブリュッセルオフィス開所式
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❷研究の国際発信支援制度
英語での論文投稿の促進、国際的なジャーナルへの

掲載を目的として「英語研究論文執筆セミナー」を2回
開催し、国際会議等において効果的にプレゼンテー
ションを行うことを目的として「英語研究プレゼンテー
ションセミナー」を2回開催した。さらに、国際共同研究
の促進を目的として、「海外研究費獲得セミナー」を
1回実施した。また、英語論文投稿のための財政支援
を行った。
❸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創設した。第1弾として
イギリスの本学協定校であるバーミンガム大学との間
で両大学が合意した研究分野における研究クラスタを
立ち上げ、共同研究事業を開始した。
また、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・検証を行った。同プログラムを通じて、
本学とドイツとの学術交流拡充の高い実績が確認され、
さらに5年間の継続実施について合意した。

3）新たな研究分野の検討　　　　
❶健康・医療分野の検討
本学における、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、全学副専攻として、「健康・
医療副専攻」を展開し、人材育成を継続して行った。
また、本学が目指す健康・医療教育において、ある程度
の期間を見据えた展望の中でパートナーを選定し、
2017年度に向けた具体的な連携の検討を行っている
状況である。
❷分野連携の推進
重点領域研究として「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」、「21世紀型安心安全社会の実
現と生活の質の向上」の3研究領域に対する活動支援
に加え、2016年度から新たに「21世紀型環境・エネル
ギー問題の解決」の研究領域を始動させた。また、
2017年度以降の重点領域研究については、領域を大
学主導で指定する方式（課題創成型）と学内研究者の

提案の中から策定する方式（課題領域提案型）の2通
りを策定し、「身体能力開発学への挑戦」、「持続可能
な社会システム構築のためのソーシャル・ウェルフェア
の新展開」、「エネルギー変換工学の現代数学との融
合による進化と社会実装」、「バイオサイエンス研究の
新たな国際展開」の4領域を採択し、2017年度より始
動させる。この4領域に対しては、事業の推進、活性化
を図るためURAがプロジェクトマネージャーとして参
画することとした。

（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
❶総長室内に「社会連携課」を設置
本学では、多くの自治体等との連携や企業との共同

研究・受託研究・寄附講座設置等の社会連携を進めて
きたが、これまで以上に企業、自治体、一般の方、校友、
寄付者等を含めたあらゆるステークホルダーとの関係
を強化することが必要不可欠と考え、2016年10月に
総長室内に社会連携に関する総合窓口「社会連携課」
を設置した。
社会連携課では、従来型の連携に加え、例えば、県

庁や市役所等の自治体・地元企業と本学との三位一体
の連携などをはじめとし、既存の概念・枠組みを超え、
本学のリソースを活用した新たな連携モデルの構築を
進めていく予定である。
❷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
2014年度からスポーツ科学学術院と連携して開始

した「WASEDA'SHealthStudy」（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）

◆国内外のあらゆるステークホルダーとの関係を強化する
ことを目的として、総長室内に「社会連携課」を設置した。

◆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、
オリンピック・パラリンピック事業推進室を設置し、2020
年東京大会に向けた準備をスタートした。

◆早稲田大学百五十年史の編纂を開始し、収集資料・調査成
果を継続的に大学Webサイトで逐次公開した。

◆早稲田文化の国際発信として、「国際日本学」との連携事
業を実施し、国際文化交流を図った。

◆坪内博士記念演劇博物館、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た。
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について、校友会との連携を強化し、東京都23区を中
心とした支部・稲門会単位での関係を構築した。
また、2015年度から引き続き実施している、現役学

生と若手校友が交流し、学生の就職活動や進学などの
将来について気軽に相談する、校友会発のイベント
「先輩と語ろう！」をブラッシュアップして実施した。

なお、自治体等と連携した事業を推進することを目
的に、自治体（奈良県、佐賀県、三重県熊野市、岐阜県
美濃加茂市、川口市、西東京市等）から教育・調査研究
事業を受託し実施した。

2）文化資源・情報の発信
❶早稲田大学百五十年史編纂開始
『百五十年史』第1巻の編集作業、第2巻の構成案の
検討を進めるとともに、早稲田大学大学史セミナーを
「大学アイデンティティーの確認とアーカイブズの充
実、そして沿革史の編纂」と題し6月に開催した。1月
には「私立大学に於ける情報公開と文書管理」と題し
開催し、『百五十年史』編纂事業の理念と計画、進捗状
況等に合わせたテーマについての報告、公表を行った。
また、早稲田人名データベースの収録データの拡充、
戦争犠牲者および戦争体験聞き取り調査を実施し、過
去の聞き取り調査の内容を『早稲田大学史紀要』第
48巻に掲載した。さらに『早稲田大学百年史』のデジ
タル化・Wiki化を進め、Wikiシステムβ版（パイロット
版）を構築した。
❷文化・芸術の推進とキャンパスからの文化発信
東京国立博物館にて開催された特別展「日韓国交

正常化50周年記念ほほえみの御仏－二つの半跏思
惟像－」に合わせて早稲田大学国際会議場にて国際
シンポジウム「古代日韓の仏教文化」を実施した。文
学学術院と連携し、早稲田大学坪内逍遙大賞受賞者、
伊藤比呂美氏のワークショップ「日本の古典を現代語
に訳してみる」を2016年5月に戸山キャンパスで実施
した。本庄キャンパスに所蔵しているオセアニア資料
について紹介する展示「パプアニューギニアとの出会
い」を2017年3月に大隈タワー125記念室で開催し、
卒業式の時期に合わせ、多くの来場者をみた。

❸早稲田小劇場どらま館の展開
早稲田小劇場どらま館芸術監督として文学学術院

の宮沢章夫教授を迎えた。これにより、一定の芸術性
を担保しつつ、良質な舞台芸術の提供が可能になった。
2016年度の開館日数は289日、公演団体は61団体
と昨年度を上回る実績を示し、このうち、どらま館を舞
台とした学生団体の公演は35団体と半数を超え、学
生にとって活発な演劇活動の場となってきた。また、招
聘公演としてMSPIndiesシェイクスピア・キャラバン
による『セミ・リーディング・サーキットクレオパトラ（島
村抱月脚色版に基づく）』、劇団サンプルによる『ひとり
ずもう２』、地点による『CHITENの近現代語』、演劇ユ
ニットバストリオによる『TONTO』、村川拓也氏による
『Foolsspeakwhilewisemenlisten』（ 同 時に
ワークショップも実施）を実施した。

展示「パプアニューギニアとの出会い」

早稲田小劇場どらま館開館１周年記念企画
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❹早稲田大学歴史館（仮称）の準備
2018年3月、早稲田大学の過去、現在、未来を見せ

る「早稲田大学歴史館（仮称）」を早稲田キャンパス内
にオープンする計画であり、2016年度は設立準備委
員会を設置して、開設に伴う諸準備を進めてきた。
❺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
坪内博士記念演劇博物館、會津八一記念博物館、

大学史資料センター等が所蔵する貴重資料を、イン
ターネットを通じて広く学外に対して公開するシステム
「早稲田大学文化資源データベース」の構築を進めて
おり、2017年度中に一般公開をする予定である。

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て、

2016年10月にオリンピック・パラリンピック事業推進
室を設置した。推進室では学術交流・文化交流の展開、
国内外のアスリート支援、学生ボランティアの活性化、
オリンピック・パラリンピック関連教育の実施、学内ス
ポーツ施設の利用支援等の施策を推進し、大会を契機
として、オリンピック・パラリンピック・レガシーの創出と
本学の国際的なプレゼンスの向上を目指す。さらに、
2019年3月に予定されている「早稲田アリーナ」の竣
工にあたり、120年に及ぶ早稲田スポーツの歴史と伝
統を顕彰することで、本学関係者の誇りを醸成すると
ともに、本学が築き上げてきたスポーツ文化の継承と
発展に寄与するために、スポーツミュージアムを整備
する準備に取りかかっている。

なお、2016年度より世界的なスポーツメーカーで
あるアシックスと組織的な連携を進めており、スポーツ
を通じたグローバルリーダーの育成、競技水準の向上
に努めている。

（4）進化する大学の仕組みの創設　

1）組織基盤の強化�
❶事業・財務計画会議の設置
「翌年度事業計画の重点方針策定～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～
翌年度に事業評価～事業計画の修正・廃止・統廃合」と
いった大学の事業計画策定における一連のPDCAサ
イクルを確立するため、総務部・財務部・総長室（経営
企画課）等の関連箇所が連携して、事業・財務計画会
議を設置し、事業計画と予算編成の連動をはかった。
❷大学ガバナンスの強化
大学ガバナンス検討委員会において、引き続き検討

◆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、大学すべての業務を支
える仕組みの検討を行った。

◆大学の事業計画策定と予算編成の連動による一連の
PDCAサイクルを確立するため、「事業・財務計画会
議」を設置し事業計画と予算の連動を図った。

◆「女性活躍推進法」に基づき、男女共同参画・ダイバーシ
ティの取り組みを推進した。

◆常時資金獲得体制の構築を目指した「WASEDAサ
ポーターズ倶楽部」やその他の募金活動により、目標額
37億円を超える寄付金額を達成した。

◆教育・研究環境の整備として、多様なラーニングスペー
ス整備、安全安心なキャンパス整備、早稲田アリーナ建
設計画の推進に取り組んでいく。

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
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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
の強化に努めた。
また、特に2016年度は、総長選挙制度、理事会の

機能、権限規則、各委員会の権限と位置付け等につい
て検討した。
❸大学運営システムの構築
10月より新文書管理システムを稼働し、各種承認・

決裁の電子化を実現した。起案から決裁までの日数の
短縮および内容チェックの強化などの効果が認められ
た。2016年度の状況を整理したうえで、効果の検証
を行う。
研究支援・財務システムについては、2017年4月か

らの稼動を予定していたが、検証作業に十分な時間を
費やすこととし、稼動時期の延期を決定するとともに、
第三者評価をふまえた上でのリプランを策定すること
とした。
人事システム、出張システムについては予定どおり

進捗し、システムの構築に着手している。
次期システムでは、業務効率化による直接的なコスト

削減効果に加え、現行システムでは実現困難であった
次の新たな価値の実現を可能とし、「Waseda
Vision150」実現のための強力なツールとして構築
を進める。
・エビデンスに基づく意思決定・経営判断�

大学におけるさまざまなレベルの「事業」にかか
わるコストを、精緻かつタイムリーに把握し、管理・
評価することにより、財政規律の強化と客観的
エビデンスに基づく意思決定・経営判断を実現
する。

・共通的管理コスト低減と理事会・学術院政策財源
の創出�
決裁のオンライン化・ペーパーレス化による意

思決定の迅速化とコスト削減、「事業」コストの透
明化による共通的管理コストの低減に向けた標準
化・共通化・効率化を推進するとともに、予算の柔
軟性を高め、理事会や各学術院の政策目標達成
のための裁量的財源を創出する。

❹IR（Institutional Research）機能の強化
教育研究活動、財務および募金など本学の経営情報

に関するデータを統合し多角的に分析することにより、

毎年度の事業計画をより精緻なものにして、教育研究事
業のPDCAサイクルを進化させる。その環境整備のため
に、2015年度に導入した統合データウェアハウス
（DWH）ならびに分析ツール（SASVisualAnalytics）
の本格運用を開始した。
2016年度は奨学課と「早稲田大学の奨学金施策

の現状と今後の課題（目指せ!都の西北奨学金受給学
生の傾向分析を中心にー」に関する分析を、留学セン
ターと「学部別留学意識実態調査ー派遣留学促進に
活かすー」に関する分析をそれぞれ実施し、大学総合
研究センターと各箇所が協働してIRを強化する「分散
型IR」を推進するための枠組みを整理することができ
た。
また、教務課、学生生活課、国際課など、事務担当者

によるIR担当者連絡会を月1回程度開催し、学内にお
けるアンケート等のデータ分析状況の共有を実施する
ともに、学生の入学前から卒業後までのアクティビティ
を把握する、エンロールマネジメントIR（EMIR）のため
の取得データ項目の整理を実施し、今後のデータ取得
につなげることができた。
❺男女共同参画・ダイバーシティの推進
男女共同参画推進に加え、セクシュアル・マイノリ

ティおよび障がい者に関する施策を進めるため、従来
の男女共同参画推進室を「ダイバーシティ推進室」と
改めるとともに、関連施設である早稲田キャンパスの
授乳搾乳室のリニューアル、および西早稲田キャンパ
スに女性専用休憩室を新規に整備した。さらに「女性
活躍推進法」の行動計画である女性教員採用比率
5年間平均20％以上とすることについて、2016年度
の結果が20.8％となり、単年度では目標を上回った。
女性職員管理職比率向上については、主任となる女
性の比率を前年度以上とすることができたことに加え、
管理職者（既卒）募集において「女性積極採用（ポジ
ティブ・アクション募集）」を行った。
❻職員人事諸制度改革と職員業務構造改革
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
するための新たな人材育成プログラムの導入などを目
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指す、新たな人事諸制度の実施に向け調整を進めた。
また、次代を担える職員（グローバル人材、高度専門

人材等）の採用に向けて、国内外で開催された外国人
対象の企業説明会、2015年に引き続き規模を拡大し
て実施された8大学（早稲田大学、青山学院大学、慶
應義塾大学、上智大学、中央大学、法政大学、明治大
学、立教大学）合同職員説明会に参加した。大学職員
の魅力を伝え、職員採用に関わる情報発信を強化する
などの採用活動を進めた（23名の専任職員を採用）。
さらに、今後の職員に求められる能力・専門性等要件

に基づき、管理職を対象とした4種類の新規研修プロ
グラムの導入、女性リーダーを育成するためのダイ
バーシティ研修の実施、オンライン語学講座の充実、
フィリピンのデ・ラ・サール大学の語学研修に13名の職
員を派遣するなど、職員の能力開発を進めた。
職員業務構造改革については、業務の効率化、人的

資源の有効活用を図り、オール早稲田による国内外で
の入試広報体制の強化、学生窓口業務集中化の対象
学術院拡充、研究総合支援センターの運営体制改善
など、学術院事務所に分散する共通業務の集中化によ
る価値創造・サービス向上を推進した。
❼サイバーセキュアキャンパスの整備
利用者が安心して安全に利用できる情報セキュリ

ティの強化と日常的な各種情報システムの利用促進
の両面から整備した。
情報セキュリティの強化については、標的型攻撃等

の不正アクセスに対する監視・防御の技術的対策の対
象をさらに広げ、学外からの不審通信に対して常時監
視・防御する体制を構築するとともに、2017年1月に
全職員を対象とした標的型攻撃メール対策研修を
2015年度に引き続き実施し、日常的な注意や連絡手
順の定着を図った。標的型攻撃メールに関する対策用
オンデマンドコンテンツを事前に受講した職員につい
ては、昨年度に比較し研修効果が認められ、今後はオ
ンデマンドコンテンツの受講率100%を目指していく。
また、激甚災害時の事業継続性を確保するために各種
情報システムが復旧できる仕組みについて、2016年
度より設計に着手した。
一方、各種情報システムの利用促進のための取り組

みとして、主要教室・ラーニングコモンズへの無線
LANアクセスポイントの設置をさらに進めた。西早稲

田キャンパスは、全体の整備が完了し、教室の導入率
が100%となった。他の主要キャンパスの2016年度
末の教室導入率は、早稲田キャンパス90%（今後の利
用予定が未確定な号館を除く）、戸山キャンパス80%、
所沢キャンパス100%となった。今後は導入率ととも
に、授業において無線LANがスムーズに利用できる接
続環境の整備を進めていく。また、2016年8月に学
生・校友向けメールシステムを一新し、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サービ
スを開始した。
❽学生・教職員・校友向けポータルサイトの刷新
既存のWaseda-netポータルの機能を再配置し、教

育支援や研究支援のみならず、各種会議、各箇所によ
る学生や教職員、校友へのサービス提供の基盤として、
PC以外にもスマートフォンやタブレットでも利用できる
ポータルサイト「MyWaseda」を2016年2月にリリー
スした。リリース後に明らかとなった性能と運用に関わ
る問題点の抜本的な改善と各種機能強化を、2017年
3月に実施した。
今後は新ポータル機能の特性を活かした導入効果

の最大化を目指し、利用者への情報提供の改善を実施
していく。
❾早稲田ブランドのさらなる強化
Webサイトリニューアルの完了により、大学の持つ

様々な魅力や多様な取り組みについて多角的に発信す
ることが可能となった。箇所からのニュース発信も飛躍
的に増大し、Facebook、twitterといったSNSと連動
することで、発信力が大幅にアップした。加えて、ヘッド
ライン、トピックス、インフォメーション等の機能を明確
にし、ニュースの内容やインパクトによって広報課が主
体となって適切に配置するとともに、大学として発信し
たい情報を厳選し、一定期間目に触れるよう工夫した。
これにより、最新の情報や取り組みを効果的に発信し、
見た目にもわかりやすいWebサイトを展開した。
さらに、年間400本超の英語によるニュースを発信

し、年々PV数を増やしている。
これに加え、大学の魅力を13ヶ国語で発信する

Webサイト「WHYWASEDA?」の展開、海外在住の
校友、協定校等を対象としたメールマガジン
「WasedaDigest」の発行、大学の国際ランキングを
発表しているQS社のWebサイトにおける効果的な情
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報発信、Facebookが普及している国における現地語
によるファンページの開設など、多岐にわたって海外
発信力を強化している。
様々な環境が変化するなかで、本学のブランド力の

更なる向上を目指して改訂された「UIシステム　デザ
インガイドライン」のもと、学内はもとより印刷やWeb
作成を依頼している主だった業者にも周知、徹底をは
かるとともに、公式グッズを適確に管理することでUIの
浸透を図った。
2015年度に続き、大手広告代理店と連携して広報

戦略プロジェクトを進めた。入学式とオープンキャンパ
スにおいて特大のメッセージボードを設置し、大学から
のメッセージカードを配布するなど、新入生や受験生に
対して激励と歓迎のメッセージを広く発信した。

2）財政基盤の強化�
❶予算編成のあり方
大学を取り巻く財政・競争環境は年々厳しくなってお

り、強固な財政基盤を構築するための支出抑制策を実
施する一方で、教育研究環境の充実に必要な投資を
継続的に実施しなければならない、という2つの相反す

る課題に直面している。そのためには、従来以上に費
用対効果を検証し、メリハリのある予算編成を目指す
必要がある。具体的には、「WasedaVision150」で
掲げた重要課題を達成するための施策を「重点項目」
と位置づけ、予算の優先配分を行うとともに、PDCA
サイクルの確立を進めた。2017年度予算では、支出
の大幅な見直しを行ったものの、財政指標として掲げ
た経常収支差額の一定額確保（経常収支差額50億円、
内、施設設備を維持する財源としての一般財源での
20億円の確保が目安）は達成できなかったが、教員の
増員や奨学金の増額等、教育研究環境の充実を図る
ための予算を確保した。特に、新規事業についてはそ
の効果を検証する仕組みを導入するなどして、引き続
き事業と予算の一体化を進める。
❷事業別予算制度の構築
2016年度は引き続き、事業別予算制度の基盤とな

る次期法人システムの設計を最優先課題として取り組
んだ。費用対効果を考慮しながら、実効性の高いシス
テム構築を目指すとともに、予算の事業別体系整理は、
事業計画策定におけるPDCAサイクルを回すための
事業評価のプロセスと密接に係ることとなるため、次
期法人システムで使用する新たな事業別体系につい
て、関連箇所との連携を取りながらシステムの構築を
検討した。
❸あるべき学費体系の検討
大学を取り巻く環境、社会情勢に鑑み、社会的に説

明責任が果たせる学費体系の構築を目的として、大学
財政の中長期的な見通しを踏まえた分析や、他大学の
学費改定の調査を行うなど、学費の設定根拠を分析す
ると同時に、学生に還元されるべき教育の質および教
育環境の改善・研究活動の充実に応じた「あるべき学
費体系」について抜本的な検討を進めた。
❹常時資金獲得体制の構築・収益拡大事業の支援
2016年度の寄付総額は37.6億円（金銭・物品合

計）となり、目標の37億円を達成した。
恒常的な募金制度である「WASEDAサポーターズ

倶楽部」および「教育振興資金」については、中長期
的視点に立った募金戦略のもと寄付金募集活動を推
進した。また、2016年4月に発生した熊本地震発生後
には、関係箇所とともに迅速な対応を行い、復興支援
活動にかかる支援金および被災地への義援金を募っ

オープンキャンパスにおけるメッセージボード
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た。義援金は全額を被災地に送り、支援金については
「WASEDAサポーターズ倶楽部」において2017年
3月まで継続的に募金活動を行った。ここで集まった支
援金は被災学生の就学支援や被災地域における復興
支援活動に生かされている。なお、「WASEDAサポー
ターズ倶楽部」への寄付金の一部をもとに創設した
「WSCメンバーズ基金」（基金総額26億円：2016年
度末）の果実により、各種学生支援と教育研究活動の
充実のために2016年度は7つの事業（下表参照）を
支援した。
2015年9月から開始している「新記念会堂（仮称）

募金」（募金期間：2020年3月まで）については、新記
念会堂（仮称）の名称が2016年10月に「早稲田ア
リーナ」に正式決定したことを受け、「早稲田アリーナ
募金」として積極的な募金活動を行った結果、累計寄
付金額は目標額20億円に対して、その半分である10
億円を獲得することができた。
さらに、様々な寄付者の“想い”に応えるべく、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」の募金活動を開始するとともに、体
育各部による強化募金の支援やクラウドファンディン
グの導入など、寄付メニューを充実させ、外部資金獲
得活動を強化した。
寄付者に対しては、ニューズレターの発行、メールマ

ガジンの定期配信のほか、学内広報誌やＷebサイト上
における情報発信にも努めた。また、「WASEDAサ
ポーターズ倶楽部エグゼクティブ・フォーラム」を年2

回開催し、名誉称号贈呈者を招待するなど、寄付者へ
のアフターフォローについては継続的に実施している。
なお、2016年の10月に、あらゆるステークホル

ダーとの関係を強化することを目的に、これまでの渉
外局と募金課を改組し、総長室内に社会連携に関する
総合窓口「社会連携課」を設置した。このことは、寄付
に限定されない多様な連携・多様な資金獲得にも寄与
しうることである。
❺校友会費の恒常的確保のための校友会認知度拡大
校友会費4年次納入制度（卒業時に10年分の校友

会費前払い）の期限切れへの対応として、ダイレクト
メールによる納入依頼などの施策を実施した。
また、在学生に対して、メールによるお知らせ等や校

友会が行う各種イベントを通して、校友会の認知度を
高めていき、在学時から母校愛の醸成を図った。なお、
校友会費納入の促進施策として、先ず学内の教職員
の納入率向上を目指した。

3）教育・研究環境の整備
❶多様なラーニングスペースの整備
2016年度も学びの場の整備・充実および学生アメ

ニティ施設の拡充を重点的な施策と位置付け整備を
進めた。
早稲田キャンパスでは、7号館2階に対話型、問題発

見・課題解決型授業を行うための教室整備を行うとと
もに、ダイバーシティ推進に向けた環境整備の一環と
して、授乳搾乳室・「だれでもトイレ」を新設した。また、

2016年度ＷＳＣメンバーズ基金�支援対象事業一覧�

1
WSCメンバーズ基金グローバル人材育成奨学金
＊  派遣留学プログラムのうち、ダブルディグリープログラムおよび交換留学プログラムにより海外の大学に留学する本学学部正規学生の中で特に成

績優秀者10名（最大）に対して年額100万円の奨学金を給付。

2
WSCメンバーズ基金寄附講座�「ダイバーシティ・男女共同参画を学ぶ」の支援
＊  2015年度から「ダイバーシティ・男女共同参画」に関する全学共通設置科目を設置。講座運営費<報告書（講義録）作成費等含む>を支援。 

3
国際コミュニティセンター（ICC）学生スタッフリーダー育成プログラムへの支援金�
＊  プログラム運営経費に充当。 

4
平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）公認団体への活動支援金
＊  1年間の活動実績発表コンテストの上位団体への活動支援金を副賞として給付（実費分のみ支給）。 

5
スーパーグローバル大学創成支援（SGU）への支援金
＊  スーパーグローバル大学創成支援事業の経費のうち補助金で賄えない補助対象外経費について、特に6モデル拠点の教育・研究活動における学生渡

航費等として配付。 

6
体育各部強化のための戦略的資金への支援金
＊  校友の関心事項の一つである体育各部、特に最重点強化部強化のための戦略的資金として配付。 

7
東北復興支援スポーツボランティア事業への支援金
＊  2011年より継続的に実施している東北地方復興支援を目的とした体育各部によるボランティア活動への事業資金として配付。なお、当事業は

2014年度よりWAVOCから競技スポーツセンターに移管されている。 
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2016年度寄付受理<寄付種別>�
種別 件数 金額（円）

1 指定寄付金 4,016 26.9% 1,103,131,927 35.3%

2 各種基金 757 5.1% 34,407,745 1.1%

3 各種資金 2,518 16.8% 256,495,391 8.2%

4 寄付講座 220 1.5% 183,918,413 5.9%

5 教育振興資金 581 3.9% 93,246,614 3.0%

6 WASEDAサポーターズ倶楽部 4,039 27.0% 988,036,030 31.6%

7 政経130周年記念
グローバル･リーダー養成ファンド 20 0.1% 22,712,000 0.7%

8 早稲田アリーナ募金 2,795 18.7% 442,734,434 14.2%

金銭寄付合計 14,946 100.0% 3,124,682,554 100.0%

物品寄付合計 266 － 635,997,541 －

総計 15,212 － 3,760,680,095 －

早稲田キャンパスの学生の利便性向上を目的として、
6号館1階に「CSpace（キャリアセンター分室）」を整
備し2017年4月に開設した。
西早稲田キャンパスでは、57号館2階にラーニング

スペースを拡充し、所沢キャンパスにおいては図書館
内に新たなラーニングスペースの整備を行った。
❷キャンパス整備方針
各キャンパスの中長期的な整備に向け、「Waseda

Vision150」の実現、スーパーグローバル大学創成
支援（SGU）事業の推進等、施設整備に対する新たな

2016年度寄付受理<寄付者区分別>�
区分 件数 金額（円）

1 法人 486 3.3% 1,102,119,775 35.3%

2 団体      557 3.7% 603,821,084 19.3%

3

個
人

校友 8,621 57.7% 1,021,098,169 32.7%

4 父母 1,081 7.2% 156,822,577 5.0%

5 一般 688 4.6% 137,698,943 4.4%

6 教職員 3,513 23.5% 103,122,006 3.3%

金銭寄付　合計   14,946 100.0% 3,124,682,554 100.0%

ニーズをふまえた計画の検討を進めた。また、既存施
設の最適な利用計画を推進した。
安全安心なキャンパス整備施策として、大規模空間

天井の耐震改修、法改正により既存不適格となったエ
レベーターの更新等を進めるとともに、バリアフリーに
ついては、障がいのある方に対する配慮に加え、ダイ
バーシティ推進に向けた環境整備の一環として、学内
の多目的トイレの名称を「だれでもトイレ」に統一し、ピ
クトサインを整備するとともに拡充を図った。

「早稲田アリーナ」完成イメージ図

29Waseda  Ann ua l  R epo r t  2016

学
校
法
人
の
概
要

数
字
等
で
見
る
早
稲
田

財
務
の
概
要

2
0
1
6
年
度
事
業
の
概
要



❸「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」としての建設
計画を推進し、2019年3月からの利用開始を目指し、
2016年2月より着手した新築工事を予定通り進めた。
なお、学生・生徒、校友等関係者による名称公募を経

て、2016年10月、建物名称を「早稲田アリーナ」に、
建物屋上の緑化広場空間の名称を「戸山の丘」にそれ
ぞれ決定した。
❹主なキャンパス等整備事業
早稲田キャンパスでは、7号館2階に対話型、問題発

見・課題解決型授業を行うための教室整備を2017年
1月末に完了した。また、新たな教育環境整備事業とし
て早稲田通り新教室棟（新29号館）が2017年3月末
に完成した。
戸山キャンパスでは、2019年3月からの利用開始

を目指し、早稲田アリーナ新築工事を予定通り進めて
いる。
西早稲田キャンパスでは、57号館2階ラーニングコ

モンズ整備を2016年9月末に完了した。
所沢キャンパスでは、100号館4階図書館ラーニン

グコモンズ整備を2017年3月末に完了した。
本庄キャンパスでは、ドミトリーからの改修による本

庄セミナーハウス整備を2017年3月末に完了した。
❺安全安心な環境整備
・大規模空間天井の耐震改修工事（Ⅱ期）（2017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
（Ⅳ期）（2017年3月末竣工）

附属校・芸術学校2

（1）早稲田大学高等学院
スーパーグローバルハイスクール事業の研究課題に新
テーマ「体験の言語化」を加え、新たな取り組みを始めた。
新たにドイツ、中国の学校と協定を締結した。「1年間の留
学期間を含む3年卒業の制度」の2017年度導入の環境
整備を行った。

1）概要
高等学院は2016年に、新制高校、高等学院として

発足して67年目を迎えた。2010年度には中学部を開
設し、その第1期生が2016年4月、学部へと進学した。
急速にグローバル化が進み、国際社会において改めて
日本のあり方が問われる今日、これまでにない取り組
みも含め、さまざまな教育活動の展開に着手した。日本
の教育全体に求められる役割を念頭に、学部卒業後も
社会に貢献することのできる「地球市民」としての基
本的資質を育成していく。2014年度に高等学院は文
部科学省よりスーパーグローバルハイスクール
（SGH）に指定され、長年のスーパーサイエンスハイ
スクール（SSH）としての実績に加え、新たな成果を残
すことができた。2016年度は、これまでの実績をさら
に充実させつつ、一人ひとりの生徒をそれぞれに相応
しい学部へと進学していくことができるよう、将来に向
けた新しいプログラム開発の検討を始めた。

2）主な事業
❶Waseda Vision 150と高等学院の将来構想の

具体化
「WasedaVision150」をふまえ、高等学院にお

いても教育内容の改革と新たな取り組みを始めた。文
系・理系に関わらず基礎的な教養を充実させ、学部で
の専門に円滑に入っていくことができるよう教育課程
を改めたが、その成果を検証しつつ、学部・学術院との
共同事業を推進し、学部の教育内容にふさわしい「接
続教育」ができるよう環境を整えるように具体策の検
討を進めた。2014年度に採択されたSGH事業は「多
文化共生社会におけるグローバルリーダーの育成」を
研究課題としているが、この研究課題に沿って7つの
プログラムを展開した。2016年度においてはドイツに
おける移民・難民問題もテーマに加え、10月には生徒
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と教員の研究チームをベルリンに派遣した。また、中国
にも生徒を派遣し、グローバル社会に生きる生徒の能
力涵養に資することができた。スーパーグローバル大
学創成支援事業（トップ型）に指定された大学とも、
「体験の言語化」プログラムの導入検討など協力しな
がらSGH事業等を進めた。
2016年度はドイツ（ベルリン）、中国（北京）の学校

と協定を締結した。韓国のハナ高校主催の国際シンポ
ジウムにも参加した。その他これまでの各種の国際交
流プログラムも継続的に進行させた。短期派遣も含め
た海外研修派遣生徒数が、2015年度の89名から
145名に増加したことも特筆すべきであろう。
❷日常教育活動全般の充実と改善
中学、高校で教育内容、指導方法に違いはあるもの

の、どちらにおいても教科活動、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教員
がさらに工夫する具体策の検討を始めた。アクティブ
ラーニングを含め、さまざまな分野の指導だけでなく、
評価や発達障がいに関する最新の知見を取り入れると
ともに、実践的な対応を始めた。個々の教職員が自主
的にFDの意識を高められるような環境整備を、緩やか
な形態で進めた。
充実した教科指導に加え、生徒の国際交流、部活動、

プロジェクト活動などへの支援を、同窓会の力添えなど
を得て物心両面で充実させたことを通じて、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、内容を充実させた。
❸中学部と高校の効果的な連携
これまで中高においてそれぞれの自立と協力が効

果的になされてきた。高校の学芸発表会と中学部学習
発表会の同日開催、同窓会学術研究奨励金支給、論
文作品集に中学部生徒作品も所収対象とするなど、連
携してきたが、2016年度は生徒同士の交流をさらに
積極的に支援し、SSH、SGH活動なども含め、自己を
成長させる様々な可能性に、早いうちから挑戦してい
く機会を創造し、意欲を涵養した。
❹留学を含む3年卒業
生徒の正規留学を促進し、積極的に支援するために、

「1年間の留学期間を含む3年卒業」の制度を2017年
度から導入することを決定した。2016年度は、この留
学制度が円滑に実施できるよう環境を整えるとともに、

その内容について説明会などを複数回開催し、生徒・
保護者に周知し、派遣留学生数の増加に向けた働きか
けを行った。

❺各学術院との連携強化
各学術院は「WasedaVision150」のもとで、そ

れぞれ教育に新たな取り組みをしている。その方向性
を踏まえて、学術院と協力しつつ、一貫性をもつ教育
プログラムを開発し連携を深める方向性を検討した。
各学術院におけるリクルート戦略の中で、高等学院の
育てる人材が進学後その存在感を示すことができるよ
う、一貫教育の観点でさらなる協力体制の具体像につ
いて検討を始めた。
❻大地震への備えと生徒・教職員の安全確保
新体育館棟竣工に伴い、備蓄がより確実におこなわ

れるようになった。東日本大震災時には200名近い生
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ことと併せ、AEDや担架、
応急対応品の配置などを確認し、一部で改善を実施
した。

「日本人の美徳」についてのグループプレゼンテーション
（XavierCollegeにて）

XavierCollegeカフェテリアでのFarewellPartyで
校歌「都の西北」を熱唱
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（2）早稲田大学本庄高等学院
◆高大一貫教育の充実につなげるべく、多面的評価によっ
て学部推薦を決定するＧ選抜制度の制度設計を行った
（2018年度開始）。
◆留学期間を含め3ヶ年で卒業・学部進学が可能な新たな
留学制度を立ち上げた（2017年度施行）。

◆新カリキュラムの特色のひとつである学際的な教科横断
型学習プログラム「大久保山学」を「総合的な学習の時
間」を使って実施する体制を整えた（2017年度開講）。

1）概要
早稲田大学100周年を記念して創立された本学院

は、2012年に30周年を迎えた。「WasedaVision
150」で提示した将来構想をさらに発展させたロード
マップを作成し、創立40周年（2022年）を目途に、新
たな第二ステージの完成を目指すべく取り組んだ。
30余年の教育成果を踏まえつつ更なる革新を遂げ、

附属校としての責務を果たすだけでなく、アジアにお
ける交流校のハブとなること、および地域のグローバ
ル化の拠点を目指し、次の事業を行った。

2）主な事業
❶早稲田大学の中核となる人材、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、大学のコアとなる人材、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、スーパーグロー
バルハイスクール（SGH）プロジェクトの様々な活動を
通して国内外の高校、大学や企業、地域社会と交流・連
携し、社会課題に協働で取り組んだ。特に2016年度は
SGH活動の2年目の中間報告として2016年12月
19日～22日の4日間、高校生国際シンポジウムPre-
WaISEC（WasedaInternationalSymposiumon
EducationandCulture）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。
・修学旅行をベースにした中国・韓国・台湾の協定
締結校との交流をさらに深化させた。例えば台湾
の臺中市立臺中第一高級中等學校は、隔年に本
学院を訪問し文化・学術交流を行い、着実な協同
成果をあげている。

・交流プロジェクトの企画運営においてはスーパー
サイエンスハイスクール（SSH）指定校として蓄
積した10年以上におよぶ成果と知見を活用して
いる。海 外 一 流 校であるNationalJunior
College（シンガポール）やマヒドール高校（タイ）
等とは、サイエンス分野における双方向の学術交
流が継続的に行われ、本学院と海外協定校との
関係を盤石にしている。

・高校段階での積極的な海外留学を促進する制度
を整備した（2017年度施行）。今まで海外へ生
徒が留学する際は休学扱いとなり、卒業に4年を
要していたが、留学期間を含め標準就業年限の
3ヶ年で卒業・学部進学が可能な留学制度を立ち
上げた。

❷高大一貫教育の充実
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
い心身を育てる。
・文理いずれの分野に進んでも対応可能な学力を
身につけ、将来においても様々な分野で要請され
る基礎学力を涵養するため、新カリキュラム体系
のさらなる整備・充実化を進めた。

・新カリキュラム適用2年目において、3年時にお
ける理系コース選択者が大幅増となり、進路選択
における文理のバランス化を図った。

・「自ら学び自ら問う」という基本方針を具体化した
「卒業論文」をさらに充実させる。2016年度、卒
業論文の新たな評価方法を確立した。カリキュラ
ム上も2017年度から週1時間の「課題探求」の
時間として配当し、探求型学習指導の実践を具
体化した。

・InboundおよびOutbound双方の留学制度を整
備・充実させグローバル化を推進する。

・SGH効果もあり、これまでにない多くの学院生が
積極的に海外へ出て、様々なチャネルやレベルで高校生国際シンポジウムPre-WaISECの様子
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の国際交流活動を行った。
・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選抜制度の制度設計を行った（2018年度開始）。

❸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。
・本学院独自の教科横断型プロジェクトである「大
久保山学」をカリキュラム内（「総合的な学習の
時間」）に位置づけ、2017年度開講の準備を整
えた。学際的な知見の習得とともに、知識や学問
が実際的に活用されることを体験させる。

❹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り組みの強化計画整備
・「WasedaVision150」の本庄高等学院の将
来展望に示したとおり、「全国・世界型」をさらに
進めるとともに、生徒寮新設（2018年度竣工予
定）を機会に「男女共同参画」にも積極的に取り
組む。「寮」を有する直系の附属校としての特色
や存立意義を再確認・強化するための計画を策定
していく。

（3）早稲田大学芸術学校
「文科系社会人を対象とした建築の高等教育を行う国際
的なスーパースクールを目指した専門学校と大学院との
連携体制の強化」をテーマに、教育水準の一層の向上を目
指した。

1）概要
芸術学校は1911年の工手学校としての創立以来、

105年の歴史を有する夜間の教育機関として、常に時
代の求める職業人育成を行ってきた。2011年には建
築に特化した高度建築家養成機関として再編され、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目指して再スタートが切ら
れた。ここでは、第一線で活躍する建築家や大学教授
陣による、少数精鋭主義をモットーとしたスタジオ制に
よる親密で丁寧な指導が行われ、優れて高い成果を上
げてきており、建築科（2年制）と建築都市設計科
（３年制）の２学科構成による、次の3つの大きな教育
方針を掲げた、教育を実践している。

①共につくるcollaboration
②個性をのばすoneononeteaching
③領域をこえてbeyondthegenre
2016年度は、さらなる飛躍を実現すべく昨年度に

引き続き「文科系社会人を対象とした建築の高等教育
を行う国際的なスーパースクールを目指した専門学校
と大学院との連携体制の強化」をテーマに掲げ、教育
水準の一層の向上を目指し、「WasedaVision
150」に提示した将来構想の具体的諸計画をより強力
に推進した。

2）主な事業
❶広報戦略の強化
芸術学校の知名度、プレゼンスの向上とより多くの

優れた学生の確保を目的として、次の事項について重
点的に取り組んだ。
①芸術学校Webサイトのリニューアルを機に、より訴
求力の高いコンテンツの掲載に努めるとともに、外
部求人サイトにおける情報提供を試行的に展開した。

②社会で活躍する卒業生のポートフォリオを題材とし
たパンフレットを作成し、芸術学校における教育内
容や卒業後のイメージについて分かり易く紹介した。

③本学学部学生からの入学希望者掘り起しのため、
これまでの西早稲田キャンパスに加え、新たに所
沢キャンパスと早稲田キャンパスにおいても学校
説明会を開催した。

❷若手建築家や著名建築家の招聘による教育力の拡大
有力な若手建築家と著名建築家を適宜招聘するこ

とにより、時代のニーズをタイムリーに捉えた教育内容
の刷新と強化を実現した。
❸創造理工学部建築学科との連携強化と相互交流の促進
2015年度より開始した創造理工学部建築学科と

の特別聴講制度における授業内容の充実を図るととも
に、建築講演会やワークショップ等イベントへの創造
理工学部学生へ
の参加を呼びか
け、学生レベルの
相互交流をより
深化させた。

2016年第1回建築セミナー
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教育研究活動の一層の充実に向けて

■�各種ご寄付に関すること：総長室社会連携課（募金担当）
� � TEL�03-3202-8844��FAX�03-5286-9801��E-mail�:�kifu-ml@list.waseda.jp

【お問い合わせ先】

上記の各種募金をはじめ、早稲田大学へのご寄付の詳細・お申込みについては、
下記のサイトをご覧いただきますようお願い申し上げます。

http://kifu.waseda.jp

「WASEDAサポーターズ倶楽部」、「中野国際コミュニティプラザ～国際学生寮（WISH）寮費低減支援～」、
「早稲田小劇場ネクスト・ジェネレーション募金」、および「早稲田アリーナ募金」へのご協力のお願い

WASEDAサポーターズ倶楽部
2009年4月に「早稲田大学後援会」からリニューアル・スタートした「WASEDAサポーターズ倶楽部」は教育環境整備、グローバル・リーダー育成支援、ス

ポーツ支援、文化振興、奨学金等各種学生支援をはじめとした、本学の教育・研究活動に伴う各種事業を財政的に支援することを目的とした寄付会員制度です。
毎年度一定額を拠出していただきました寄付者の皆様について、年度会員として各種サービスを提供しております。また、寄付金が規定の額以上に達し

ますと、本学名誉称号を贈呈させていただきます。
「WASEDAサポーターズ倶楽部」の趣旨をご理解の上、是非ともご支援の程、よろしくお願い申し上げます。

【会員基準】
（年度会員）　年度内（4月1日～翌年3月31日）に以下のご寄付をいただいた皆様
　　　　　個人様：3万円以上　団体様・法人様：5万円以上
（特別会員）　本学名誉称号贈呈者
【会員サービス】
①「早稲田講義録」の送付（年1回）②ホームカミングデー・稲門祭へのご招待③オリジナルグッズの送付（年1回）
④本学中央図書館の利用（閲覧のみ）⑤大隈記念タワー16階「校友サロン」の利用（会員証提示）
⑥「UniShop125」の優待利用（会員証提示）⑦「リーガロイヤルホテル東京」の優待利用（会員証提示）
⑧早稲田大学エクステンションセンターオープンカレッジ入会金割引（会員証提示）⑨早稲田スポーツ・交響楽団演奏会へのご招待（抽選）
⑩メールマガジン配信（希望者のみ）

早稲田小劇場ネクスト・ジェネレーション募金

　2015年4月に生まれ変わった「早稲田小劇場どらま館」を早稲田演劇振興の中核的拠点と位置づけ、早稲田演劇の伝統を継承・発展させ、優れ
た演劇文化を発信し、教育を通して、次代を担う演劇人を多数育成することを目指します。これらを実現するために「WASEDAサポーターズ倶楽
部」を通じて、「早稲田小劇場ネクスト・ジェネレーション募金」の募集を開始しています。詳細につきましては、早稲田小劇場どらま館のWebサイトを
ご参照願います（http://www.waseda.jp/student/dramakan/）。
【募集期間】　2015年1月～2018年3月31日
【募集金額】　個人様：1口5千円　団体・法人様：1口の金額は定めておりません

【募集期間】　2015年9月～2020年3月
【目 標 額】　20億円

早稲田アリーナ募金
　早稲田アリーナは、正課授業や体育各部のホームコートとして利用されるほか、入学式、卒業式、ホームカミングデーなどの式典、早稲田祭の会場として
活用されます。また、グループ学習室などから構成される「ラーニングコモンズ」などの学習支援施設やスポーツミュージアムが併設されます。この早稲田
アリーナから世界に貢献できる学生が羽ばたくことが期待されています。
　学生が「運動と学びを通じて世界へ貢献できる人間へと成長できる場所」に生まれ変わる早稲田アリーナについて、趣旨をご理解いただき、ご支援を賜り
ますよう、心よりお願い申し上げます。
※記念会堂建て替えに伴い「新記念会堂（仮称）募金」として募集しておりましたが、建物名称が「早稲田アリーナ」に決定したため、募金名称を「早稲田
アリーナ募金」に変更しています。

中野国際コミュニティプラザ～国際学生寮（WISH）寮費低減支援～

　2014年3月に開設された早稲田大学国際学生寮（WISH）では、日本全国・世界各地か
ら集まった多様な価値観を持つ国際色豊かな学生たちが共に学び生活することにより、グ
ローバル社会で活躍するために必要となるコミュニケーション能力等を涵養するとともに、
幅広い人間関係を形成することを期待しています。本学では「WASEDAサポーターズ倶
楽部」へのご寄付を通じて、寮生の国際化に対する一層の意識向上と経済的負担の低減
を目的としたご支援をお願いしております。
【募集期間】　特に定めておりません
【募集金額】　個人・法人・団体：1口の金額は特に定めておりません
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■ 一般入試志願者数推移 ( 年度 )

2017

2013

2014

2015

2016

105,424

103,494

108,039

114,983

106,768

11万4,983人
2017年度実績

( 年度 )

2012

2013

2014

2015

2016 3,322（932）2,176（373) 5,498

4,272（997） 6,4242,152（331）

3,318（880）2,137（345) 5,455

3,265（877）2,141（364) 5,406

3,326（922）2,170（375) 5,496

専任・専任扱い　 非常勤■ 教員数推移

専任・専任扱い� 2,176人
　　　　非常勤� 3,322人
 （2016年4月1日）

5,498人

（　）内は女性の内数

( 年度 )

2012 407（250）810（185） 1,217

2013 448（287)819（187) 1,267

2014 464（304)804（182) 1,268

2015 468（316)793（177) 1,261

2016 490（340）789（176） 1,279

■ 職員数推移

1,279人
専任　 嘱託

（　）内は女性の内数

専任� 789人
嘱託� 490人

（2016年4月1日）

■ 2016年度　進路状況 進路報告率：学部 96.7%、大学院（修士） 92.8%

　 進路
報告者 就職 進学 資格試験

受験
その他の

進路

学部 9,481
（100%）

6,937
（73.1%）

1,875
（19.8%）

215
（2.3%）

454
（4.8%）

大学院
（修士課程）

2,683
（100%）

1,955
（72.9%）

227
（8.4%）

172
（6.4%）

329
（12.3%）

※  就職率は96.0%（文部科学省の通知に基づく「就職率」：就職希望者に占める就
職者数とする。）

■ 2016年度　国家公務員総合職合格者数（上位5校） （人）
　 1 2 3 4 5

大学名 東京大学 京都大学 早稲田大学 慶應義塾大学 東北大学
合格者 433（459） 183（151） 133（148） 98（91） 85（66）
院卒者
試験 175（194） 70（66） 43（44） 28（27） 26（23）

大卒程度
試験 258（265） 113（85） 90（104） 70（64） 59（43）

※合格者内数 （　）内数字は2015年度

事業所名称 合計（男/女）

15 ソフトバンク㈱ 50（39/11）

15 ㈱ワークスアプリケーションズ 50（36/14）

18 ㈱エヌ・ティ・ティ・データ（NTTデータ） 49（27/22）

19 大和証券㈱ 48（31/17）

20 ㈱野村総合研究所 44（34/10）

20 特別区（東京23区）職員 44（11/33）

22 ㈱日立製作所 43（27/16）

23 楽天㈱ 41（21/20）

24 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 40（20/20）

24 東日本電信電話（NTT東日本）㈱ 40（24/16）

26 ㈱ゆうちょ銀行 39（19/20）

27 トヨタ自動車㈱ 37（24/13）

28 パナソニック㈱ 36（28/8）

28 野村證券㈱ 36（26/10）

30 ソニー㈱ 35（26/9）

■ 2016年度　司法試験合格者（上位5校） （人）
1 2 3 4 5

大学名 慶應義塾大学 早稲田大学 東京大学 中央大学 京都大学
合格者 155（158） 152（145） 137（149） 136（170） 105（128）

※出身法科大学院別 （　）内数字は2015年度

■ 2016年度　全学就職者数ランキング�（人）　2017年5月17日現在

事業所名称 合計（男/女）

1 ㈱みずほフィナンシャルグループ 109（49/60）

2 ㈱三菱東京UFJ銀行 105（50/55）

3 東京都職員Ⅰ類 93（66/27）

4 東京海上日動火災保険㈱ 81（28/53）

5 アクセンチュア㈱ 76（43/33）

6 ㈱三井住友銀行 68（51/17）

6 日本放送協会（NHK） 68（51/17）

8 損害保険ジャパン日本興亜㈱ 60（18/42）

9 三井住友海上火災保険㈱ 59（25/34）

10 国家公務員一般職 57（33/24）

11 三菱電機㈱ 56（49/7）

12 富士通㈱ 54（40/14）

13 日本アイ・ビー・エム（日本IBM）㈱ 52（24/28）

13 第一生命保険㈱ 52（22/30）

15 三井住友信託銀行㈱ 50（25/25）

　　（人）　2017年5月17日現在
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( 年度 )

2012

2013

2014

2015

9,27944,295

9,357

3,1753,175

9,15643,962 3,0383,038

3,3273,32744,756

56,749

56,156

8,63843,440 3,0303,030 55,108

2016 8,26942,860 3,0483,048 54,177

57,440

学部　 大学院　 学校等■ 学生数推移

　学部� 4万2,860人
大学院� 8,269人
学校等� 3,048人
 （2016年5月1日）

5万4,177人

■ 学生・生徒数（2016年度）　2016年5月1日現在

在籍者数
政治経済学部 4,290 （1,411）
法学部 3,429 （1,158）
文化構想学部 4,092 （2,364）
文学部 3,160 （1,752）
教育学部 4,623 （1,773）
商学部 4,258 （1,361）
基幹理工学部 2,724 （427）
創造理工学部 2,776 （612）
先進理工学部 2,484 （608）
社会科学部 3,078 （875）
人間科学部 2,614 （1,132）
スポーツ科学部 1,860 （580）
国際教養学部 2,793 （1,633）

小計 42,181 （15,686）
人間科学部（通信教育課程） 679 （368）

計 42,860 （16,054）

学部

在籍者数
学部 42,860 （16,054）
大学院 8,269 （2,703）
高等学院 1,495 —
本庄高等学院 1,044 （379）
高等学院中学部 366 —
芸術学校 143 （66）

計 54,177 （19,202）
（　）は女性の内数

全学

在籍者数
修士課程／

専門職学位課程
博士後期課程／
一貫制博士課程 計

政治学研究科 216 （110） 88 （31） 304 （141）
経済学研究科 183 （93） 51 （15） 234 （108）
法学研究科 88 （36） 135 （45） 223 （81）
文学研究科 338 （181） 303 （137） 641 （318）
商学研究科 128 （79） 85 （28） 213 （107）
基幹理工学研究科 754 （84） 123 （13） 877 （97）
創造理工学研究科 843 （154） 108 （22） 951 （176）
先進理工学研究科 955 （204） 267 （46） 1,222 （250）
教育学研究科 189 （86） 161 （71） 350 （157）
人間科学研究科 187 （109） 132 （66） 319 （175）
社会科学研究科 94 （57） 89 （32） 183 （89）
スポーツ科学研究科 117 （34） 93 （26） 210 （60）
アジア太平洋研究科 284 （160） 149 （68） 433 （228）
国際情報通信研究科 2 （1） 19 （4） 21 （5）
日本語教育研究科 95 （74） 57 （47） 152 （121）
情報生産システム研究科 350 （91） 57 （9） 407 （100）
環境・エネルギー研究科 79 （16） 8 （1） 87 （17）
国際コミュニケーション研究科 129 （98） 22 （15） 151 （113）
政治学研究科（公共経営専攻） 55 （15） — — 55 （15）
商学研究科（ビジネス専攻） 292 （97） — — 292 （97）
公共経営研究科 0 （0） 4 （1） 4 （1）
法務研究科 358 （114） — — 358 （114）
ファイナンス研究科 108 （24） — — 108 （24）
会計研究科 159 （37） — — 159 （37）
教職研究科 82 （23） — — 82 （23）
経営管理研究科 233 （49） — — 233 （49）

計 6,318 （2,026） 1,951 677 8,269（2,703）

大学院
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■ TLO活動実績推移� （単位：千円/年度）

2012 2013 2014 2015 2016
（速報値）

1998
～2016

発明届数 121 119 138 125 131 2,295

特許出願数（国内） 111 97 113 92 81 1,723

権利化数（国内） 75 65 81 35 40 572

特許出願数（外国） 33 28 51 53 20 776

権利化数（外国） 38 27 26 19 14 254

TLO活動実績
（共同出願、
ライセンス契約等）

80 88 144 69 98 1,290

実施料収入 13,759 17,892 20,812 16,921 27,978 248,072

2017年3月31日現在

■ 校友総数

男性
58万7,551人

女性
11万8,259人

70万5,810人

（注1）卒業生、教職員校友、推薦校友および早稲田大学名誉博士
（注2）物故者を含む。物故者は大学把握数

■ 受入研究費推移

10,378百万円
科学研究費助成事業�2,867百万円
受託・共同研究（公的）�4,070百万円
研究助成金� 118百万円

補助金（研究事業）� 1,118百万円
受託・共同研究（民間）� 1,619百万円
指定寄付金（研究支援目的）� 585百万円
 2017年5月22日速報値

2016年11月1日現在

2017年3月1日現在

2016年11月1日現在

2016年5月1日現在2017年3月31日現在

オーストラリア 2%
スペイン2%

カナダ3%

アメリカ34%

フランス4%

中国 3%

その他38%

ドイツ 4%

イギリス5%
アイルランド 2%

スウェーデン3%

■ 長期派遣学生の行き先

インドネシア 2%

その他 14%

台湾 8%

アメリカ4% 中国 51%

ベトナム1%
ドイツ1%
フランス1%
タイ 2%

韓国 16%

■ 外国人学生出身国割合

5,0845,084
5,4315,431

4,6974,697
4,9854,985

4,427

2012 2013 20152014 2016

（人）

（年度）

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

■ 外国人学生在籍数

 短期　　 長期

2012 2013 2014 2015 2016
1,492 1,922 1,811 2,714

1,049
1,212 1,451

1,4812,541

3,134 3,2623,262

4,1954,195 4,0864,086

2,885

1,201

（人）

（年度）

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

■ 派遣留学生年度別人数

 （単位:百万円/年度）
科学研究費
助成事業

補助金
（研究事業）

受託・共同
研究（公的）

受託・共同
研究（民間） 研究助成金 指定寄付金

（研究支援目的） 合　計

2012 2,671 2,779 2,665 1,030 152 336 9,633

2013 2,844 2,290 3,366 1,241 150 406 10,297

2014 2,794 2,838 3,375 1,408 133 345 10,893

2015 2,773 1,809 4,128 1,511 134 451 10,806

2016 2,867 1,118 4,070 1,619 118 585 10,378
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水巻町 

若松区 

遠賀町 

奥洞海駅 二島駅 

本城駅 

折尾駅 水巻駅 

東水巻駅 
遠賀川駅 

筑豊本線 

キャンパスマップ 2017年3月31日現在

7

北九州キャンパス�

7
■ その他キャンパス面積

東伏見 97,242㎡
上井草 24,645㎡
軽井沢追分 171,712㎡
鴨川 95,823㎡
その他 238,688㎡

北九州

西早稲田キャンパス� 44,894㎡

3

所沢キャンパス� 367,740㎡

4

本庄キャンパス� 860,238㎡

5

上石神井キャンパス� 52,634㎡

6

早稲田駅 

西早稲田駅 

日本橋駅 

東伏見駅 

所沢駅 

小手指駅 

本川越駅 

←飯能 

←高崎 

JR山手線 

JR高崎線 

上越新幹線 

JR中央線 

西武池袋線 

西武池袋線 

西武新宿線 

西武新宿線 

池  袋

上  野

東  京新  宿

本  庄

本庄早稲田

上石神井駅 
高田馬場

東京メトロ
副都心線

東京メトロ
東西線

関　東

6

5

3 2

1

4

東伏見キャンパス

日本橋
キャンパス

早稲田キャンパス� 127,147㎡

1

戸山キャンパス� 33,030㎡

2
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2016年度　地域への取り組み

※2016年度に契約書・覚書等を取り交わした活動を掲載
※共同研究、受託研究については含まず
※附属・系属校での活動は含まず
※研究室単位での活動は含まず

No 地域 区分 連携先 内容 学内連携部署

1 北海道中央区 官公庁 北海道庁 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

2 北海道岩見沢市 企業・団体等 株式会社ポリマー技研 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

3 北海道釧路市 官公庁 釧路市 教育活動・研究活動の相互支援協力 文学学術院

4 北海道札幌市 企業・団体等 村松法律事務所 エクスターンシップ 法務研究科

5 北海道札幌市 企業・団体等 田中・渡辺法律事務所 エクスターンシップ 法務研究科

6 北海道札幌市 企業・団体等 独立行政法人国際協力機構（JICA）北海道国際
センター インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

7 北海道札幌市 学校等 北海道大学 入試改革委託事業：理数分野 グローバルエデュケーションセンター

8 岩手県下閉伊郡 企業・団体等 田野畑村 思惟の森の会（育林活動） ボランティアセンター

9 岩手県釜石市 企業・団体等 釜石市 RINC（復興支援活動） ボランティアセンター

10 岩手県陸前高田市 企業・団体等 陸前高田市 チーム陸前高田（教育支援活動） ボランティアセンター

11 宮城県気仙沼市 企業・団体等 気仙沼市 早稲田大学気仙沼チーム（復興支援活動） ボランティアセンター

12 宮城県気仙沼市 企業・団体等 気仙沼市 三陸つばき（防潮林の植樹活動） ボランティアセンター

13 宮城県仙台市 企業・団体等 一番町法律事務所 エクスターンシップ 法務研究科

14 秋田県南秋田郡 企業・団体等 大潟村松橋ファーム tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

15 山形県山形市 企業・団体等 倉岡法律事務所 エクスターンシップ 法務研究科

16 山形県西置賜郡 企業・団体等 小国町 いぐべおぐに（地域行事支援活動） ボランティアセンター

17 山梨県南都留郡 企業・団体等 特定非営利活動法人富士山クラブ アワード国内研修 レジデンスセンター

18 福島県双葉郡 企業・団体等 浪江町 福島県浪江町スタディツアー（地域復興支援活動） ボランティアセンター

19 福島県南会津郡 企業・団体等 花泉酒造合名会社 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

20 福島県南会津郡 官公庁 南会津町 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

21 福島県白河市 官公庁 白河市教育委員会 アカペラ公演in白河 文化企画課

22 福島県福島市 企業・団体等 福島民報社 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

23 茨城県つくば市 学校等 筑波大学 入試改革委託事業：理数分野 －

24 茨城県那珂郡 企業・団体等 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 インターンシップ 創造理工学部

25 栃木県宇都宮市 企業・団体等 とちぎ総合法律事務所 エクスターンシップ 法務研究科

26 栃木県芳賀郡 企業・団体等 益子町 益子スタディツアー（まちおこし支援活動） ボランティアセンター

27 群馬県渋川市 企業・団体等 株式会社i.JTB プロフェッショナルズ・ワークショップ（課題解決策提案） ポータルオフィス

28 群馬県前橋市 企業・団体等 株式会社上毛新聞社 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

29 群馬県邑楽郡 企業・団体等 大泉町 日本ブラジル交流チームNovaEsperanca（学
校交流活動） ボランティアセンター

30 埼玉県入間市 官公庁 入間市 福祉、環境、教育、文化、芸術、都市整備等 人間科学学術院

31 埼玉県美里町 学校等 美里中学校 アウトリーチ（教育現場への異文化理解支援活動） ICC（異文化交流センター）

32 埼玉県吉見町 官公庁 埼玉県衛生研究所 共同研究・人材交流 人間科学学術院

33 埼玉県さいたま市 学校等 浦和第一女子高等学校 ものづくり体験学習 理工学術院

34 埼玉県さいたま市 官公庁 埼玉県庁 インターンシップ キャリアセンター

35 埼玉県さいたま市 学校等 さいたま市立東宮下小学校 教育インターンシップ 教育・総合科学学術院

36 埼玉県さいたま市 官公庁 国土交通省関東地方整備局 インターンシップ キャリアセンター

37 埼玉県熊谷市 企業・団体等 公益財団法人埼玉県埋蔵文化財調査事業団 教育インターンシップ 文学学術院

38 埼玉県志木市 官公庁 志木市 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

39 埼玉県所沢市 官公庁 所沢市 インターンシップ キャリアセンター

40 埼玉県所沢市 官公庁 所沢市 健康推進施策協力 人間科学学術院

41 埼玉県所沢市 学校等 所沢市立南小学校 教育インターンシップ 教育学部

42 埼玉県川口市 官公庁 川口市 経営者連携セミナー（地域連携教育） 教育連携課

43 埼玉県川口市 官公庁 川口市 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

44 埼玉県本庄市 企業・団体等 JA埼玉ひびき野 「本庄早稲田の杜」農業プロジェクト 本庄プロジェクト推進室

45 埼玉県本庄市 官公庁 本庄市、美里町 「本庄早稲田の杜」農業プロジェクト 本庄プロジェクト推進室

46 埼玉県本庄市 企業・団体等 株式会社カインズ C＆Wプロジェクト（商品開発） 本庄プロジェクト推進室

　本学は2016年度中に307の企業・機関と地域連携に関する協定を締結しました。2018年度から始まる新思考入試（地域連携型）
のための入学後教育プログラム実施も見据え、今後ますます地域との連携を強化していきます。
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No 地域 区分 連携先 内容 学内連携部署

47 埼玉県本庄市 官公庁 本庄市 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

48 千葉県鴨川市 官公庁 鴨川市 科学実験教室 文化企画課

49 千葉県鴨川市 企業・団体等 医療法人鉄蕉会亀田総合病院 エクスターンシップ 法務研究科

50 千葉県市川市 企業・団体等 京葉ガス株式会社 インターンシップ キャリアセンター

51 千葉県習志野市 官公庁 習志野市 インターンシップ キャリアセンター

52 千葉県成田市 官公庁 成田市 インターンシップ キャリアセンター

53 千葉県南房総市 企業・団体等 南房総市 食と子どものひろば三芳村（農業体験活動） ボランティアセンター

54 千葉県野田市 企業・団体等 キッコーマン株式会社 国際学生寮人材育成プログラム／インターンシップ レジデンスセンター

55 東京都江戸川区 企業・団体等 株式会社春江 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

56 東京都江東区 企業・団体等 株式会社IHI（旧石川島播磨灘工業） インターンシップ 基幹理工学研究科

57 東京都江東区 企業・団体等 株式会社レナウン インターンシップ キャリアセンター

58 東京都港区 企業・団体等 NPO法人国連UNHCR協会 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

59 東京都港区 企業・団体等 SMFLキャピタル株式会社（旧日本GE株式会社） インターンシップ 国際教養学部

60 東京都港区 企業・団体等 アクサ生命保険株式会社 インターンシップ 国際教養学部

61 東京都港区 企業・団体等 アディダスジャパン株式会社 インターンシップ 国際教養学部

62 東京都港区 企業・団体等 アトラスコプコ株式会社 インターンシップ 理工学術院

63 東京都港区 企業・団体等 アンスティチュ・フランセ日本 インターンシップ 国際教養学部

64 東京都港区 企業・団体等 ジョンソン・エンド・ジョンソン（株式会社日経BP） プロフェッショナルズ・ワークショップ（課題解決策提案） ポータルオフィス

65 東京都港区 企業・団体等 ソフトバンク株式会社 インターンシップ キャリアセンター

66 東京都港区 企業・団体等 パートナーオブスターズ株式会社 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

67 東京都港区 企業・団体等 福祉医療機構 インターンシップ 人間科学学術院

68 東京都港区 企業・団体等 株式会社エムアウト インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

69 東京都港区 企業・団体等 株式会社クリエイティブネクサス インターンシップ キャリアセンター

70 東京都港区 企業・団体等 株式会社ワークスアプリケーションズ 国際学生寮人材育成プログラム／インターンシップ／ア
ワード海外研修 レジデンスセンター

71 東京都港区 企業・団体等 株式会社早稲田エルダリーヘルス事業団 インターンシップ スポーツ科学学術院

72 東京都港区 企業・団体等 株式会社大林組 国際学生寮人材育成プログラム レジデンスセンター

73 東京都港区 企業・団体等 株式会社東急スポーツオアシス インターンシップ スポーツ科学学術院

74 東京都港区 企業・団体等 株式会社東京ビデオセンター インターンシップ キャリアセンター

75 東京都港区 企業・団体等 株式会社博報堂DYスポーツマーケティング インターンシップ スポーツ科学学術院

76 東京都港区 企業・団体等 個人情報保護委員会 エクスターンシップ 法務研究科

77 東京都港区 企業・団体等 公益財団法人国際フォーラム インターンシップ 国際教養学部

78 東京都港区 官公庁 港区 インターンシップ キャリアセンター

79 東京都港区 企業・団体等 鹿島建設株式会社 インターンシップ 創造理工学研究科・創造理工学部

80 東京都港区 企業・団体等 独立行政法人日本貿易振興機構（ＪＥＴＲＯ） インターンシップ キャリアセンター

81 東京都港区 企業・団体等 弁護士法人ベリーベスト法律事務所 エクスターンシップ 法務研究科

82 東京都港区 企業・団体等 北里大学北里研究所病院 医療ボランティア実習 グローバルエデュケーションセンター

83 東京都荒川区 官公庁 荒川区 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

84 東京都国立市 官公庁 国立市 インターンシップ キャリアセンター

85 東京都国立市 学校等 一橋大学 入試改革委託事業：人文社会分野 －

86 東京都渋谷区 企業・団体等 株式会社ライトアップ インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

87 東京都渋谷区 企業・団体等 セコム株式会社 エクスターンシップ 法務研究科

88 東京都渋谷区 企業・団体等 マンガデザイナーズラボ株式会社 インターンシップ 政治学研究科

89 東京都渋谷区 企業・団体等 株式会社アトリエ・ＮＯＡ インターンシップ キャリアセンター

90 東京都渋谷区 企業・団体等 公益財団法人日本ユネスコ協会連盟 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

91 東京都渋谷区 学校等 渋谷区立幡代小学校 教育インターンシップ 教育・総合科学学術院

92 東京都渋谷区 学校等 渋谷区立幡代小学校 教育インターンシップ 教育学部

93 東京都渋谷区 企業・団体等 東急建設株式会社 インターンシップ 創造理工学研究科・創造理工学部

94 東京都新宿区 企業・団体等 株式会社ソニックムーブ インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

95 東京都新宿区 企業・団体等 株式会社フォトクリエイト インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

96 東京都新宿区 企業・団体等 新宿区 学生社会起業団体STUDYFORTWO早稲田支
部（教育支援活動） ボランティアセンター

97 東京都新宿区 企業・団体等 新宿区 フリースペース・雲（若者支援活動） ボランティアセンター

98 東京都新宿区 企業・団体等 新宿区 難民交流プロジェクト（難民支援活動） ボランティアセンター
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No 地域 区分 連携先 内容 学内連携部署

99 東京都新宿区 企業・団体等 新宿区 無国籍ネットワーク（すてねとユース）（無国籍者支援活動） ボランティアセンター

100 東京都新宿区 企業・団体等 新宿区 アトム通貨実行委員会　早稲田・高田馬場支部事
務局（まちづくり活動） ボランティアセンター

101 東京都新宿区 企業・団体等 新宿区 Cafaire（フェアトレード支援活動） ボランティアセンター

102 東京都新宿区 企業・団体等 新宿区 学生交流NPO農楽塾（援農活動） ボランティアセンター

103 東京都新宿区 学校等 新宿区立戸塚第一小学校 アウトリーチ（教育現場への異文化理解支援活動） ICC（異文化交流センター）

104 東京都新宿区 学校等 都立戸山高等学校 SSH体験実験 理工学術院

105 東京都新宿区 企業・団体等 日本光電工業株式会社 健康推進施策協力 人間科学学術院

106 東京都新宿区 企業・団体等 パレスチナ子どもキャンペーン インターンシップ キャリアセンター

107 東京都新宿区 企業・団体等 公益財団法人日本英語検定協会 インターンシップ 国際教養学部

108 東京都新宿区 官公庁 新宿区 インターンシップ キャリアセンター

109 東京都新宿区 企業・団体等 損害保険ジャパン日本興亜株式会社 インターンシップ キャリアセンター

110 東京都新宿区 学校等 東京理科大学 入試改革委託事業：理数分野 －

111 東京都新宿区 企業・団体等 独立行政法人国際交流基金 インターンシップ 国際教養学部

112 東京都新宿区 官公庁 防衛省 インターンシップ キャリアセンター

113 東京都杉並区 官公庁 杉並区教育委員会事務局 インターンシップ スポーツ科学学術院

114 東京都杉並区 官公庁 杉並区 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

115 東京都杉並区 学校等 杉並区立桃井第二小学校 教育インターンシップ 教育・総合科学学術院

116 東京都世田谷区 企業・団体等 一般財団法人世田谷トラストまちづくり インターンシップ キャリアセンター

117 東京都世田谷区 官公庁 世田谷区 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

118 東京都西東京市 企業・団体等 総合ヘルス・ケア株式会社 企業現場から学ぶセミナー（企業連携教育） 教育連携課

119 東京都西東京市 官公庁 西東京市 理科算数実験教室 教育連携課

120 東京都西東京市 官公庁 西東京市 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

121 東京都千代田区 企業・団体等 ＪＦＥスチール株式会社 工場見学 レジデンスセンター

122 東京都千代田区 企業・団体等 KDDI株式会社 エクスターンシップ 法務研究科

123 東京都千代田区 企業・団体等 ＰｗＣコンサルティング合同会社 国際学生寮人材育成プログラム レジデンスセンター

124 東京都千代田区 企業・団体等 アビームコンサルティング株式会社 科目「リーダーシップ開発」運営協力 グローバルエデュケーションセンター

125 東京都千代田区 企業・団体等 株式会社エスワンオーインタラクティブ インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

126 東京都千代田区 企業・団体等 グローバルパートナーズ株式会社 インターンシップ キャリアセンター

127 東京都千代田区 企業・団体等 国立研究開発法人産業技術総合研究所 生体システムに関する研究拠点の設置・運用 理工学術院

128 東京都千代田区 企業・団体等 パシフィックコンサルタンツ株式会社 インターンシップ 創造理工学研究科・創造理工学部

129 東京都千代田区 企業・団体等 株式会社FIELDOFDREAMS インターンシップ スポーツ科学学術院

130 東京都千代田区 企業・団体等 株式会社ディア・ライフ インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

131 東京都千代田区 企業・団体等 株式会社栄光 アワード海外研修 レジデンスセンター

132 東京都千代田区 企業・団体等 株式会社共立メンテナンス 国際学生寮人材育成プログラム レジデンスセンター

133 東京都千代田区 企業・団体等 株式会社中日新聞東京本社（東京新聞） インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

134 東京都千代田区 企業・団体等 株式会社読売新聞東京本社 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

135 東京都千代田区 企業・団体等 株式会社日本政策金融公庫　東京支店 インターンシップ、キャリア形成支援プログラム 社会科学総合学術院

136 東京都千代田区 企業・団体等 株式会社毎日新聞社 インターンシップ 政治学研究科

137 東京都千代田区 企業・団体等 紀尾井坂テーミス綜合法律事務所 エクスターンシップ 法務研究科

138 東京都千代田区 官公庁 金融庁 インターンシップ キャリアセンター

139 東京都千代田区 企業・団体等 栗林総合法律事務所 エクスターンシップ 法務研究科

140 東京都千代田区 官公庁 経済産業省 インターンシップ キャリアセンター

141 東京都千代田区 官公庁 経済産業省 エクスターンシップ 法務研究科

142 東京都千代田区 官公庁 警察庁 インターンシップ（技術系） キャリアセンター

143 東京都千代田区 官公庁 厚生労働省 インターンシップ（長期） キャリアセンター

144 東京都千代田区 官公庁 厚生労働省 インターンシップ キャリアセンター

145 東京都千代田区 官公庁 国土交通省本省 インターンシップ キャリアセンター

146 東京都千代田区 官公庁 最高裁判所 インターンシップ キャリアセンター

147 東京都千代田区 企業・団体等 三井住友海上火災保険株式会社 インターンシップ キャリアセンター

148 東京都千代田区 企業・団体等 三井不動産リアルティ株式会社 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

149 東京都千代田区 企業・団体等 三菱商事株式会社 インターンシップ 政治経済学術院

150 東京都千代田区 学校等 上智大学大学院文学研究科 単位互換 文学研究科

151 東京都千代田区 企業・団体等 前田建設工業株式会社 インターンシップ 創造理工学研究科・創造理工学部
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152 東京都千代田区 官公庁 総務省 インターンシップ キャリアセンター

153 東京都千代田区 企業・団体等 東京海上日動火災保険株式会社 インターンシップ、キャリア形成支援プログラム 社会科学総合学術院

154 東京都千代田区 企業・団体等 東京海上日動火災保険株式会社 国際学生寮人材育成プログラム レジデンスセンター

155 東京都千代田区 官公庁 内閣人事局 インターンシップ キャリアセンター

156 東京都千代田区 企業・団体等 日本郵船株式会社 工場見学 レジデンスセンター

157 東京都千代田区 官公庁 農林水産省 インターンシップ キャリアセンター

158 東京都千代田区 企業・団体等 富国生命保険相互会社 国際学生寮人材育成プログラム レジデンスセンター

159 東京都千代田区 官公庁 文部科学省 インターンシップ（長期） キャリアセンター

160 東京都千代田区 官公庁 文部科学省 インターンシップ（春期） キャリアセンター

161 東京都千代田区 官公庁 文部科学省 インターンシップ キャリアセンター

162 東京都千代田区 官公庁 法務省 インターンシップ キャリアセンター

163 東京都多摩市 官公庁 多摩市 インターンシップ キャリアセンター

164 東京都台東区 企業・団体等 株式会社ユトルナ インターンシップ キャリアセンター

165 東京都台東区 企業・団体等 八千代エンジニヤリング株式会社 プロフェッショナルズ・ワークショップ（課題解決策提案） ポータルオフィス

166 東京都大田区 官公庁 大田区 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

167 東京都大田区 学校等 大田区立矢口小学校 教育インターンシップ 教育学部

168 東京都中央区 企業・団体等 シンコースポーツ株式会社 インターンシップ スポーツ科学学術院

169 東京都中央区 官公庁 中央区教育委員会 理数教育推進に関する協定 理工学術院

170 東京都中央区 企業・団体等 ヱスビー食品株式会社 国際学生寮人材育成プログラム レジデンスセンター

171 東京都中央区 企業・団体等 株式会社リンクアンドモチベーション インターンシップ、キャリア形成支援プログラム 社会科学総合学術院

172 東京都中央区 企業・団体等 株式会社リンクアンドモチベーション 国際学生寮人材育成プログラム レジデンスセンター

173 東京都中央区 企業・団体等 株式会社長大 インターンシップ 創造理工学部

174 東京都中央区 企業・団体等 株式会社内田洋行 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

175 東京都中央区 企業・団体等 三井不動産株式会社 インターンシップ 政治経済学術院

176 東京都中央区 企業・団体等 中外製薬株式会社 国際学生寮人材育成プログラム レジデンスセンター

177 東京都中野区 企業・団体等 キリン株式会社 国際学生寮人材育成プログラム レジデンスセンター

178 東京都中野区 企業・団体等 宮島物産株式会社 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

179 東京都中野区 学校等 中野区立西中野小学校 アウトリーチ（教育現場への異文化理解支援活動） ICC（異文化交流センター）

180 東京都中野区 学校等 中野区立中野中学校 アウトリーチ レジデンスセンター

181 東京都中野区 企業・団体等 日本司法支援センター エクスターンシップ 法務研究科

182 東京都八王子市 企業・団体等 八王子市 高尾の森づくり（森林保全活動） ボランティアセンター

183 東京都八王子市 企業・団体等 八王子市 Actあくと～社会とつながる演劇プロジェクト（地域
交流活動） ボランティアセンター

184 東京都品川区 企業・団体等 NPO法人ＥＬＣＡ東京 インターンシップ キャリアセンター

185 東京都品川区 学校等 品川女子学院 ものづくり体験学習 理工学術院

186 東京都品川区 企業・団体等 株式会社シングラ インターンシップ 政治学研究科

187 東京都品川区 企業・団体等 住友ベークライト株式会社 インターンシップ 先進理工学研究科

188 東京都武蔵野市 官公庁 武蔵野市 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

189 東京都文京区 学校等 お茶の水女子大学 教育、研究、学生交流、社会貢献活動、その他 －

190 東京都文京区 学校等 お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科 単位互換、研究指導 先進理工学研究科

191 東京都文京区 学校等 お茶の水女子大学理学部 単位互換、研究指導 先進理工学部

192 東京都文京区 学校等 東京医科歯科大学 東京医科歯科大学生との英語ディスカッションイベント ICC（異文化交流センター）

193 東京都文京区 学校等 東京大学 入試改革委託事業：人文社会分野、理数分野 －

194 東京都豊島区 企業・団体等 株式会社そごう・西武 プロフェッショナルズ・ワークショップ（課題解決策提案） ポータルオフィス

195 東京都豊島区 官公庁 豊島区 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

196 東京都墨田区 企業・団体等 株式会社ルネサンス インターンシップ スポーツ科学学術院

197 東京都墨田区 企業・団体等 株式会社浜野製作所 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

198 東京都墨田区 官公庁 墨田区 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

199 東京都目黒区 学校等 東京工業大学 入試改革委託事業：理数分野 －

200 東京都目黒区 学校等 東京工業大学生命理工学院 研究指導 先進理工学研究科

201 神奈川県横浜市 官公庁 神奈川県庁 インターンシップ キャリアセンター

202 神奈川県横浜市 官公庁 横浜市 インターンシップ キャリアセンター

203 神奈川県横浜市 企業・団体等 横浜マリノス株式会社 インターンシップ スポーツ科学学術院

204 神奈川県横浜市 企業・団体等 株式会社TAOS研究所 教育インターンシップ 文学学術院
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No 地域 区分 連携先 内容 学内連携部署

205 神奈川県横浜市 企業・団体等 日産自動車株式会社 工場見学 レジデンスセンター

206 神奈川県横浜市 企業・団体等 日本発条株式会社 インターンシップ キャリアセンター

207 神奈川県川崎市 学校等 カリタス小学校 教育インターンシップ 教育学部

208 神奈川県川崎市 企業・団体等 株式会社つな川 国際学生寮人材育成プログラム レジデンスセンター

209 神奈川県川崎市 企業・団体等 日埼工業株式会社 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

210 神奈川県相模原市 企業・団体等 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA） インターンシップ キャリアセンター

211 神奈川県相模原市 企業・団体等 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構（JAXA） 連携講座運営 グローバルエデュケーションセンター

212 神奈川県大和市 企業・団体等 株式会社ティエスイー tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

213 神奈川県大和市 企業・団体等 株式会社ティエスイー 企業現場から学ぶセミナー（企業連携教育） 教育連携課

214 新潟県糸魚川市 企業・団体等 株式会社小田島建設 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

215 新潟県糸魚川市 企業・団体等 合名会社渡辺酒造店 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

216 新潟県糸魚川市 官公庁 糸魚川市 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

217 新潟県糸魚川市 官公庁 糸魚川市 人材育成・学術研究・地域振興等 教務部

218 新潟県糸魚川市 官公庁 糸魚川市 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

219 新潟県糸魚川市 企業・団体等 上越漁業協同組合能生支所 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

220 新潟県十日町市 企業・団体等 十日町市 まつだい早稲田じょんのびクラブ（地域交流活動・
学習支援活動） ボランティアセンター

221 新潟県新潟市 企業・団体等 株式会社ニイガタ移住計画 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

222 新潟県新潟市 企業・団体等 株式会社バウハウス tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

223 新潟県新潟市 企業・団体等 弁護士法人　新潟第一法律事務所 エクスターンシップ 法務研究科

224 富山県富山市 企業・団体等 有限会社土遊野 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

225 石川県金沢市 官公庁 石川県庁 インターンシップ キャリアセンター

226 石川県加賀市 企業・団体等 よろづや観光株式会社 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

227 山梨県山梨市 官公庁 山梨市 インターンシップ キャリアセンター

228 長野県塩尻市 官公庁 塩尻市 インターンシップ キャリアセンター

229 長野県軽井沢町 官公庁 軽井沢町 科学実験教室 文化企画課

230 長野県上田市 官公庁 上田市 インターンシップ キャリアセンター

231 長野県長野市 企業・団体等 信濃毎日新聞株式会社 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

232 長野県長野市 企業・団体等 信濃毎日新聞株式会社 インターンシップ 政治学研究科

233 長野県木島平村 官公庁 木島平村 プロフェッショナルズ・ワークショップ（課題解決策提案） ポータルオフィス

234 岐阜県岐阜市 企業・団体等 端元博保法律事務所 エクスターンシップ 法務研究科

235 岐阜県八百津町 官公庁 八百津町教育委員会 ワセダ・ヒューマニティ・コンサート’16 文化企画課

236 岐阜県美濃加茂市 官公庁 美濃加茂市 キーパーソンパワーアップ講座（地域連携教育） 教育連携課

237 岐阜県美濃加茂市 官公庁 美濃加茂市 文化交流事業学生演劇公演 文化企画課

238 静岡県静岡市 官公庁 静岡県庁 インターンシップ キャリアセンター

239 静岡県沼津市 企業・団体等 みどり合同法律事務所 エクスターンシップ 法務研究科

240 愛知県名古屋市 企業・団体等 株式会社中日新聞社 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

241 愛知県名古屋市 学校等 名古屋大学大学院工学研究科 研究指導 先進理工学研究科

242 鹿児島県奄美市 企業・団体等 株式会社ANA総合研究所 プロフェッショナルズ・ワークショップ（課題解決策提案） ポータルオフィス

243 三重県鈴鹿市 官公庁 鈴鹿市 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

244 京都府京都市 学校等 京都工芸繊維大学 入試改革委託事業：理数分野 －

245 京都府京都市 学校等 同志社大学 入試改革委託事業：人文社会分野、主体性等分野 －

246 京都府京都市 学校等 立命館大学 入試改革委託事業：主体性等分野 －

247 大阪府大阪市 企業・団体等 塩野義製薬株式会社 インターンシップ 国際教養学部

248 大阪府吹田市 学校等 大阪大学大学院工学研究科 単位互換 基幹理工学研究科

249 大阪府吹田市 学校等 関西大学 入試改革委託事業：主体性等分野 －

250 大阪府吹田市 学校等 関西大学 連携講座運営 グローバルエデュケーションセンター

251 大阪府吹田市 学校等 大阪大学 入試改革委託事業：主体性等分野 －

252 大阪府大阪市 企業・団体等 北浜法律事務所　外国法共同事業 エクスターンシップ 法務研究科

253 大阪府柏原市 学校等 大阪教育大学 入試改革委託事業：主体性等分野 －

254 兵庫県神戸市 企業・団体等 株式会社神戸新聞社 インターンシップ キャリアセンター

255 兵庫県神戸市 学校等 神戸大学 入試改革委託事業：主体性等分野 －

256 兵庫県西宮市 学校等 関西学院大学 入試改革委託事業：人文社会分野、主体性等分野 －

257 兵庫県姫路市 企業・団体等 西芝電機株式会社 インターンシップ 創造理工学部
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258 奈良県橿原市 企業・団体等 奈良県立医科大学医学部 学生交流（実習受入） 教務部

259 奈良県大和郡 企業・団体等 健一自然農園 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

260 島根県雲南市 企業・団体等 大東国際文化交流協会 留学生ホームステイ事業 留学センター

261 島根県雲南市 企業・団体等 有限会社奥出雲葡萄農園 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

262 島根県仁多郡 企業・団体等 ダムの見える牧場 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

263 岡山県岡山市 企業・団体等 株式会社山陽新聞社 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

264 岡山県新見市 企業・団体等 新見市 環境保全型森林ボランティア（育林活動） ボランティアセンター

265 広島県安芸郡 企業・団体等 マツダ株式会社 インターンシップ 創造理工学研究科・創造理工学部

266 広島県呉市 官公庁 呉市 インターンシップ キャリアセンター

267 広島県広島市 企業・団体等 株式会社中国新聞社 インターンシップ キャリアセンター

268 広島県広島市 学校等 広島大学 入試改革委託事業：理数分野 －

269 広島県広島市 企業・団体等 中国電力株式会社 インターンシップ キャリアセンター

270 香川県高松市 官公庁 香川県庁 インターンシップ キャリアセンター

271 香川県高松市 企業・団体等 香川証券株式会社 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

272 高知県高知市 企業・団体等 株式会社高知新聞社 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

273 高知県宿毛市 官公庁 宿毛市 頂新夢プランフィールドトリップ（中国指定五大学
受入交換留学生対象） 留学センター

274 福岡県朝倉市 企業・団体等 原鶴温泉花水木 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

275 福岡県福岡市 学校等 九州大学 入試改革委託事業：理数分野 －

276 福岡県福岡市 官公庁 国土交通省九州地方整備局 インターンシップ キャリアセンター

277 福岡県北九州市 学校等 九州工業大学 連携協力（人材育成・共同研究推進等） 情報生産システム研究科

278 福岡県北九州市 官公庁 北九州市 連携協力（人材育成・共同研究推進等） 情報生産システム研究科

279 福岡県北九州市 学校等 北九州市立大学 連携協力（人材育成・共同研究推進等） 情報生産システム研究科

280 佐賀県唐津市 官公庁 唐津市 科学実験教室 理工センター技術部

281 佐賀県嬉野市 企業・団体等 株式会社和多屋別荘 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

282 佐賀県佐賀市 学校等 佐賀市教育委員会 学術研究 教育学部

283 佐賀県佐賀市 企業・団体等 有明漁業協同組合佐賀市支所 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

284 佐賀県唐津市 企業・団体等 唐津映画製作推進委員会 インターンシップ キャリアセンター

285 佐賀県唐津市 官公庁 唐津市 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

286 佐賀県唐津市 官公庁 唐津市 人財育成・学術研究・地域振興 創造理工学研究科

287 佐賀県東松浦郡 企業・団体等 株式会社中山牧場 tsunagaruプログラム（地域連携教育） 教育連携課

288 熊本県熊本市 学校等 熊本大学大学院医学教育部 研究指導 先進理工学研究科

289 熊本県熊本市 企業・団体等 弁護士法人田中ひろし法律事務所 エクスターンシップ 法務研究科

290 沖縄県恩納村 学校等 沖縄科学技術大学院大学科学技術研究科 研究指導 先進理工学研究科

291 沖縄県那覇市 企業・団体等 株式会社沖縄タイムス社 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

292 沖縄県那覇市 企業・団体等 株式会社琉球新報社 インターンシップ キャリアセンター

293 沖縄県八重山郡 企業・団体等 鳩間島 離島交流プロジェクト（島民交流・海岸清掃活動） ボランティアセンター

294 アメリカ 企業・団体等 VolcanoSchoolofArtsandSciences チャータースクールへの教育支援～ハワイ編～（教
育支援活動） ボランティアセンター

295 台湾 企業・団体等 台湾校友会、東京威力科創股份有限公司、ア
ビームコンサルティング株式会社等 科学実験教室 理工センター技術部

296 マレーシア 企業・団体等 SabahInstituteofArt ボルネオプロジェクト（教育支援活動） ボランティアセンター

297 タイ 企業・団体等 読売新聞バンコク支社 インターンシップ実習 グローバルエデュケーションセンター

298 韓国 企業・団体等 PeaceSharingAssociation 日本コリア未来プロジェクト（平和啓発・交流活動） ボランティアセンター

299 ベトナム 企業・団体等 TanpopoMamNon Saopopo（教育支援活動） ボランティアセンター

300 ベトナム 企業・団体等 WindowsVolunteerClub DOORS-日越交流プロジェクト（教育支援活動） ボランティアセンター

301 中国 企業・団体等 JIAワークキャンプボランティア協会 ハンセン病問題支援学生NGO橋～Qiao～（人権
啓発・交流活動） ボランティアセンター

302 中国 企業・団体等 NPO法人日中医学交流センター インターンシップ 国際教養学部

303 中国 企業・団体等 みずほ銀行（中国）有限公司（上海） インターンシップ 国際教養学部

304 ルワンダ 企業・団体等 NationalUniversityofRwanda 日本ルワンダ学生会議（平和啓発・交流活動） ボランティアセンター

305 リトアニア 企業・団体等 VytautasMgnusUniversity 千畝交流ブリッジングプロジェクト（平和啓発・交流活動） ボランティアセンター

306 カンボジア 企業・団体等 JointSupportTeam forAngkorPreservation
andCommunityDevelopment

JUJU～カンボジア村びと共生プロジェクト（地域
づくり、交流活動） ボランティアセンター

307 ラオス 企業・団体等 Ministryof InformationandCulture,Lao
P.D.R.

ラオス学校建設教育支援プロジェクトスーン（教
育支援活動） ボランティアセンター
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学
術
賞
（
11
件
）

①石川　真衣　大学院法学研究科　博士後期課程　4年
 論文名：フランス株式会社法と会社契約理論　―株式会社における物的要素と人的要素についての一考察―

②根岸　陽太　大学院法学研究科　博士後期課程　4年
 論文名：TheProHominePrinciple'sRoleinRegulatingtheRelationshipbetweenConventionalityControlandConstitutionalityControl（条約適合

性統制と合憲性統制の関係を規律するプロ・ホミネ原則の役割）

③牧野　アンドレ　文化構想学部　文化構想学科　4年
 論文名：難民と社会－「欧州難民危機」とドイツ社会

④金　志成　大学院文学研究科　博士後期課程　3年
 論文名：DekonstruktiveMomenteinUweJohnsons　Poetik（ウーヴェ・ヨーンソンの詩学における脱構築的契機）

⑤根本　育実　文学部　文学科　4年
 論文名：山東京伝の洒落本作品における音曲の利用　－めりやすを中心とした一考察－

⑥島田　勝洋　大学院商学研究科　修士課程　2年
 論文名：自己株式取得と会計情報　～自己株式取得によるEPSへの影響の視点から～

⑦安達　眞聡　大学院基幹理工学研究科　博士後期課程　3年
 論文名：DynamicsofElectromagneticParticlesandItsApplicationforMitigationandUtilizationTechnologiesofRegolithonMoon,Mars,and

Asteroids（電磁粒体の力学とその月・火星・小惑星に存在するレゴリスの操作技術に関する研究）

⑧小林　直史　大学院基幹理工学研究科　修士課程　2年
 論文名：MicrofluidicWhiteOrganicLight-EmittingDiodeBasedon IntegratedPatternsofGreenish-BlueandYellowSolvent-FreeLiquid

Emitters（青緑色および黄色の液体発光材料の集積化パターンを有したマイクロ流体白色有機EL）

⑨齋藤　翔太　大学院基幹理工学研究科　博士後期課程　2年
 論文名：EvaluationofOverflowProbabilityofBayesCodeinModerateDeviationRegime（ModerateDeviationの枠組みにおけるベイズ符号のオー

バーフロー確率の評価）

⑩藤井　祥万　大学院創造理工学研究科　修士課程　2年
 論文名：Materialandheatflowanalysisinthermalenergystorageandtransportsystemutilizingunusedheatfrombagasseboiler（バガスボイ

ラの未利用熱蓄熱輸送システムにおける熱物質収支解析）

⑪岸本　彩　大学院先進理工学研究科　博士後期課程　3年
 論文名：Studyofultra-compactComptoncamerabasedon3-Dpositionsensitivescintillator forenvironmentaland　medicalgamma-ray

imaging（環境および医療応用を目指した3次元シンチレータ式小型コンプトンカメラの研究）

特
別
賞

（
１
件
）

①高倉　佑一朗　社会科学部　社会科学科　4年
 業　績：各種珠算競技大会における優勝およびフラッシュ暗算競技世界記録の達成

ス
ポ
ー
ツ
賞

個　

人
（
９
件
）

①芦田　創　政治経済学部　政治学科　2016年9月卒業
 業　績：2015年IPC陸上競技世界選手権大会　走幅跳　クラスT47（上肢機能障害）　6位
 　　　4×100mRクラスT42-T47（肢体機能障害）　4位
 　　　2016年リオデジャネイロパラリンピック競技大会　走幅跳　クラスT47（上肢機能障害）　12位
 　　　4×100mRクラスT42-T47（肢体機能障害）　3位

②岩渕　幸洋　教育学部　理学科　4年
 業　績：2014年インチョンアジアパラ競技大会　卓球選抜　男子個人戦TTP9　3位
 　　　2016年リオデジャネイロパラリンピック競技大会　卓球選抜　男子個人戦クラス9　出場

③久保倉　里美　大学院スポーツ科学研究科　1年
 業　績：2016年リオデジャネイロオリンピック競技大会　女子400mハードル　出場
 　　　第100回日本陸上競技選手権大会　女子400mハードル　優勝

2016年度　小野梓記念賞受賞者一覧

（共同通信社）
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④川原　奈央　スポーツ科学部　スポーツ科学科　4年
 業　績：第28回ユニバーシアード競技大会　女子サッカー　3位

⑤小林　諭果　スポーツ科学部　スポーツ科学科　4年
 業　績：第28回ユニバーシアード冬季競技大会　男女混合団体　優勝
　　　　第29回ユニバーシアード冬季競技大会　女子ジャンプ団体　優勝

⑥瀬戸　大也　スポーツ科学部　スポーツ科学科　4年
 業　績：2016年リオデジャネイロオリンピック競技大会　競泳　男子400m個人メドレー　3位
　　　　第15・16回世界水泳選手権　競泳　男子400m個人メドレー　優勝（2大会連続）

⑦多胡島　伸佳　スポーツ科学部　スポーツ科学科　4年
 業　績：天皇杯　2015年全日本レスリング選手権大会　フリースタイル70KG級　優勝
　　　　明治杯20周年記念　2016年全日本レスリング選手権大会　フリースタイル70KG級　優勝
　　　　2016年世界選手権大会　フリースタイル70KG級　5位

⑧國米　櫻　大学院国際コミュニケーション研究科　修士課程2年
 業　績：2016年世界大学空手道選手権大会　形（女子・個人）　準優勝

⑨尾崎　弘和　国際教養学部　国際教養学科　2016年9月卒業
 業　績：第41回全日本オリエンテーリング大会日本オリエンテーリング選手権（ロングディスタンス）M21E　優勝
　　　　全日本スプリントオリエンテーリング大会　MEA　優勝

団　

体
（
８
件
）

①庭球部 業　績：第59～70回全日本大学対抗テニス王座決定試合　男子団体　優勝（12年連続）

②漕艇部 業　績：第36～43回全日本大学選手権大会　女子総合　優勝（8年連続）

③水泳部 業　績：第91回日本学生選手権水泳競技大会競泳　男子400mフリーリレー　優勝
 第92回日本学生選手権水泳競技大会競泳　男子400mメドレーリレー　優勝

④ア式蹴球部 業　績：第24・25回全日本大学女子サッカー選手権大会　優勝（2年連続）

⑤卓球部 業　績：第86回全日本大学総合卓球選手権大会　団体の部　女子部門　優勝（創部初）

⑥フェンシング部 業　績：第65・66回全日本学生フェンシング王座決定戦　女子エペ団体　優勝

⑦ 軟式庭球部 業　績：第69・70回文部科学大臣杯全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会　女子団体戦：優勝（2年連続）

⑧ 少林寺拳法部 業　績：第49・50回少林寺拳法全日本学生大会　団体の部　優勝（2年連続）

名誉博士学位等贈呈者一覧（敬称略）
■ 名誉博士学位贈呈者� 2016年度決定

氏�名 経�歴
高　銘暄

（ガオ・ミンシェン）
HonoraryDoctorofLaws、2016/11/22贈呈
中国人民大学栄誉一級教授

Kay Rala Xanana Gusmão
（カイ・ララ・シャナナ・グスマン）

HonoraryDoctorofLaws、2016/10/06贈呈
東ティモール初代大統領、前首相、計画・戦略投資大臣

Amartya Kumar Sen
（アマルティア・クマール・セン）

HonoraryDoctorofLaws、
ハーバード大学ラモント特任教授および経済学・哲学併任教授、ノーベル経済学賞受賞者

■ 大隈記念学術褒賞受賞者� 2016年度決定

受賞者 所�属 研�究�題�目

大石　進一 教授 理工学術院 精度保証付き数値計算学の確立と実用化

松山　泰男 教授 理工学術院 機械学習の基礎理論と情報技術への応用

西出　宏之 教授 理工学術院 有機ラジカル高分子の機能開拓に関する研究

岩瀬　英治 教授 理工学術院 マイクロ・ナノ領域における力学を基盤とする高機能MEMSデバイスの実現

■ 早稲田大学芸術功労者� 2016年度決定

氏　名 受賞に係る主な業績等

佐
さ さ き

佐木　幸
ゆきつな

綱 歌人（2016/09/24贈呈）
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WASEDA CULTURE 2016年度文化事業一覧（一部）
　本学には、国宝2件、重要文化財7件、重要美術品8件を含む図書資料、美術品、書画、博物資料、映像資料、記録文
書類など約500万点以上が、図書館、坪内博士記念演劇博物館、會津八一記念博物館、大学史資料センターなどに所蔵さ
れ、教育と研究に活用されている。2016年度も多くの展示会、講演会等の文化事業が行われた。

＜2016年度に行った主な文化事業＞
⃝ 「2016年新収蔵品　新春名品展」（2016年1月16日～5月29日） ⃝ 企画展「落語とメディア展」（10月1日～2017年1月18日）

⃝ 「人のかたち」展（3月1日～4月23日） ⃝ 富岡展「近世の禅書画―白隠とその会下」（10月4日～11月19日）

⃝ 「特集展示　2015年度　會津博への贈りもの」（3月1日～4月23日） ⃝ 早稲田文化芸術週間2016（10月10日～10月21日）

⃝ 「第9回秋艸道人賞写真コンテスト入賞作品展示」（4月1日～4月23日） ⃝ シェイクスピア没後400年記念特別展「沙翁復興－逍遙から
NINAGAWAまで－」（10月14日～2017年1月29日）

⃝ 「第7回 早稲田狂言の夕べ」（4月19日） ⃝ 企画展「殿塚・姫塚古墳発掘60周年記念　甦る九十九里の埴輪群像―
3D考古学の挑戦」（10月14日～11月19日）

⃝ 特集展示「富岡コレクション＿古代エジプトの名品」（5月9日～6月22日） ⃝ 秋季特集展示「正宗得三郎の扇面」（10月24日～11月30日）

⃝ 企画展「山口八九子の画境Ⅲ」（5月11日～6月18日） ⃝ 多和田葉子・高瀬アキ　パフォーマンス＆ワークショップ（11月14日・15日）

⃝ 富岡展「屏風絵―近世から近代―」（5月11日～6月25日） ⃝ 「渡部大語のごちゃまぜごはん的書道展」（11月16日～11月23日）

⃝ 企画展「文化装置としての『源氏物語』－九曜文庫を中心に－」
　 （5月13日～5月28日） ⃝ 企画展「會津八一と安藤更生」（11月28日～2017年1月21日）

⃝ 「あゝ　新宿―スペクタクルとしての都市」展（5月28日～8月7日） ⃝ 「富岡コレクションの近代絵画」（12月1日～2017年1月31日）

⃝ 第7回早稲田学生文化・芸術祭（5月31日～6月19日） ⃝ 特集展示「チベット仏教の美術」（12月8日～2017年1月31日）

⃝ 「早稲田大学芸術功労者顕彰記念　中村吉右衛門展」（6月7日～8月7日） ⃝ ～明日に架ける橋～朗読劇「あん」（2017年1月29日）

⃝ Museum Week（6月13日～24日） ⃝ 展覧会「Who Dance?振付のアクチュアリティ」（2月2日～2月19日）

⃝ 新収資料展「資料が映す早稲田の今昔」（6月17日～8月7日） ⃝ 早稲田大学・美濃加茂市文化交流事業「モノを蒐めるまなざし」展
　 （2月8日～3月7日）

⃝ ル・コルビュジエ「ロンシャンの丘との対話展」（6月29日～8月7日） ⃝ 2017年新収蔵品展（3月1日～4月16日）

⃝ 「チューリッヒ・ダダ100周年－ダダイスト・ツァラの軌跡と荒川修作」
（6月29日～8月7日） ⃝ 「茶の道具」展（3月1日～4月28日）

⃝ 「中国陶磁の流れ」展（7月6日～9月23日） ⃝ 図書館所蔵の国宝・重要文化財－早稲田大学中央図書館開館25周年
記念展示（3月17日～4月5日）

⃝ 特集展示「門神と対聯－暮らしを彩る書画」（9月1日～10月15日） ⃝ 「LINK～ナカノとワセダをつなげるlive～」（3月20日）

⃝ 日本古文書学会大会開催記念展示「公家と武家の中世史」
　 （9月23日～10月27日）

⃝ パプアニューギニアとの出会い～早稲田大学収蔵コレクション～
　 （3月22日～4月25日）

⃝ 秋季企画展「占領期の早稲田1945～1952－新生への模索」
　 （9月30日～11月6日）

第16回石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞受賞作品一覧
■ 公共奉仕部門大賞
作品名 NNNドキュメント’15『南京事件 兵士たちの遺言』

受賞者 日本テレビ報道局取材班　代表 清水　潔（日本テレビ 報道局 特別報道班）

■ 草の根民主主義部門大賞
作品名 『語り継ぐハンセン病 ～瀬戸内3園から～』

受賞者 『語り継ぐハンセン病 ～瀬戸内3園から～』取材班
阿部　光希、平田　桂三（ともに山陽新聞社編集局報道部）

■ 公共奉仕部門奨励賞
作品名 長期連載『原発は必要か』を核とする関連ニュース報道

受賞者 新潟日報社原発問題取材班　代表 仲屋　淳（新潟日報社編集局報道部次長）

■ 公共奉仕部門�奨励賞
作品名 『日本会議の研究』

受賞者 菅野 完
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財 務 の 概 要



現在、本学は、中長期計画である「Waseda
Vision150」の実現に向け、改革を推進している。
2014年度には、文部科学省「スーパーグローバル大
学創成支援（トップ型）」に「WasedaVision150」
を見据えた「WasedaOcean構想」が採択され、ま
すます激しくなる国内外の大学間競争のなかで、世界
に飛躍する「Waseda」の実現に向け、改革を一層加
速させる段階に至っている。

事業活動収支計算書
・「WasedaVision150」にもとづき、教育の質向
上のため、常勤教員を増やしつつ、学部生数を抑制
し、密度の高い教育の実現に取り組んでいる。この
ため、教育活動収支は、学生生徒等納付金が
661.9億円（前年度比△0.5億円）、教職員人件費
が458.1億円（同＋2.7億円）となった。また、寄付
金、経常費等補助金等の外部資金収入の減少もあ
り、教育活動収入計は966.8億円（同△9.2億円）、
教育活動収支差額は28.5億円（同△2.3億円）とい
ずれも前年度を下回った。

・教育活動外収支は、受取利息・配当金が23.5億円
（同＋4.5億円）と前年度を上回り、教育活動外収支
差額は28.0億円（同＋6.8億円）となった。

・以上により、教育活動収支差額は前年度を下回っ
たものの、教育活動外収支差額の増加によりこれを
補い、経常収支差額は56.5億円（同＋4.5億円）と
なった。

財務指標
・2015年度の学校法人会計基準の改正以後、経常
収支差額50億円以上の確保と、このうち「一般財
源での経常収支差額」20億円以上の確保を目標
としている。

・2016年度は、経常収支差額は56.5億円、「一般
財源での経常収支差額」は24.1億円となり、目標
額を達成した。

経常収支差額50億円以上および「一般財源での経
常収支差額」20億円以上の目標数値は、施設設備を
維持する財源を確保し、永続的な教育・研究環境の発
展のための財政基盤を構築するため、毎年度確保する
必要がある目標額として設定したものである。
2016年度はこの目標額を達成することができたが、

2017年度以後は、引き続き学生生徒等納付金の収入
減や教職員人件費の支出増により教育活動収支差額
の減少が見込まれる厳しい状況にあり、今後は目標達
成が困難となる見通しである。
「WasedaVision150」で掲げている目標を達成

し、目指す姿を実現するためには、前提となる財政基
盤として、経常収支差額50億円以上と「一般財源で
の経常収支差額」20億円以上を継続的に確保し続け
ていく必要があり、今後より一層の財政構造の改革を
実行していく。

2016年度決算1
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■ 事業活動収支計算書
2016（平成28）年 4月 1日から
2017（平成29）年 3月31日まで （単位：百万円）

科　目 本年度 前年度 増　減

教
育
活
動
収
支

収
　
入

学生生徒等納付金 66,185 66,233 △47
手数料 4,474 4,217 257
寄付金 2,815 3,260 △445
経常費等補助金 11,309 11,927 △617
付随事業収入 7,653 7,554 99
雑収入 4,239 4,402 △163
教育活動収入計 96,677 97,593 △916

支
　
出

人件費 48,249 47,900 349
教育研究経費 42,088 42,699 △610
管理経費 3,450 3,871 △421
徴収不能額等 40 44 △5
教育活動支出計 93,826 94,513 △687
教育活動収支差額 2,851 3,080 △229

教
育
活
動
外
収
支

収
　
入

受取利息・配当金 2,346 1,896 450
その他の教育活動外収入 1,161 1,158 3
教育活動外収入計 3,507 3,054 453

支
　
出

借入金等利息 51 51 0
その他の教育活動外支出 655 881 △225
教育活動外支出計 707 932 △225
教育活動外収支差額 2,800 2,122 678
経常収支差額 5,651 5,202 449

特
別
収
支

収
　
入

資産売却差額 52 831 △778
その他の特別収入 1,046 3,477 △2,432
特別収入計 1,098 4,308 △3,210

支
　
出

資産処分差額 96 326 △230
その他の特別支出 4 43 △40
特別支出計 99 369 △270
特別収支差額 999 3,939 △2,940

基本金組入前当年度収支差額 6,650 9,141 △2,491
基本金組入額合計 △6,590 △5,190 △1,400
当年度収支差額 60 3,951 △3,891

事業活動収入
1,013億円

教育活動外収入
35億円（3.5%）

特別収入
11億円（1.1%）

経常費等
補助金
113億円
（11.2%）

付随事業収入
77億円（7.6%）

雑収入
42億円（4.2%）

学生生徒等
納付金 
662億円（65.3%）

手数料
45億円（4.4%）

寄付金
28億円
（2.8%）

事業活動支出
946億円

人件費
482億円（51.0%）

教育研究経費
421億円（44.5%）

教育活動外支出
7億円（0.7%）

管理経費
34億円（3.6%）

特別支出
1億円（0.1%）

■��決算の概要��■

❶事業活動収支計算書
教育活動収支は、収入面では、学生生徒等納付金が

661.9億円（前年度比△0.5億円）となり、2年連続の
減少となった。また、寄付金が28.2億円（同△4.4億
円）、経常費等補助金が113.1億円（同△6.2億円）と
なり、これらの外部資金収入の減少により、教育活動
収入計は966.8億円（同△9.2億円）にとどまった。
支出面では、教職員人件費が458.1億円（同＋2.7億

円）となり、人件費が増加した。一方、契約電力会社
の変更による光熱水費の削減（△3.6億円）、減価償却
額の減少（△1.8億円）、寄付金や補助金等の外部資
金収入を原資とする支出の減少により、教育研究経費、
管理経費は前年度を下回り、教育活動支出計は
938.3億円（同△6.9億円）となった。しかし、収入減少
を補うには至らず、教育活動収支差額は28.5億円（同
△2.3億円）と前年度より減少した。
教育活動外収支は、受取利息・配当金が23.5億円

（同＋4.5億円）と前年度を上回ったほか、土地信託事
業も順調に推移し、教育活動外収支差額は28.0億円
（同＋6.8億円）となった。以上により、経常収支差額は
56.5億円（同＋4.5億円）となった。
特別収支は、施設設備寄付金4.4億円、現物寄付

4.5億円等の臨時的な収支を計上し、特別収支差額は
10.0億円（同△29.4億円）となった。以上により、基
本金組入前当年度収支差額は66.5億円（同△24.9億
円）となった。

■ 2016年度事業活動収支の構成比率
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❷資金収支計算書
2016年度の収支状況を資金の流れでみると、

2016年度に入金した資金の総額は1,128.2億円で
あり、前年度繰越支払資金347.6億円を加えた収入
合計は1,475.8億円であった。
一方、2016年度に支出した資金の総額は、施設関

係支出59.7億円、設備関係支出30.4億円を含め
1,055.5億円であり、翌年度繰越支払資金は420.4億
円となった。

■ 資金収支計算書
2016（平成28）年 4月 1日から
2017（平成29）年 3月31日まで （単位：百万円）

科　目 金　額

収入の部

学生生徒等納付金収入 66,185

手数料収入 4,474

寄付金収入 3,096

補助金収入 11,437

資産売却収入 4,414

付随事業・収益事業収入 8,810

受取利息・配当金収入 2,346

雑収入 4,267

借入金等収入 0

前受金収入 11,275

その他の収入 11,250

資金収入調整勘定 △14,730

前年度繰越支払資金 34,761

収入の部合計 147,584

支出の部

人件費支出 48,236

教育研究経費支出 32,659

管理経費支出 3,425

借入金等利息支出 51

借入金等返済支出 972

施設関係支出 5,967

設備関係支出 3,037

資産運用支出 11,289

その他の支出 8,746

資金支出調整勘定 △8,837

翌年度繰越支払資金 42,038

支出の部合計 147,584

■ 活動区分資金収支計算書
2016（平成28）年 4月 1日から
2017（平成29）年 3月31日まで （単位：百万円）

科　目 金　額

教
育
活
動

教育活動資金収入計 96,517

教育活動資金支出計 83,905

差引 12,612

調整勘定等 △1,193

教育活動資金収支差額 11,419

施
設
整
備
等
活
動

施設整備等活動資金収入計 3,095

施設整備等活動資金支出計 11,035

差引 △7,940

調整勘定等 636

施設整備等活動資金収支差額 △7,303

教育活動資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額 4,116

そ
の
他
の
活
動

その他の活動資金収入計 14,353

その他の活動資金支出計 10,786

差引 3,567

調整勘定等 △405

その他の活動資金収支差額 3,162

支払資金の増減額 7,278

前年度繰越支払資金 34,761

翌年度繰越支払資金 42,038

❸活動区分資金収支計算書
2016年度の資金の流れを活動区分ごとにみると、

教育活動による資金収支は114.2億円、施設整備等
活動による資金収支は△73.0億円であり、教育活動
資金収支差額＋施設整備等活動資金収支差額は
41.2億円となった。
また、その他の活動による資金収支は、有価証券売

却等により31.6億円となり、翌年度繰越支払資金は
前年度繰越支払資金から72.8億円増加した。
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■ 貸借対照表
2017（平成29）年 3月31日� （単位：百万円）

科　目 本年度末 前年度末 増　減

資産の部

　固定資産 320,250 322,751 △2,501

　　有形固定資産 231,617 232,863 △1,246

　　特定資産 66,820 66,184 636

　　その他の固定資産 21,813 23,704 △1,891

　流動資産 46,091 38,895 7,196

資産の部合計 366,342 361,646 4,696

負債の部

　固定負債 36,279 37,298 △1,019

　流動負債 24,261 25,196 △936

負債の部合計 60,540 62,495 △1,955

純資産の部

　基本金 399,909 393,319 6,590

　繰越収支差額 △94,107 △94,167 60

純資産の部合計 305,802 299,152 6,650

❹貸借対照表
2016年度末の資産の部合計は3,663.4億円で、

その内訳は、固定資産3,202.5億円、流動資産
460.9億円であった。このうち、運用資産残高（現
金預金、有価証券、特定資産の合計額）は1,150.1億
円で、前年度末から50.7億円増加した。
一方、負債の部合計は605.4億円で、その内訳は、

固定負債362.8億円、流動負債242.6億円であっ
た。このうち、借入金残高（長期借入金、短期借入金
の合計額）は82.7億円で、前年度末から9.7億円減
少した。
また、基本金は3,999.1億円、繰越収支差額は

△941.1億円となり、純資産の部合計は3,058.0億
円で前年度末から66.5億円増加した。
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主な財務比率の推移（2012年度～2016年度）
1.事業活動収支計算書の推移
 （単位：百万円）
区　分 科　目 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

教
育
活
動
収
支

収
入

学生生徒等納付金 65,570 66,111 66,477 66,233 66,185
手数料 4,207 4,156 4,079 4,217 4,474
寄付金 2,611 3,604 2,730 3,260 2,815
経常費等補助金 13,546 12,848 12,075 11,927 11,309
付随事業収入 4,599 5,503 6,816 7,554 7,653
雑収入 3,581 4,163 4,304 4,402 4,239
教育活動収入計 94,114 96,385 96,481 97,593 96,677

支
出

人件費 47,721 47,926 48,008 47,900 48,249
教育研究経費 41,388 41,260 43,193 42,699 42,088
管理経費 3,540 3,770 3,774 3,871 3,450
徴収不能額等 27 51 41 44 40
教育活動支出計 92,676 93,007 95,016 94,513 93,826
教育活動収支差額 1,438 3,378 1,465 3,080 2,851

教
育
活
動

外
収
支

教育活動外収入計 2,357 1,927 2,785 3,054 3,507
教育活動外支出計 770 624 764 932 707

教育活動外収支差額 1,587 1,303 2,021 2,122 2,800
経常収支差額 3,025 4,681 3,486 5,202 5,651

特
別
収
支

特別収入計 1,134 2,581 2,221 4,308 1,098
特別支出計 877 692 378 369 99

特別収支差額 257 1,889 1,843 3,939 999
基本金組入前当年度収支差額 3,282 6,570 5,329 9,141 6,650
基本金組入額合計 △3,789 △2,078 △7,100 △5,190 △6,590
当年度収支差額 △507 4,492 △1,771 3,951 60

（参考）
事業活動収入計 97,605 100,893 101,487 104,955 101,282
事業活動支出計 94,323 94,323 96,158 95,814 94,632

■ 事業活動収支計算書関係比率の推移 （％）
財務比率 算式（×100） 評　価 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 全国平均

1 人件費比率▼ 人 件 費
→ 49.5 48.7 48.4 47.6 48.2 53.7経 常 収 入

2 人件費依存率▼ 人 件 費 → 72.8 72.5 72.2 72.3 72.9 73.0学 生 生 徒 等 納 付 金

3 教育研究経費比率△ 教 育 研 究 経 費 → 42.9 42.0 43.5 42.4 42.0 33.2経 常 収 入

4 管理経費比率▼ 管 理 経 費
→ 3.7 3.8 3.8 3.8 3.4   9.3経 常 収 入

5 借入金等利息比率▼ 借 入 金 等 利 息
→ 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1   0.2経 常 収 入

6 学生生徒等納付金比率 学 生 生 徒 等 納 付 金 ー 68.0 67.2 67.0 65.8 66.1 73.7経 常 収 入

7 寄付金比率△ 寄 付 金
→ 3.3 4.3 3.5 4.0 3.7   2.3事 業 活 動 収 入

8 補助金比率△ 補 助 金 → 14.4 13.8 13.3 11.6 11.3 12.5事 業 活 動 収 入

9 基本金組入率△ 基 本 金 組 入 額
→ 3.9 2.1 7.0 4.9 6.5 12.2事 業 活 動 収 入

10 減価償却額比率
減 価 償 却 額

ー 11.0 9.2 10.0 10.4 10.3 11.8経 常 支 出

11 事業活動収支差額比率△ 基本金組入前当年度収支差額
→ 3.4 6.5 5.3 8.7 6.6   4.7事 業 活 動 収 入

12 経常収支差額比率△ 経 常 収 支 差 額
→ 3.1 4.8 3.5 5.2 5.6   3.4経 常 収 入

13 教育活動収支差額比率△ 教 育 活 動 収 支 差 額
→ 1.5 3.5 1.5 3.2 2.9   1.8教 育 活 動 収 入 計

（注）全国平均の比率は、日本私立学校振興・共済事業団が集計した私立大学（医歯系法人を除く全国508法人）の2015年度平均値である。 
財務比率項目の印は、△＝高い値がよい　▼＝低い値がよい　を示している。 
評価欄の矢印については、上向き（ →）は本学が2012年度と2016年度を比較して改善傾向にあることを示し、下向き（→ ）は悪化傾向を示している。横棒
（－）はどちらともいえないものを示している。
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2.貸借対照表の推移
資産の部 （単位：百万円）

科　目 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度
固定資産 308,464 312,173 314,306 322,751 320,250
　有形固定資産 226,959 232,885 235,933 232,863 231,617
　特定資産 60,420 59,502 63,432 66,184 66,820
　その他の固定資産 21,085 19,786 14,941 23,704 21,813
流動資産 33,234 39,606 39,142 38,895 46,091
資産の部合計 341,698 351,779 353,448 361,646 366,342

負債の部・純資産の部 （単位：百万円）
科　目 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度

固定負債 36,914 39,279 38,443 37,298 36,279
流動負債 26,672 27,819 24,995 25,196 24,261
負債の部合計 63,586 67,098 63,438 62,495 60,540

基本金 378,950 381,028 388,128 393,319 399,909
　第１号基本金 331,927 335,497 344,721 347,382 355,411
　第２号基本金 12,843 11,146 8,741 10,570 10,097
　第３号基本金 27,274 27,479 27,760 28,460 27,526
　第４号基本金 6,906 6,906 6,906 6,906 6,875
繰越収支差額 △100,838 △96,347 △98,118 △94,167 △94,107
純資産の部合計 278,112 284,681 290,010 299,152 305,802

    
負債及び純資産の部合計 341,698 351,779 353,448 361,646 366,342

■ 貸借対照表関係比率の推移 （％）
財務比率 算式（×100） 評　価 2012年度 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 全国平均

1 純資産構成比率△
純 資 産

→ 81.4 80.9 82.1 82.7 83.5 87.5
負 債 ＋ 純 資 産

2 固定比率▼
固 定 資 産

→ 110.9 109.7 108.4 107.9 104.7 98.9
純 資 産

3 固定長期適合率▼
固 定 資 産

→ 97.9 96.4 95.7 95.9 93.6 91.4
純 資 産 ＋ 固 定 負 債

4 固定資産構成比率▼
固 定 資 産

→ 90.3 88.7 88.9 89.2 87.4 86.5
総 資 産

5 流動比率△
流 動 資 産

→ 124.6 142.4 156.6 154.4 190.0 254.1
流 動 負 債

6 流動資産構成比率△
流 動 資 産

→ 9.7 11.3 11.1 10.8 12.6 13.5
総 資 産

7 総負債比率▼
総 負 債

→ 18.6 19.1 17.9 17.3 16.5 12.5
総 資 産

8 負債比率▼
総 負 債

→ 22.9 23.6 21.9 20.9 19.8 14.3
純 資 産

9 固定負債構成比率▼
固 定 負 債

→ 10.8 11.2 10.9 10.3 9.9 7.2
負 債 ＋ 純 資 産

10 流動負債構成比率▼
流 動 負 債

→ 7.8 7.9 7.1 7.0 6.6 5.3
負 債 ＋ 純 資 産

11 繰越収支差額構成比率△
繰 越 収 支 差 額

→ △29.5 △27.4 △27.8 △26.0 △25.7 △13.6
負 債 ＋ 純 資 産

12 基本金比率△
基 本 金 → 97.9 96.6 97.2 97.4 97.6 97.2
基 本 金 要 組 入 額

（注）全国平均の比率は、日本私立学校振興・共済事業団が集計した私立大学（医歯系法人を除く全国508法人）の2015年度平均値である。 
財務比率項目の印は、△＝高い値がよい　▼＝低い値がよい　を示している。 
評価欄の矢印については、上向き（ →）は本学が2012年度と2016年度を比較して改善傾向にあることを示し、下向き（→ ）は悪化傾向を示している。横棒
（－）はどちらともいえないものを示している。
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200

400

600

800

1,000

1,200
（億円） 人件費 教育研究経費 管理経費 徴収不能額等 教育活動外支出計 特別支出計 基本金

学生生徒等納付金 手数料 寄付金 経常費等補助金 付随事業収入 雑収入 教育活動外収入計 特別収入計

2015 2016

1,012.9 1,012.3

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
（年度）※　学校法人会計基準の改正により2015年度から計算書類が変更されている。

※　2014年度以前の金額は、新たな基準により組み替えた金額を参考として掲載している。
※　棒グラフの左側は事業活動収入、右側は事業活動支出と基本金組入額の合計を表す。

0

事業活動収入・事業活動支出・基本金組入額の推移

0

有形固定資産 特定資産 その他の固定資産 流動資産
基本金 固定負債 流動負債繰越収支差額

2015年度末 2016年度末2014年度末2007年度末 2008年度末 2009年度末 2010年度末 2011年度末 2012年度末 2013年度末

600

1,200

1,800

2,400

3,000

4,200

3,600

△1,200

△600

4,800
（億円）

※　学校法人会計基準の改正により2015年度から計算書類が変更されている。
※　2014年度以前の金額は、新たな基準により組み替えた金額を参考として掲載している。

4,035 4,115 4,175 4,275
4,411 4,426 4,481 4,515 4,558 4,605

貸借対照表の推移
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本 学 は、中 長 期 計 画 で あ る「Waseda Vision 
150」を策定し、「質の高い教育」「質の高い研究」の
実現に向け活動しております。そのためには、強固な
財政基盤が必須であり、財政運営においても、既存の
殻を破り、更なる挑戦を継続する必要があります。
2017年度の予算編成においては、学費収入の減少を
見込むものの、財政ガバナンスを強化し、先例に捉わ
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、教育・研究の
一層の活性化に向けた投資を行います。

財務指標
ㅡ「Waseda Vision 150」の実現に向けた戦略的予

算を確保するとともに、永続的な教育・研究環境の
発展のための財政基盤を構築するため、経常収支
差額50億円以上（経常収支差額比率5.5％）を目標
としました。

ㅡまた、経常収支差額を「使途が特定されているもの
（補助金事業、受託研究、寄付金事業等）」と「一般
財源」に区分し、教育・研究環境を維持・発展させる
財源を確保するため、「一般財源での経常収支差
額」20億円以上の確保を目指しました。

事業活動収支計算書
ㅡ収入面では、学費体系の変更や学部新入生数の減

少等を見込んだ結果、学生生徒等納付金は660.3億
円（前年度比△13.2億円）となりました。

ㅡ支出面では、経常予算のマイナスシーリング（5％）
を実施したものの、教育・研究環境の整備のための
支出を見込んだ結果、教育研究経費は451.0億円

（同＋12.8億円）、管理経費は37.9億円（同＋0.9億
円）となりました。

ㅡまた、収支構造の見直しによって確保した財源によ
り、「Waseda Vision 150」の実現に向けた戦略
的予算を計上しました。

資金収支計算書
ㅡ2017年度のキャンパス整備事業については、

2018年度の竣工に向けて早稲田アリーナ新築工
事を継続するほか、研究開発センターの整備事業に
着手します。

ㅡ資金面では、2017年度中に入金が見込まれる資金
の総額は1,128.7億円、これに対して2017年度の
事 業 活 動に必 要と見 込まれる資 金 の 総 額は
1,127.8億円となりました。

結果として、経常収支差額は21.6億円（目標50億
円）、「一般財源での経常収支差額」は△0.9億円（目
標20億円）となり、いずれも目標額の確保には至らず
厳しい予算となりました。なお、予算執行にあたっては、
財政ガバナンスの一層の強化と予算の効率的な活用
により支出の削減に努めます。

■ 事業活動収支予算書
2017（平成29）年 4月 1日から
2018（平成30）年 3月31日まで （単位：百万円）

科　目 2017年度
予算額

2016年度
予算額 増減

教 

育 

活 

動 

収 

支

収
　
入

学生生徒等納付金 66,026 67,349 △1,322
手数料 4,317 4,218 99
寄付金 3,399 2,900 498
経常費等補助金 11,560 11,570 △11
付随事業収入 8,387 7,800 587
雑収入 4,837 4,293 544
教育活動収入計 98,525 98,130 395

支
　
出

人件費 49,592 48,838 754
教育研究経費 45,103 43,825 1,278
管理経費 3,787 3,700 87
徴収不能額等 33 31 2
教育活動支出計 98,515 96,395 2,120
教育活動収支差額 11 1,735 △1,725

教 

育 

活 

動 

外 

収 

支

収
　
入

受取利息・配当金 1,955 1,908 47
その他の教育活動外収入 1,137 1,143 △6
教育活動外収入計 3,092 3,051 41

支
　
出

借入金等利息 53 51 2
その他の教育活動外支出 891 873 18
教育活動外支出計 944 925 19
教育活動外収支差額 2,148 2,126 22
経常収支差額 2,158 3,862 △1,703

特 

別 

収 

支

収 

入

資産売却差額 137 0 137
その他の特別収入 1,101 1,124 △23
特別収入計 1,239 1,124 115

支 

出
資産処分差額 319 0 319
特別支出計 319 0 319
特別収支差額 920 1,124 △204

予備費 450 450 0
基本金組入前当年度収支差額 2,628 4,536 △1,907
基本金組入額合計 △8,275 △11,464 3,189
当年度収支差額 △5,646 △6,928 1,282

2017年度予算2



学校法人　早稲田大学
〒169-8050　東京都新宿区戸塚町1-104

本学の情報は下記のWebサイトでもご覧いただけます。

本学Webサイト
http://www.waseda.jp/top/

事業計画書・報告書Webサイト
http://www.waseda.jp/top/about/work/reports-2

財務情報の公開（財務部のWebサイト）
http://www.waseda.jp/top/about/work/organizations/financial-affairs


