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序章

本学は、1913 年に創立 30 周年を迎えるにあたり、早稲田大学の理念を示す基本文書と

して「早稲田大学教旨」を制定した。その冒頭において、「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」と定め、この建

学の本旨である「学問の独立」、「学問の活用」、「模範国民の造就」を三大教旨と位置

付け、本学の教育研究の展開・運営の指針としてきた。この三大教旨を基本としながら、

「21世紀のグランドデザイン」（2001-2007）、「Waseda Next 125」（2008-2012）とい

った中長期計画を実践し、そして 2012 年 11 月、現在へと続く「Waseda Vision 150」を創

立 150 周年を迎える 2032 年を見据えて策定したのである。

この Waseda Vision 150 は、学生がどのような教育・研究環境の中で何を身に着け、世

界へはばたくのか、その学窓と早稲田の研究のあるべき様態、そして、卒業生がどのよう

な姿で世界のリーダーとして、あるいは地域社会を支える市民として、世のため人のため

に活躍しているのか、その姿を示したものである。４つのビジョンと 13 の核心戦略、およ

び核心戦略実現のためのプロジェクトによって構成され、入試・教学・研究推進・大学運

営などあらゆる要素を盛り込んだ総合的な中長期計画となっており、さらなる大学改革を

推し進めている。

これら大学改革を推し進めるためには、大学におけるあらゆる施策の点検・評価の実施

とその結果による改善が必要であるが、本学では、2004 年の学校教育法改正に伴う機関別

認証評価制度導入に先駆け、1999 年から本学独自の「大学点検・評価委員会」を設置、自

己点検・評価を実施している。また、学校教育法改正後の機関別認証評価制度においても、

これまで二度（2005 年度、2012 年度）自己点検・評価を実施し、それぞれ公益財団法人大

学基準協会の認証評価を受けた。その結果、同協会の基準に適合していることを 2021 年３

月 31日まで認定され、長所として特記すべき事項として７件が挙げられている。一方、努

力課題 10件、改善勧告１件の指摘を受けており、それらを踏まえ、本学の状況、課題そし

て改善の方向性について、継続的に自己点検・評価を実施してきた。

今回、本学は 2020 年度に同協会の認証評価を受けることとした。これまで本学が取り組

んできた教育・研究に関する活動について、自己点検・評価を実施し、「世界で輝く WASEDA」

実現に向けた更なる発展に繋げたいと考えている。

早稲田大学 大学点検・評価委員会

委 員 長 須 賀 晃 一
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第１章 理念・目的

（１）現状説明

点検・評価項目①： 大学の理念・目的を適切に設定しているか。また、それを踏まえ、

学部・研究科の目的を適切に設定しているか。

評価の視点１： 学部においては、学部、学科又は課程ごとに、研究科においては、

研究科又は専攻ごとに設定する人材育成その他の教育研究上の目的

の設定とその内容

評価の視点２： 大学の理念・目的と学部・研究科の目的の連関性

＜大学の理念の設定＞

本学は、1913 年に創立 30 周年を迎えるにあたり、早稲田大学の教育の理念を示す基本

文書として「早稲田大学教旨」を制定した。その冒頭において、「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」と定め、こ

の建学の本旨である「学問の独立」、「学問の活用」、「模範国民の造就」を三大教旨と位置

付け、本学の教育研究の展開・運営の根本指針としてきた。

１つ目の「学問の独立」は、「在野精神」、「反骨の精神」と結び合い、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・

研究を行ってきた。

学問研究は、学理の考究に留まらず、文化、社会、産業への活用の道を拓くことによっ

てさらに発展する。つまり２つ目の教旨である「学問の活用」により本学の教育研究に更

なる発展がもたらされてきた。本学では、学部・研究科での教育・研究に加えて専門職業

人教育および生涯教育に取り組み、学理考究とそれに裏付けられた実践との相互作用を通

して新しい時代を切り拓いてきたのである。

庶民の教育を主眼として制定された本学の３つ目の教旨が 「模範国民の造就」である。

この「模範国民」は、グローバリゼーションが進展する現代では、豊かな人間性を持った

「地球市民の育成」と言い換えることができる。送り出す学生こそ大学教育の最大の成果

であり、本学は、世界の何処にあっても、どのような困難に直面しようとも、自らの意思

で周囲と連帯して状況を切り拓くことのできる知識と道徳的人格と勇気、さらには頑健な

身体としなやかな感性を持った地球市民を育成してきたのである（資料１-１、１-２【ウ

ェブ】、１-３【ウェブ】）。

＜大学の理念を踏まえた学部・研究科の目的の適切な設定および大学の理念との連関性＞

上記の三大教旨を踏まえ、学部および大学院の目的を早稲田大学学則第１条および早稲

田大学大学院学則第１条に以下のように定めている。

◇学部（資料１-４）

本大学は学問の独立を全うし真理の探究と学理の応用に努め、深く専門の学芸を教授し、
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その普及を図るとともに、個性ゆたかにして教養高く、国家および社会の形成者として有

能な人材を育成し、もって文化の創造発展と人類の福祉に貢献することを目的とする。

◇大学院（資料１-５）

本大学院は、高度にして専門的な学術の理論および応用を研究、教授し、その深奥を究

めて、文化の創造、発展と人類の福祉に寄与することを目的とする。

さらに、各学部・研究科においては、三大教旨および上記学則の定めを踏まえた人材養

成その他の教育研究上の目的を学部は学科を単位として、研究科は専攻を単位として、そ

れぞれ学則別表で定めている（資料１-６、７）。

◇大学の理念・目的と学部・研究科の目的の連関性

本学では、毎年度１回、各学部・研究科において、三大教旨、学則を踏まえた人材養成

その他の教育研究上の目的の見直しを行っている。毎年度、教務部から各学部・研究科へ

文書を送付し、各学部・研究科の人材養成その他の教育研究上の目的が三大教旨と連関し

ているかという観点も踏まえた見直しを依頼している。各学部・研究科は見直しの結果を

教務部に報告することとし、教務部においても各学部・研究科の目的と三大教旨等の連関

性を確認することとしている。

点検・評価項目②： 大学の理念・目的及び学部・研究科の目的を学則又はこれに準ずる

規則等に適切に明示し、教職員及び学生に周知し、社会に対して公

表しているか。

評価の視点１： 学部においては、学部、学科又は課程ごとに、研究科においては、

研究科又は専攻ごとに設定する人材育成その他の教育研究上の目的

の適切な明示

評価の視点２： 教職員、学生、社会に対する刊行物、ウェブサイト等による大学の

理念・目的、学部・研究科の目的等の周知及び公表

＜大学・学部・研究科の理念・目的の適切な明示＞

◇大学の理念・目的の明示

大学の理念・目的は、早稲田大学教旨において明示されており、早稲田大学教旨は、大

学ウェブサイト、学部入学案内で公開している（資料１-２【ウェブ】、１-３【ウェブ】）。

◇学部・研究科の目的の明示

学部・研究科の目的は、それぞれ早稲田大学学則第１条、早稲田大学大学院学則第１条

で明示されている。また、各学部においては学科ごと、研究科においては専攻ごとに定め

る人材養成その他の教育研究上の目的は、学則別表で明示している（資料１-６、７）。

＜理念・目的の周知及び公表＞

大学の理念・目的、学部・研究科の目的等については、大学および学部・研究科のウェ

ブサイト等を通じて教職員や学生に周知している。また、学部・研究科が定める人材養成
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その他の教育研究上の目的については、各学部・研究科が発行する「学部要項」、「研究科

要項」に掲載し、新入生を対象としたオリエンテーションにおいて周知を図っている（資

料１-８～52））。広く社会に対しては、大学および各学部・研究科のウェブサイトや「入学

案内」、各学部・研究科のパンフレットなどにより広く公表している（資料１-３【ウェブ】、

１-53【ウェブ】、１-54【ウェブ】、基礎要件確認シート）。

点検・評価項目③： 大学の理念・目的、各学部･研究科における目的等を実現していく

ため、大学として将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策を

設定しているか。

評価の視点１： 将来を見据えた中・長期の計画その他の諸施策の設定

＜中長期計画の設定＞

本学は、2007 年の創立 125 周年を「第二の建学」と位置付け、アジアレベル、さらには

グローバルなレベルで展開する大学間競争を見据えた 21 世紀にふさわしい大学の基盤づ

くりに取り組むことを目指し、2001 年度から 2007 年度の「21 世紀の教育研究グランドデ

ザイン」、2008 年度からの 10年間を目途とする大学の将来像を示した「Waseda Next 125」

を策定し、中長期計画に基づく大学運営を行ってきた（資料１-55【ウェブ】）。

現在は、本学の創立150周年を見据えた2010年からの約２年の議論の中で教職員や学生、

校友など本学の様々なステークホルダーからの意見も取り入れながら策定した「Waseda

Vision 150」に基づき様々な取り組みを推進している。Waseda Vision 150 では、「世界に

貢献する高い志を持った学生」、「世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究」、「グロ

ーバルリーダーとして社会を支える卒業生」、「世界に信頼され常に改革の精神を持って進

化し続ける大学」という４つのビジョンの下に、①入試制度の抜本的改革、②グローバル

リーダー育成のための教育体系の再構築、③教育と学修内容の公開、④対話型、問題発見・

解決型教育への移行、⑤大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進、⑥早稲田らしさ

と誇りの醸成をめざして－早稲田文化の推進、⑦独創的研究の推進と国際発信力の強化、

⑧世界の WASEDA としての国際展開、⑨新たな教育・研究分野への挑戦、⑩教職員の役割と

評価の明確化、⑪財務体質の強化、⑫進化し続ける大学の仕組みの創設、⑬早稲田を核と

する新たなコミュニティの形成、という 13 の核心戦略を定め、可能な限り数値目標という

形で目指すべき水準を設定し、年度ごとに定める事業計画や予算編成に反映している。

本学では、Waseda Vision 150 を推進するために、総長を本部長、２名の副総長を副本

部長とする Waseda Vision 150 推進本部と総長が指名する理事、上記 13 の核心戦略の実行

責任者である理事・本部部長等を構成員とする Waseda Vision 150 推進会議を設置し、総

長のリーダーシップのもと、計画の実質的な推進を行っている（資料１-56【ウェブ】）。

なお、中長期計画策定にあたっては、これまで受審した認証評価の結果を踏まえている。

一例として、Waseda Vision 150 では、学部生数を 2032 年度に 2012 年度比で 20％削減す

ることを数値目標として掲げている。この数値目標は、教育の質を向上させることを主た

る目的としているが、本学では 2006 年度および 2013 年度の認証評価受審時に、入学定員
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に対する入学者比率が大きく超過していることについて勧告を受けていることから、定員

管理の厳格化の点も踏まえて設定したものである。

（２）長所・特色

本学では、大学の理念としての早稲田大学教旨とともに各学部・研究科における理念・

目的である人材養成その他の教育研究上の目的を定めて教育研究活動を推進してきたが、

2015 年度からは、各学部・研究科において、少なくとも年に１回、人材養成その他の教育

研究上の目的の見直しを行い、その結果を教務部において集約することにより、早稲田大

学教旨と各学部・研究科の人材養成その他の教育研究上の目的の連関性の確保を図ってい

る。

また、早稲田大学教旨に基づいて、「21世紀の教育研究グランドデザイン」、「Waseda Next

125」、「Waseda Vision 150」という３つの中長期目標を設定し、大学運営を推進している

ことも特色として挙げることができる。このうち、Waseda Vision 150 では、既存の部署

単位だけではなく、目標を達成するために必要な部署を横断するプロジェクト単位でも目

標達成に取り組んでおり、柔軟な組織構造の構築に寄与している。また、Waseda Vision 150

推進にあたっては、当初に設定した目標を絶対視することなく絶えず見直すこととしてお

り、目標数値の見直しや目標達成のためのプロジェクトの改廃を行うなど、PDCA サイクル

が有効に機能している（資料１-57【ウェブ】）。

本学は 2014 年、文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援事業（タイプＡ：トップ

型）」に「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～」が採択された。この Waseda Ocean 構想は、世界を牽引し、世界に貢献する大学であ

り続けるために、地球規模の課題の解決と未来を創造する研究・人材の創出および育成を

目指すものである。これは、2012 年に策定した Waseda Vision 150 と同じ理念のもとに策

定されており、Waseda Vision 150 の改革をより加速して実現するための特徴的な取り組

みである（資料１-58【ウェブ】）。

（３）問題点

なし。

（４）全体のまとめ

本学では、早稲田大学教旨に定める「学問の独立」、「学問の活用」、「模範国民の造就」

を三大教旨と位置付け、教育研究の根本指針としている。学則に定める学部・大学院の目

的、学部および研究科が定める人材養成その他の教育研究上の目的も三大教旨をその拠り

どころとし、それぞれ連関性が確保されている。

各学部・研究科が定める人材養成その他の教育研究上の目的については、少なくとも年

１回の見直しを行うこととし、その見直しの結果を教務部に集約することにより、三大教

旨との連関性を確保することとしている。

また、これらの理念・目的は大学、学部、研究科のウェブサイトや各種印刷媒体で教職

員、学生、社会に対して周知されている。

さらに、本学では、三大教旨を根拠とする中長期計画に基づく大学運営を推進している。
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中長期計画を定めた当初の目標に向けた大学運営を行いつつも、これらの目標等を絶対視

することなく、定期的な見直しを行うという PDCA サイクルを機能させ、現実的な目標達成

に向けて全学を挙げて取り組んでいる。
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第２章 内部質保証

（１）現状説明

点検・評価項目①： 内部質保証のための全学的な方針及び手続きを明示しているか。

評価の視点１： 下記の要件を備えた内部質保証のための全学的な方針及び手続の設

定とその明示

・内部質保証に関する大学の基本的な考え方

・内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織の権限と役割、当該

組織と内部質保証に関わる学部・研究科その他の組織との役割分

担

・教育の企画・設計、運用、検証及び改善・向上の指針（PDCA サイ

クルの運用プロセスなど）

＜内部質保証に関する大学の基本的な考え方＞

本学では、従来から既存の組織が協力して、①教育に関する内部質保証、②中長期計画

Waseda Vision 150 に関する内部質保証、③認証評価に関する内部質保証を分担して推進

している。本学のこのような質保証のあり方についてはこれまでも検証を行ってきたが、

下記に示す理由から有効に機能していると考えられる。

１つ目の理由は、実際に教育方針を検討し、教育運営を実践している組織が PDCA サイク

ルを実行することによって、より実践的で現実的な改善策を導くことができるという点で

利点があり、より実効的な内部質保証が確保できると考えられるということである。

２つ目の理由は、本学のような大規模大学においては、単独の組織が集中的に内部質保

証を推進するよりも、複数の組織が、複数の視点、複数の周期によって内部質保証に関す

る PDCA サイクルを実行することにより、組織の隅々に至るまで内部質保証の重要性をより

浸透させることができると考えられるということである。

このように、本学では、既存の組織による内部質保証体制が有効に機能すると考えられ

ることから、内部質保証を集中的に所管する特別な組織を設置せず、既存の複数の組織に

より内部質保証に関する PDCA サイクルを推進することとしているのである。この３つの内

部質保証のそれぞれの位置づけは以下のとおりである。

①教育に関する内部質保証は、大学、各学部・研究科が定める３つのポリシーに基づく

教学に関する内部質保証である。３つのポリシーの適切性、それぞれの連関性の確認等を

行ったり、ディプロマ・ポリシーに定める学修成果の獲得状況を把握し、必要な改善を行

ったりする。②中長期計画に関する内部質保証は、中長期計画（現在は Waseda Vision 150）

により設定している中長期的な目標に関する内部質保証であり、法人部門、教学部門双方

を対象とし、目標の進捗状況の確認や目標の見直しなどを行う。③認証評価に関する内部

質保証は、①教育に関する内部質保証、②中長期計画に関する内部質保証と重なる部分も

あるが、大学設置基準に適合しているかという観点からの内部質保証を行う。この、③認

証評価に関する内部質保証が大学設置基準への適合性という点で基盤となる内部質保証で

あり、①教育に関する内部質保証、②中長期計画に関する内部質保証については、大学設
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置基準への適合性とともに本学の取り組みについての内部質保証という関係性にある。

◇教育に関する内部質保証推進体制

教育に関する内部質保証は、全学レベル、プログラムレベル、授業レベルという３つの

レベルで推進されている。

全学レベルでは、研究および教育に関する基本方針などを協議する学術院長会、学術院

長会が定めた教育に関する基本方針等の実施に関する事項などを協議する教務担当教務主

任会が全学的な教育に関する内部質保証の推進に責任を負っている（資料２-１、２-２）。

なお、学術院とは、同じ学問系統に位置づけられる学部、研究科により構成される教育研

究組織で、学術院長は、学術院を構成する学部、研究科のいずれかの長を兼ねている場合

が多い。また、教務担当教務主任会の主な構成員である教務担当教務主任は、教務に関す

る事項について学部長、研究科長の補佐を行うことをその職務とする。

プログラムレベルでは、学部・研究科の教育に関する事項を協議する学部運営委員会・

研究科運営委員会や、それぞれの運営委員会の下に設置されているカリキュラムや入試等

を所管する委員会等がプログラムレベルの教育に関する内部質保証の推進に責任を負って

いる（資料２-３～18）。

個々の授業レベルでは、主に担当教員が中心となり、全学レベル、プログラムレベルで

定められたポリシーに基づき、PDCA サイクルを実行している。

このように、本学では教育方針やその実施事項を定める組織、カリキュラムの計画を作

成する組織、実際に授業を担当する教員など、方針策定から実行に至る各プロセスにおい

てそれぞれの実情に通暁している各組織を教育に関する内部質保証の推進に責任を負う組

織と位置付け、PDCA サイクルが有効に実行されることを期待している。

◇中長期計画「Waseda Vision 150」に関する内部質保証推進体制

本学では、中長期計画 Waseda Vision 150 を推進するために、総長を本部長、２名の副

総長を副本部長とする Waseda Vision 150 推進本部と総長が指名する理事、ビジョンに基

づく13の核心戦略の実行責任者である理事・本部部長等を構成員とするWaseda Vision 150

推進会議を設置し、各核心戦略・プロジェクトの進捗状況の確認を実施している（資料２

-19）。

また、Waseda Vision 150 推進のための方針に基づいて、各学部・研究科を包摂する各

学術院がそれぞれ将来構想を立案し、核心戦略に関連する施策を実行している。この学術

院等の将来構想や各学術院と密接に関係する入試・教務・研究・国際関連の核心戦略の進

捗状況等について議論を行う場として、上記の Waseda Vision 150 推進会議の構成員に各

学術院長・高等学院長・本庄高等学院長・芸術学校長・グローバルエデュケーションセン

ター所長を加えた Waseda Vision 150 拡大推進会議を設置し、それぞれの核心戦略の進捗

状況を集約し、必要に応じて目標時期や数値目標の見直しを行うなどの議論を行っている

（資料２-20【ウェブ】）。

このほか、Waseda Vision 150 推進本部と各学術院長等執行部および各核心戦略実行責

任者等との個別懇談を実施し、大学本部と学術院とが密なコミュニケーションを取り、一

体となって Waseda Vision 150 の推進を行っている。
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◇認証評価に関する内部質保証推進体制

本学では、本学の教育・研究を自主的に改革し、その一層の充実と発展を図るため、全

学的・総合的に自己点検および自己評価を行い、併せて認証評価機関による認証評価を受

けるために「大学点検・評価委員会」を設置している。

大学点検・評価委員会では、認証評価機関による認証評価を受けて改善方針を策定し、

各学部・研究科に設置されている点検・評価委員会に提示する。その改善方針をもとに各

学部・研究科は教育・研究の充実を図るための具体的な施策を立案・実行している。（資料

２-21）。

◇３つの内部質保証推進体制の有機的連携

本学では、教育、中長期計画、認証評価のそれぞれについて、内部質保証推進体制を整

備しており、それぞれが異なる視点、異なる周期により内部質保証を推進することにより、

大規模大学である本学においても内部質保証に関する考え方を学内に浸透させることがで

きている。

このように、本学では３つの観点から、それぞれを所管する組織が内部質保証を推進し

ているが、それらは個別独立的に行われているわけではない。教育に関する内部質保証は

３つのポリシーを起点とするが，それらは本学の三大教旨をその拠り所としていることに

加え、認証評価の結果やそれを踏まえた改善状況を加味して策定されている。

また、中長期計画の Waseda Vision 150 の核心戦略を実現するための大学の方針、各学

部・研究科の方針も、三大教旨をその基本とし、それぞれの３つのポリシーも踏まえて策

定される（資料２-22）。

＜内部質保証に責任を負う全学的組織の権限と役割及び運用プロセス＞

◇教育に関する内部質保証

学術院長会および教務担当教務主任会が全学レベルの内部質保証の推進に責任を負っ

ている。学術院長会は早稲田大学学術院長会規程第３条第１号において、「研究および教育

に関する基本方針」を議決すると定められており、PDCA サイクルの「P」にあたる大学全

体の３つのポリシーを策定する（資料２-１）。

学術院長会がポリシーを策定するにあたっては、早稲田大学の三大教旨をその拠り所と

することは当然のこととして、現在の中長期計画である Waseda Vision 150 との整合性を

図るとともに認証評価の結果を反映させることにより、本学の内部質保証体制の有機的連

携を確保している。

教務担当教務主任会は、教務担当教務主任会運営細則第３条２項二号において「教育お

よび研究に関する基本方針の実施にかかわる事項」を協議すると定められており、学術院

長会において定められた３つのポリシーを実現するための施策を立案したり、各学部・研

究科の教学マネジメントの支援を行ったりするなど、PDCA サイクルの「D」にあたる部分

を行う。例えば、学生授業アンケートの集計結果は、教務担当教務主任会の定期的な議題

となっており、これにより、教務担当教務主任会は、授業レベル、プログラムレベルの PDCA

サイクルの結果を集約することができ、教学上の施策立案に活用している（資料２-２）。
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各学部・研究科は大学全体の３つのポリシーを踏まえて、後述するようにそれぞれ PDCA

サイクルを実行しているが、教務担当教務主任会は各学部・研究科の PDCA サイクルの結果

を集約し（C）、その結果を踏まえて、新たな施策の立案を検討する。併せて、学術院長会

は、各学部・研究科の PDCA サイクルの結果を踏まえて、大学の３つのポリシーの見直しを

行う（A）。

◇中長期計画「Waseda Vision 150」に関する内部質保証

Waseda Vision 150 では、「１、世界に貢献する高い志を持った学生」、「２、世界の平和

と人類の幸福の実現に貢献する研究」、「３、グローバルリーダーとして社会を支える卒業

生」、「４、世界に信頼され常に改革の精神を持って進化し続ける大学」という４つのビジ

ョンを掲げ（「P」）、ビジョンを実現するための 13の核心戦略および関連するプロジェクト

を定めて様々な取り組みを行っている（「D」）。

Waseda Vision 150 の核心戦略

１．入試制度の抜本的改革

２．グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築

３．教育と学修内容の公開

４．対話型、問題発見・解決型教育への移行

５．大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進

６．早稲田らしさと誇りの醸成をめざして－早稲田文化の推進

７．独創的研究の推進と国際発信力の強化

８．世界の WASEDA としての国際展開

９．新たな教育・研究分野への挑戦

10. 教職員の役割と評価の明確化

11. 財務体質の強化

12. 進化し続ける大学の仕組みの創設

13. 早稲田を核とする新たなコミュニティの形成

学部・研究科を包摂する各学術院は、４つのビジョンおよび 13の核心戦略に基づき、そ

れぞれの将来構想を策定し、将来構想を実現するための施策を実行することとなっている

が、その進捗状況を Waseda Vision 150 推進本部に報告している（「C」）。Waseda Vision 150

推進本部では、集約した各学術院の進捗状況をもとに、将来構想を実現するための施策の

再検討等を行っている（「A」）。

なお、Waseda Vision 150 推進本部・推進会議は各プロジェクトの進捗状況を確認し、

プロジェクトの新設・統廃合や数値目標の見直しを行っている（資料２-20【ウェブ】）。

◇認証評価に関する内部質保証

大学点検・評価委員会は、全学的・総合的に自己点検および自己評価を行い、併せて認

証評価機関による認証評価を受けることを目的として設置されている（大学点検・評価委

員会規程第１条）。大学点検・評価委員会は、認証評価機関による認証評価への対応を行う
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とともに、認証評価の結果に基づき、自己点検・評価の項目の設定・変更を行い（「P」）、

大学全体の自己点検・評価を行う（「C」）。また、点検・評価の結果に基づき、改善内容等

の提言を行う（A）。

各学部・研究科にも、自己点検・評価委員会が設置されており、大学点検・評価委員会

が定めた項目に基づき、各学部・研究科の自己点検・評価委員会が自己点検・評価を行い、

結果を報告書としてまとめ、大学点検・評価委員会に提出する（C）。また、点検・評価の

結果に基づいて、必要な提言を行う（A）。大学点検・評価委員会は、大学全体と各学部・

研究科の自己点検・評価の結果を取りまとめ（「C」）、自己点検・評価の項目の見直しを行

う（「A」）（資料２-21）。

＜内部質保証に責任を負う学部・研究科の権限と役割及び PDCA サイクルの運用プロセス＞

◇教育に関する内部質保証

各学部・研究科は、大学全体の３つのポリシーとの連関性を確保しつつ、それぞれの人

材養成その他の教育研究上の目的を達成するための３つのポリシーを定めている（「P」）。

各学部・研究科の３つのポリシーを定めるのは、早稲田大学学部規則第５条の２第１項一

号、早稲田大学大学院規則第４条の３第２項一号により、それぞれ「研究および教育に関

する事項」の議決権限を付与された各学部・研究科運営委員会である（資料１-４、１-５）。

PDCA サイクルの「D」に相当するカリキュラム計画の策定および運営については、各学

部・研究科運営委員会に設置されたカリキュラム運営委員会（各学部・研究科により名称

が異なる）が担う。カリキュラム運営委員会が設定したカリキュラム計画等に基づき個々

の授業が実施され、個々の授業レベルの PDCA サイクルは、それぞれの担当教員により実行

されることとなるが、カリキュラム運営委員会は授業レベルの PDCA サイクルの結果を集約

し（C）、カリキュラム計画等の見直しを行い、各学部・研究科運営委員会に対して提議を

行う。併せて、各学部・研究科運営委員会は、３つのポリシーの見直しを行う（A）。

授業レベルでは、主に担当教員により PDCA サイクルが実行されている。教員はシラバス

において、担当科目がその修得を目指すディプロマ・ポリシーに記された能力、ならびに

当該科目のカリキュラム上の位置づけを示し（P）、シラバスに基づき授業を運営する（D）。

それぞれの授業科目がシラバスどおりに運営されているかについては、学生授業アンケ

ートで確認し（C）、結果を踏まえて必要な改善を行う（A）。

◇中長期計画に関する内部質保証

学部・研究科を包摂する各学術院に設置された教授会は、Waseda Vision 150 で掲げた

４つのビジョンおよび 13 の核心戦略に基づいて、各学術院の将来構想を策定する（「P」）。

学術院の傘下にある学部・研究科の運営委員会、さらには運営委員会に下の設置される各

種委員会は、将来構想を具体化する施策を策定し、実行する（「D」）。様々な施策の実行状

況については、学部・研究科の運営委員会を通じて各学術院教授会に集約され（「C」）、将

来構想の見直し等を検討する（「A」）。

◇認証評価に関する内部質保証

各学部・研究科における内部質保証に責任を負う組織として、学部・研究科に自己点検・
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評価委員会が設置されている（大学点検・評価委員会規程第９条の２）（資料２-21）。

自己点検・評価委員会は、大学点検・評価委員会が定める点検・評価項目に従い、点検・

評価方針を決定し（「P」）、点検・評価を行う。点検・評価の結果は、大学点検・評価委員

会に報告されるとともに、各学部・研究科運営委員会に報告され（「C」）、各学部・研究科

運営委員会において、改善策を検討・策定する（「A」）。

なお、各学部・研究科の自己点検・評価の結果を２年ごとの報告としていたが、点検・

評価項目が変更となったこと、各学部・研究科からの報告内容の充実と報告方法の効率化

を求める声があったことから、新しい報告方法を検討中である。各学部・研究科の自己点

検・評価の結果報告は、新しい報告方法を策定したのち速やかに再開することを予定して

いる。

点検・評価項目②： 内部質保証の推進に責任を負う全学的な体制を整備しているか。

評価の視点１： 内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織の整備

評価の視点２： 内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織のメンバー構成

＜内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織の整備＞

本学の内部質保証に関する考え方に基づき、「研究および教育に関する基本方針」を議決

する権限を有する学術院長会と「教育および研究に関する基本方針の実施にかかわる事項」

を協議する権限を有する教務担当教務主任会を内部質保証の推進に責任を負う組織として

位置づけている（資料２-１、２-２）。学術院長会と教務担当教務主任会の事務局機能は、

本部機構の教務部が担い、大学教育の研究および IR（Institutional Research）の機能を

有している大学総合研究センターが両会議のシンクタンクと位置付けられる（資料２-22、

２-23）。

また、PDCA サイクルの「P」の機能を果たすにあたっては、本学の現在の中長期計画で

ある Waseda Vision 150 を推進している Waseda Vision 150 推進本部・推進会議と綿密な

連携を行うとともに、別の観点での PDCA サイクルである認証評価や自己点検・評価の結果

を集約する大学点検・評価委員会との連携も行っている（資料２-22）。

＜内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織のメンバー構成＞

◇教育に関する内部質保証

本学の教育に関する内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織である学術院長会と教

務担当教務主任会は、大学運営に責任を負う大学執行部と各学部・研究科からの代表によ

り構成されており、本学の教育活動を担うすべての組織の意見を集約する体制になってい

ることから、内部質保証の推進を担う組織としての適切性を担保しているといえる。

具体的には、学術院長会は総長と学術院長がメンバーであり、教務担当教務主任会は、

各学部・研究科等の教務担当教務主任、研究教育センターの教務主任、教務部長および教

務部副部長からなっている（資料２-１、２-２）。
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◇中長期計画に関する内部質保証

本学の中長期計画に関する内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織のうち、司令塔

の役割を担う Waseda Vision 150 推進本部は、Waseda Vision 150 推進委員会設置要綱に

より、総長、および総長が指名する理事すなわち総長と２名の副総長により構成される。

また、推進本部の下で各種施策を検討する Waseda Vision 150 推進会議は、同要綱により、

総長が指名する理事、広報室長、各核心戦略の実行責任者を構成員とする。併せて、学術

院等の将来構想や各学術院と密接に関係する入試・教務・研究・国際関連の核心戦略の進

捗状況等について議論を行う場である Waseda Vision 150 拡大推進会議は、Waseda Vision

150 推進会議構成員に各学術院長・高等学院長・本庄高等学院長・芸術学校長・グローバ

ルエデュケーションセンター所長を加えている（資料２-19）。

◇認証評価に関する内部質保証

本学の認証評価に関する内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織である大学点検・

評価委員会は、大学点検・評価委員会規程により、総長が指名する理事、各学術院が本属

の専任教員のうちから選出した者各１名、各高等学院が本属の専任教員のうちから選出し

た者各１名、芸術学校が運営委員のうちから選出した者１名、図書館長が関連する箇所等

との協議を経て指名する者１名、演劇博物館、博物館、研究教育センターおよびエクステ

ンションセンターが管理委員または協議員のうちから選出した者各１名により構成される。

認証評価および自己点検・評価については教学部門のみならず、全学的に対応するもので

あるため、図書館、博物館、研究教育センター等の代表者も含んでいる（資料２-21）。

点検・評価項目③： 方針及び手続に基づき、内部質保証システムは有効に機能している

か。

評価の視点１： 学位授与方針、教育課程の編成・実施方針及び学生の受け入れ方針

の策定のための全学としての基本的な考え方の設定

評価の視点２： 内部質保証の推進に責任を負う全学的な組織による学部・研究科そ

の他の組織における教育の PDCA サイクルを機能させる取り組み

評価の視点３： 学部・研究科その他の組織における点検・評価の定期的な実施

評価の視点４： 学部・研究科その他の組織における点検・評価結果に基づく改善・

向上の計画的な実施

評価の視点５： 行政機関、認証評価機関等からの指摘事項（設置計画履行状況等調

査等）に対する適切な対応

評価の視点６： 点検・評価における客観性・妥当性の確保

＜３つのポリシー策定のための全学としての基本的な考え方の設定＞

本学では、教育の質の保証を確保するため、2008 年度から各学部において教育研究上の

目的の明示、成績評価基準の明示、2009 年度から単位制度の実質化のための授業時間の確

保、シラバスでの授業計画の明示などの取り組みを行ってきた。これらの取り組みに加え

て、学生に身につけることが期待される学習成果を重視する視点から、2012 年度には全学
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の３つのポリシーを設定し、各学部・研究科に対して全学の３つのポリシーとの連関性が

確保されたそれぞれの３つのポリシーの策定を依頼した。

その後、2016 年に中央教育審議会から３つのポリシーの策定及び運用に関するガイドラ

インが示されたことから、各学部・研究科の３つのポリシーの内容を集約しつつ、大学全

体の３つのポリシーの見直しを開始した。見直しの過程の中で、2017 年７月に大学点検・

評価委員会の事務局である教務部は、３つのポリシーに関する考え方を各学部・研究科に

提示した（資料２-24）。例えば、ディプロマ・ポリシーについては、「何ができるようにな

るか」に力点を置きつつ、学生が身に付けるべき資質・能力の目標を記載することと、ど

のような学修成果を上げれば卒業を認定し，学位を授与するのかという方針をできる限り

具体的に記載することを求めている。カリキュラム・ポリシーについては、卒業認定・学

位授与に求められる体系的な教育課程編成の指針となるような記載を求めている。アドミ

ッション・ポリシーについては、ディプロマ・ポリシーとカリキュラム・ポリシーを踏ま

えて作成すること、入学前後に身につけるべき能力、選抜の方針等を明記することを求め

ている。

2018 年 12 月には、大学点検・評価委員会の事務局である教務部が、各学部・研究科に

対して３つのポリシーに関する留意事項ならびに記載すべき項目を改めて説明するととも

に、大学の３つのポリシーの再設定を踏まえた各学部・研究科の３つのポリシーの再検討

と引き続き継続的に３つのポリシーの見直しを行うことを依頼した（資料２-24）。

2020 年１月の学術院長会においては、毎年 12 月に開催される教務担当教務主任会を、

大学全体と各学部・研究科の３つのポリシーに整合性が保たれているかどうかという点と

各学部・研究科の内部質保証サイクルが有効に機能しているかどうかという点を確認する

場と位置付けることを決定し、全学的観点から定期的に内部質保証の有効性を確認する体

制を確立することができた（資料２-25）。

＜内部質保証を支援する全学的組織＞

前述のとおり、本学では、教育に関する内部質保証、中長期計画に関する内部質保証、

認証評価に関する内部質保証がそれぞれを所管する組織により推進されており、さらに教

育に関する質保証については、大学レベル、プログラムレベル、授業レベルで PDCA サイク

ルが実行されている。このように本学では複数の内部質保証のサイクルが機能しているが、

いずれの内部質保証のサイクルに対しても大学総合研究センターが支援を行い、それぞれ

の内部質保証の有効性に貢献している点が特徴的である。

教育に関する質保証を例として挙げると、学術院長会が大学全体の３つのポリシーを策

定する際、あるいは各学部・研究科がそれぞれの３つのポリシーを策定する際、高等教育

のあり方や理念を研究したり、教育にかかる各種データの収集・分析という IR機能を担う

大学総合研究センターの高等教育研究部門が必要な情報提供を行っている。具体的には、

本学の学生が身につけるべき資質・能力という観点から、各学部が定めているポリシーを

分析するととともに、他大学のポリシーの定め方の分析を行い、大学全体のポリシーの素

案を示すという形で支援を行った（資料２-26）。

また、教務担当教務主任会が、学術院長会が定めたポリシーを実現するための施策を立

案したり、各学部・研究科がカリキュラムを編成する際に、教育方法論の研究ならびに教
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育手法の開発を担っている大学総合研究センターの教育方法研究開発部門がその支援を行

っている。例えば、各学部・研究科の授業実践の中から効果があったと認められるものを

各学部・研究科から報告してもらい、グッド・プラクティス事例として周知を行っている。

さらに、大学総合研究センターは、アクティブラーニングの実践など教育方法の研究も

行っており、個々の教員に対して有効な授業実践方法に関する情報提供を行ったり、個々

の教員が自らの授業実践を振り返るための学生授業アンケートを実施している（資料２-27

【ウェブ】）。なお、2020 年度には、対面で授業実践方法に関する相談業務を行う CTLT 拠

点が設置される予定である。

このように、本学では、全学的組織である大学総合研究センターが、全学レベル、プロ

グラムレベル、授業レベルの各レベルにおける教育に関する内部質保証が有効に機能する

よう支援を行っている。

＜学部・研究科における点検・評価の定期的な実施・評価結果に基づく改善・向上＞

大学点検・評価委員会規程では、各学部・研究科に自己点検・評価委員会を設置するこ

とを求め、各学部・研究科の自己点検・評価委員会は、主体的かつ具体的に自己点検・評

価を行っている。自己点検・評価委員会は、点検・評価の結果、必要と認められれば、カ

リキュラム運営委員会等との連携を行い、具体的な改善策の検討を依頼する。具体的な改

善策は、カリキュラム運営委員会等から各学部・研究科の運営委員会に付議され、各学部・

研究科の新しい方策として確定する。

各学部・研究科の自己点検・評価委員会は２年ごとに点検・評価の結果を報告書にまと

め、大学点検・評価委員会に対して報告を行い、大学点検・評価委員会は各学部・研究科

からの報告書をもとに、各学部の PDCA サイクルの進捗状況を確認している。（資料２-28

【ウェブ】）

各学部・研究科では、それぞれの自己点検・評価に基づき、カリキュラムの改善等を行

っている。例えば、政治経済学部では、ディプロマ・ポリシーにおいて「多様な学問・文

化・言語・価値観の交流を育み、グローバル社会に主体的に貢献できる人材を育成する。」

と定め、カリキュラム・ポリシーにおいては、ディプロマ・ポリシーに示された能力を身

につけた人材を着実に養成することを定めている。

例えば、政治経済学部では、2014 年度入学の学生に適用されるカリキュラムから「グロ

ーバル科目部門」を新設し、グローバル人材として身につけるべき日本の言葉・文化や歴

史を学ぶ科目、実践的な英会話力を身につける科目などを設置しているが、この科目群は、

ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーと整合していると確認できる（資料１-

８）。

また、法学部のカリキュラム・ポリシーでは、法学専門教育を充実させ、単なる教養を

身につけることに留まらない高度な専門性の獲得を目指している。そこで法学部では、2013

年度に語学教育の単位数を削減して、法学専門科目の充実を行った。また、導入教育では、

オムニバス型の授業を設置し、様々なトピックを扱っていたが、基礎法科目担当者による

伝統的な「法学」の授業に変更し、１年次から法学の基本的な概念や知識を系統的に身に

つけさせることを目指した。このような取り組みから、法学部のカリキュラムは、カリキ

ュラム・ポリシーに基づいて編成されていることが確認できる（資料１-９）。
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研究科においてもカリキュラム・ポリシーとカリキュラムの整合性を確保が図られてい

る。例えば、商学研究科では、カリキュラム・ポリシーとして、「学生が多角的な研究方法

を学ぶとともに、専門分野に関する基礎から応用までの知識を獲得することにより、修士

論文作成のための土台を形成できるように構成される。」と定めている。

これを受けて、商学研究科では、統計、研究法関連科目、論文作成・発表法関連科目お

よび、外国語文献研究科目など商学研究のための方法論的知識・技能習得を目的とした科

目で構成される研究基礎科目群、専門毎にテーマを深く掘り下げる専門科目群を設置し、

修士課程の修了に必要な修士論文の作成に向けた体系的な教育を行っている。このことか

ら、商学研究科では、カリキュラム・ポリシーに基づくカリキュラム編成が行われている

ことが確認できる（資料１-35）。

このように、各学部・研究科においては、それぞれ独自に自己点検・評価を行い、必要

であれば他の委員会と連携し、カリキュラムの改善等を行っている。また、少なくとも２

年に１度、各学部・研究科の自己点検・評価委員会は点検・評価の結果を大学点検・評価

委員会に報告してきた。上記では、一部の学部・研究科の事例を記載したが、本学の各学

部・研究科では、定期的に自己点検・評価を実施しており、また、その結果はカリキュラ

ムの改善等につながっているといえる。

＜認証評価機関からの指摘事項に対する適切な対応＞

第２期の認証評価において指摘された事項についても、適切な対応を行っている。例え

ば、「全学部・研究科において、学部、研究科ごとの人材の養成に関する目的その他の教育

研究上の目的が「学則」などに定められていないので、改善が望まれる」という指摘に対

しては、2014 年の理事会の決定を踏まえて、2015 年の学術院長会において早稲田大学学則

および早稲田大学大学院学則の改正を行うことを決定し、2015 年度以降の学則等の別表に

各学部・研究科ごとの人材の養成に関する目的その他の教育研究上の目的を明記すること

とした（資料１-６、１-７）。

また、「法学研究科および専門職大学院以外の研究科において学位論文審査基準が明文化

されていないので、『履修要項』などに明記するよう、改善が望まれる」という指摘に対し

ては、大学点検・評価委員会の事務局である教務部が継続的に各研究科の学位論文審査基

準の設定状況を確認し、未対応の研究科に対して改善指導を行い、現時点では全ての研究

科で設定が完了している（資料２-29～38【ウェブ】）。

このように、認証評価での指摘事項に対しては、学術院長会、大学点検・評価委員会が

主導して対応を行っており、内部質保証の推進に対して責任を負う全学的組織により PDCA

サイクルが有効に機能していると評価することができる。

＜点検・評価における客観性・妥当性の確保＞

本学では、自己点検・評価を実施するに際し、客観性・妥当性を確保するために、大学

総合研究センターの調査結果や学生授業アンケートの結果などのエビデンスを可能な限り

活用するよう努めている。また、一部の科目のみの試みであるが、学外の社会人に科目等

履修生として授業を受講してもらい、教職員や純然たる学生以外の視点で授業の運営方法

等について意見をフィードバックしていただいている。この評価方法については、まだ検
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証段階であるが、有効性が確認できれば、拡大していく予定である。

また、本学では、教育、中長期計画、認証評価の３つの分野に分けての内部質保証が有

効に機能していることから、自己点検・評価を集中的に実施する組織をあえて設置してい

ない。これらの３つの内部質保証サイクルは、相互に関連する部分も多く、それぞれのサ

イクルが自己点検・評価を行う結果、関連する部分については、複数の視点による自己点

検・評価が可能となり、それぞれの自己点検・評価の結果を総合的に検証することにより、

大学全体として客観性・妥当性を確保することができている。さらに、自己点検・評価の

結果はウェブサイトで公表している（資料２-28【ウェブ】）。

点検・評価項目④： 教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況

等を適切に公表し、社会に対する説明責任を果たしているか。

評価の視点１： 教育研究活動、自己点検・評価結果、財務、その他の諸活動の状況

等の公表

評価の視点２： 公表する情報の正確性、信頼性

評価の視点３： 公表する情報の適切な更新

＜情報の公表＞

本学は、公的な教育機関として社会に対する説明責任を果たすとともに、教育の質を一

層向上させるため、保有する各種情報の公開に努めている。学校教育法施行規則等の一部

を改正する省令（平成 22年文部科学省令第 15号）に基づき、教育や研究にかかわる主要

なデータを本学ウェブサイトにおいて、まとめて公開を行っている。

◇教育研究活動の公表

学校教育法施行規則等の一部を改正する省令による教育関連情報の公開義務化を受けて、

以下の項目に分類して、情報を公表している（資料２-39【ウェブ】）。

１、教育研究上の基本組織と目的

本学の教育研究上の組織である学部・研究科の目的や定員等を定めた学則やそれぞ

れの学部・研究科の教育理念とそれぞれが定めている３つのポリシーを公表

２、教職員に関する情報

資格・所属別教員数、教員一人当たりの学生数、年齢別教職員数、教員の保有学位

や研究業績、各教員の教育活動と担当科目などの情報を公表

３、学生に関する情報

入学者数の推移、学生・生徒数、学部・学科別入学者数、大学院・専攻別入学者数、

外国人学生在籍者数、退学率、卒業者数、進路状況および主な内定先を公表

４、教育課程や単位、卒業、教育・学習支援

授業科目、内容、計画概要、成績評価方法、卒業、修了の認定基準を公表

５、学習環境や課外活動

キャンパス一覧、文化施設・設備、スポーツ施設の概要、図書館施設・蔵書数、情
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報系施設・設備などを公表

６、入学金や授業料など納付金

７、奨学金や様々な学生支援

奨学金の種類、就職支援、学生の健康管理、学生寮などについて公表

８、国際化に関する情報

留学生に関する統計データ、海外協定校、海外事務所など本学の海外展開、留学プ

ログラムに関する情報を公表

９、研究に関する情報

早稲田大学内の研究組織、研究活動データ（獲得研究費の推移など）を公表

また、上記に加えて、オンラインシラバスシステムを通じて、授業の概要と方法、到達

目標、授業計画、成績評価の方法などを公開し、教育活動の透明性を確保している。さら

に、過年度の情報についても「情報公開アーカイブ」として公表している（資料２-40【ウ

ェブ】）。

◇自己点検・評価結果の公表

大学点検・評価委員会で定めた点検・評価項目に基づき各学部・研究科で行われた自己

点検・評価の結果は、大学点検・評価委員会で取りまとめ、精査の上、ウェブサイトで公

表している。

また、2013 年度に認証評価を受審し、大学基準に適合していると認定されているが、そ

の際に大学基準協会に指摘された事項に関する改善も継続的に行っており、毎年度、各学

部・研究科の改善に向けた取り組み状況等を公表してきた（資料２-28【ウェブ】）。なお、

2017 年度以降の各学部・研究科の取り組み状況については、現在集約方法の変更について

議論しているところであり、方法が確定次第、再開する予定である。

◇財務状況の公表

本学では、私立学校法や各種通知による財政状況の公表の取り組みとして、年度別の予

算書、予算編成方針、予算の概要等を記載した予算関連情報、決算関連情報をウェブサイ

トで公開している（資料２-41【ウェブ】）。

◇外国語による情報公表

本学は、世界中から優秀な学生・教員が集い、世界中が学びの場となるグローバルキャ

ンパスの形成を目指しており、本学で学ぶ外国人学生数、海外派遣学生数ともに国内の大

学でトップクラスである。このような状況にある本学では外国語による情報発信は必須で

あり、本学ウェブサイトは日英２言語で開設されている。

また、国際課、広報課等関連部署の連携により、英語版の大学案内冊子や本学のデータ

資料を作成し、ウェブサイトで公開している（資料１-54【ウェブ】、２-42【ウェブ】）。

＜公表する情報の正確性、信頼性の確保＞

本学が公表する情報については、担当部署での作成、取りまとめを担当する本部での確
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認という体制によって正確性および信頼性を確保している。例えば、自己点検・評価につ

いては、各学部・研究科の自己点検・評価委員会が作成した報告書を大学点検・評価委員

会が取りまとめ、精査をしている。また、財務情報については、監査法人および監事の監

査を受けたうえで公表している。学生に関する情報についても、各学部・研究科で作成し

たデータの取りまとめを行う教務部で精査したうえで、公表を行っており、このような二

重の確認体制により、公表情報の正確性、信頼性を確保している。

＜公表する情報の適切な更新＞

教育研究活動に関する情報については、原則として基準日を設定し、基準日現在の数値

等を年度ごとに公表することとしているため、毎年度情報が更新されることとなっている。

自己点検・評価の結果や、財務状況についても情報を適切に更新するため、予算、決算

それぞれに必要な会議体での承認を経て年度ごとに速やかに公表することとしていること

から、適切に更新が行われている。

点検・評価項目⑤： 内部質保証システムの適切性について定期的に点検・評価を行って

いるか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行

っているか。

評価の視点１： 全学的な PDCA サイクルの適切性、有効性

評価の視点２： 適切な根拠（資料、情報）に基づく内部質保証システムの点検・評

価

評価の視点３： 点検・評価結果に基づく改善・向上

＜全学的な PDCA サイクルの適切性、有効性＞

本学では、三大教旨、三大教旨に基づく３つのポリシー、中長期計画 Waseda Vision 150

を基本としながら、認証評価結果や自己点検・評価の結果を踏まえ、教育研究活動やその

他の諸活動の PDCA サイクルを実行している（資料２-22）。

３つのポリシーに基づく PDCA サイクルは教育の質をその対象とし、中長期計画は、教育

の質だけでなく、入試制度改革、国際展開、独創的な研究の推進、教職員の役割の見直し、

財務体質の強化など様々な分野を対象としている。

このように、取り組み事項が多岐にわたる中、教育、中長期計画、認証評価に関する PDCA

サイクルを、教育に関しては、全学レベル、プログラムレベル、授業レベル、その他に関

しては、全学レベル、学部・研究科レベルでそれぞれ自律的に実行することにより、それ

ぞれが有効に機能することを可能にしている。しかし、それぞれが独立に PDCA サイクルを

実行しているのではなく、教育、中長期計画、認証評価の横の関係においても、全学、学

部・研究科（プログラム）、授業という縦の関係においても有機的な連携が保たれている。

さらに本学の PDCA サイクルの有効性を担保しているのが、学内外の情報を収集し、政策

立案に必要な情報を提供するという IR機能を担う大学総合研究センターである。大学総合

研究センターが提供する情報により、これまで暗黙知に依存する傾向にあった政策立案が

根拠に基づいて行われるようになっている。
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このように、大規模大学である本学では、分野ごとの連携を確保することによって、大

学全体の理念や三大教旨などの大きな枠組みを維持しながらも、それぞれが大学総合研究

センターの支援を受けつつ、それぞれの自律性を生かした PDCA サイクルを有効に実行して

いる。

＜適切な根拠（資料、情報）に基づく内部質保証システムの点検・評価＞

本学では、教育、中長期計画、認証評価という分野ごと、全学、学部・研究科（プログ

ラム）、授業というレベルごとの PDCA サイクルを有機的に連携させることにより、内部質

保証の実質化を図っている。

本学のような大規模大学においては、各学部・研究科それぞれの PDCA サイクルがそれぞ

れ機能し、有機的連携を図ることは難しい面がある。しかし、大学総合研究センターの以

下のような取り組みにより、有機的連携を図ることができている。

例えば、各学部・研究科は、大学の３つのポリシーとの連関性を確保するという前提の

もとでそれぞれのポリシーを策定することとなる。一方、各学部・研究科は、それぞれの

分野等の特性に応じた３つのポリシーを策定することとなるため、大学とのポリシーとの

連関性が弱まる可能性があることも否定できない。このような状況に対して、大学総合研

究センターは、客観的、俯瞰的に各学部・研究科のポリシーを確認し、大学と各学部・研

究科のポリシーの間に発生した齟齬を指摘する体制となっており、仮に大学と各学部・研

究科の３つのポリシーに齟齬が生じた場合でも、それぞれの PDCA サイクルの中で修正する

ことが可能となっている。

また、大学総合研究センターは、大学による３つのポリシーの点検・評価体制そのもの

の検証も行っており、大学と各学部・研究科の間のコミュニケーションの不足も大学と各

学部・研究科の間のポリシーの整合性を損なう原因であると指摘し、報告書などの書面を

中心とした点検・評価だけではなく、個別の学部・研究科とコミュニケーションをとりつ

つ、各学部・研究科の実情に応じた点検・評価体制を構築するよう提言を行った。現在、

この提言に基づいた点検・評価体制の構築に取り組んでいるところである。このような大

学総合研究センターの取り組みが、本学内部の PDCA サイクル間の有機的連携の確保に貢献

しているということができる。

また、大学点検・評価委員会は、各学部・研究科からの点検・評価報告書を集約し、大

学全体の PDCA サイクルに取り込むことによって、各 PDCA サイクルの有機的連携を図るこ

とが期待されている。この大学・点検評価委員会での点検・評価報告書の集約により、各

PDCA サイクルの有機的連携は一定程度図られていると評価することができる。

しかし、大学点検・評価委員会の事務局である教務部において、各学部・研究科の点検・

評価報告書と他大学の事例を調査したところ、本学での集約方法は、文章で作成するとい

う点で、作成する側もそれを読む側にも負担が大きいうえ、点検・評価を行う目的・趣旨

が必ずしも理解されていないことから、必要な記載が行われていない例も見られるという

問題点が明らかになった。そのため、上記の大学総合研究センターの提言を踏まえ、より

効率性を図りつつも、必要な情報を収集できる方法を検討することとなっている。

このように、本学では、分野、レベル別の PDCA サイクルにより、内部質保証の実質化を

図っている点で優位性があると言えるが、それに満足することなく根拠に基づく内部質保
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証システムの点検・評価を不断に行い、本学の内部質保証システムの特徴から生じうる問

題点についても明らかにし、本学の内部質保証システムの改善に努力しているところであ

る（資料２-43）。

＜点検・評価結果に基づく改善・向上＞

内部質保証システムの点検・評価によって、大学本部と各学部・研究科のコミュニケー

ションについて改善する必要があること、大学レベルとプログラムレベルの PDCA サイクル

の連関性をより充実させる必要性があることなどが指摘されたのは前述のとおりである。

これを受けて、例えば、３つのポリシーの連関性に関しては、教務担当教務主任会におい

て、大学本部と各学部・研究科が懇談する場を設定することの必要性を確認し、新たな大

学の３つのポリシーの設定に伴って改めて各学部・研究科で３つのポリシーの検討を依頼

する際には、教務部が各学部・研究科を訪問し、依頼内容を丁寧に説明することとした。

このような、大学本部と各学部・研究科のコミュニケーションをより密にする懇談の場は、

３つのポリシーの設定に限らず必要に応じて設定されることとなっており、大学本部と各

学部・研究科のコミュニケーションが充実することが期待される。

また、各学部・研究科が作成した３つのポリシーについて、これまでは教務部で確認す

ることとしていたが、前述のとおり、大学の３つのポリシーとの齟齬が生じる結果となっ

ていた。そのため、各学部・研究科で作成した３つのポリシーについては、教務担当教務

主任会でも確認することとし、複数の確認を経ることにより、それぞれのポリシーの連関

性の確保に寄与することが期待できる。

各学部・研究科からの点検・評価結果の報告方法の改善については、現在検討中である。

他大学の事例等を参考にすることにより、効率的でより充実した報告が可能となる方法を

確立し、各学部・研究科からの報告を改善することを予定している。

（２）長所・特色

本学では、組織の重層的な構造それぞれにおいて PDCA サイクルが実行されているだけで

なく、教育に関する内部質保証、中長期計画に関する内部質保証、認証評価に関する内部

質保証という３つの領域において PDCA サイクルが実行されていることに特色がある。本学

のような大規模大学では、集中的な内部質保証を推進する組織を設置するのでなく、それ

ぞれの領域ごとに内部質保証を推進する組織を設置するほうが、学内に内部質保証に必要

性についての認識を浸透させることができ、より効果的に内部質保証を推進できると考え

ている。

さらに、大学総合研究センターを設置し、内部質保証の実質化を図っている点に本学の

特徴がある。同センターには IR機能を担う高等教育研究部門と教育方法の研究ならびに教

育手法の開発を行う教育方法研究開発部門があり、前者が上述のとおりポリシーの策定や

様々な施策立案を支援し、後者が授業方法の改善を支援したり、個々の教員が授業実践を

振り返るための学生授業アンケートを実施している。このように、本学では、全学的組織

である大学総合研究センターが、全学レベル、プログラムレベル、授業レベルの各レベル

における PDCA サイクルが有効に機能するよう支援を行っている点に特色を見出すことが

できる。
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（３）問題点

本学のような大規模大学では、各学部・研究科がそれぞれ PDCA サイクルを実行し、それ

ぞれの実情に応じて自律的に内部質保証を推進するという点で実効性が認められるが、一

方では、大学と各学部・研究科、各学部・研究科間でそれぞれの状況に齟齬が生じる可能

性はある。すでに記載したとおり、大学と各学部・研究科の齟齬が生じないような取り組

みを実施しており、齟齬が生じたとしても、この問題点が大きく顕在化する可能性は低い。

また、内部質保証を推進していくためには、客観的なデータ、根拠を示していくことが必

要である。すでに、本学では IR機能を担う大学総合研究センターにより客観的なデータを

示したうえでの内部質保証を推進しているが、例えば、学生授業アンケートについては、

学生の学籍番号と回答結果が紐づけられておらず、回答内容と成績や出席状況との関係性

の分析や経年的な分析を行うことができていない。大学総合研究センターでは、ウェブサ

イトでの実施への変更に併せて、学生を特定できる方法での学生授業アンケートの実施の

可能性について検討を始めているところである。

（４）全体のまとめ

本学では、三大教旨に基づき教育研究やその他の諸活動について内部質保証を推進して

いる。内部質保証を推進するにあたっては、例えば教育に関する質保証に関しては、全学

レベル、プログラムレベル、授業レベルという大学の重層的な構造に即してそれぞれのレ

ベルで PDCA サイクルを実行するとともに、教育、中長期計画、認証評価という３つの領域

ごとに全学的な内部質保証を推進する組織を設置し、内部質保証についての考え方を学内

に浸透させている。また、それぞれの PDCA サイクルがそれぞれの実情に応じて自律的に実

行されることによって、内部質保証の実効性が担保されている。一方で、それぞれの PDCA

サイクルの連関性を確保する仕組みも整備されており、全学レベルのポリシーに基づきプ

ログラムレベルのポリシーは設定されており、個々の授業はプログラムレベルのポリシー

に基づき実践されている。個々の授業の振り返りの結果は、プログラムレベルに集約され

たうえで、改善に結びつき、プログラムレベルの PDCA サイクルの結果は全学レベルで集約

される。

さらに、IR 機能を担う大学総合研究センターの支援により、PDCA サイクルの適切性を担

保するとともに、ポリシーの設定、ポリシーに基づく施策の立案といった全学レベル、カ

リキュラム編成や授業手法の開発などプログラムレベル、授業レベルにおける PDCA サイク

ルの実行を支援している。

このように、本学では、領域や重層的レベルのそれぞれにおいて、連関性を確保しなが

らそれぞれが実情に応じた自律的な PDCA サイクルを実行することにより、内部質保証に実

効性をもたらすとともに、大学総合研究センターによる支援により、PDCA サイクルの適切

性を担保している。しかし、データを相互に関連付けて分析するという段階には至ってい

ないため、学内での議論が必要である。

今後は、PDCA サイクルの重要な起点の一つである３つのポリシーを適切に更新したうえ

で、内部質保証を安定的に運用させていくとともに、IR 機能を拡充していくことにより、

内部質保証の適切性をより高めていく。
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第３章 教育研究組織

（１）現状説明

点検・評価項目①： 大学の理念・目的に照らして、学部・研究科、附置研究所、センタ

ーその他の組織の設置状況は適切であるか。

評価の視点１： 大学の理念・目的と学部（学科または課程）構成及び研究科（研究

科または専攻）構成との適合性

評価の視点２： 大学の理念・目的と附置研究所、センター等の組織の適合性

評価の視点３： 教育研究組織と学問の動向、社会的要請、大学を取り巻く国際的環

境等への配慮

＜大学の理念・目的と教育組織との適合性＞

本学では、三大教旨、中長期計画 Waseda Vision 150 や、教育研究を取り巻く内外の動

向、社会からの要請などを踏まえて、学部・学科、研究科を設置している（資料１-４、１

-５）。

例えば、Vision１「世界に貢献する高い志を持った学生の育成」や Vision３「グローバ

ルリーダーとして社会を支える卒業生」の輩出を実現すべく、人文・社会・自然科学等の

様々なフィールドで活躍する人材を育成するために 13の学部を設置している。

また、Vision２「世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究」を推進するため、様々

な研究領域における専門家を育成することを目的に 22の研究科を設置している。最先端の

研究を推進する 16 の附置研究所と８の研究機構の設置も Vision２を推進することに貢献

している。

さらに、Vision４「世界に信頼され常に改革の精神を持って進化し続ける大学」を推進

すべく、研究・教育に関わる最先端の取り組みを実行する組織として、グローバルエデュ

ケーションセンターを設置している。

このように、本学は、Waseda Vision 150 と整合性をもった組織作りをしているといえ

る。また、それぞれの学則で定められている目的は、三大教旨に基づいて定められている

ことから、本学の教育組織は、本学の理念との整合性も確保している（資料１-６、１-７）。

さらに、各学部では、それぞれの学部の目的を具体化する教育理念、さらには大学全体の

３つのポリシーとも整合性を確保している各学部・研究科の３つのポリシーを設定し、教

育研究活動を行っている（資料１-53【ウェブ】）。

＜大学の理念・目的と附置研究所、センター等組織の適合性＞

Waseda Vision 150 では、「世界と競える研究集団の形成、社会の課題と結びついた研究

の推進、学費に頼らない研究推進体制の自立回転のスキーム「研究の事業化」を構築し、

国際研究大学としての地位を確立する」ことを目標に掲げている。

その目標達成に向けて「社会課題に挑戦する国際研究拠点、学術院を横断した柔軟で開

放性のある研究組織」を整備することを目途に、研究大学強化促進事業、オープンイノベ

ーション機構の整備事業等の大型公的補助事業を活用しながら、支援機能の最適化も含め
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た研究推進体制の強化に取り組んできた。現在、10 の学術院のもとに 16 の附置研究所、

８の研究機構を束ねる研究院、データ科学総合研究教育センターおよびリサーチイノベー

ションセンターの附属機関等を設置している。

附置研究所は、学術院のガバナンスのもと、主にディシプリンベースの研究を実施して

いる。その取り組みは、研究だけでなく教育や社会貢献等多岐にわたり、それぞれ特色の

ある多様な活動を展開し、本学の独創的な研究を生み出す場であるとともに、学部・大学

院教育ともシナジーを発揮した独自性の高い取り組みを行っている。各学術院に設置され

ている附置研究所は以下に記載する表のとおりである（資料３-１～16）。

また、研究院・研究機構は、本学の研究レベル全体の向上を図るために、学術院の枠を

越えた研究者間の交流の活性化（研究機構）、各研究に必要な支援の実施および本学が戦

略的に遂行すべき重点研究（重点領域研究）の企画と実行を行うことを目的として、2009

年度に設置された（資料３-17、３-18）。

研究機構において実施される研究ならびに重点領域として進める研究は、研究院が中心

となって選定するとともに、その研究内容を評価し、高い成果を導き出すためのマネジメ

ントを推進している。現在、８の研究機構「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、地域・地域間研究機構、ナノ・ライフ創新研究機構、総合研究機構、重点領域研究機

構」と、11の重点領域研究が、それぞれ独自のテーマに基づき研究を展開している（資料

３-19）。なお、2018 年 10 月に新設した、競争領域における産学連携活動を実施する研究

プラットフォームとして機能させるオープンイノベーション戦略研究機構（文部科学省「オ

ープンイノベーション機構の整備事業」）は、リサーチイノベーションセンターに機能を移

行した（資料３-20）。

データ科学総合研究教育センター（資料３-21）は、私立総合大学の強みを最大限に活か

し、理工系・人文社会系の専門領域で得られた知見と、最新のデータ科学（データサイエ

ンス）との融合を図るプラットフォームを提供することにより、総合知・新しい知の創造

と複雑でグローバルな社会問題解決を行うことができる人材の育成を目指すとともに、大

学全体の研究力の向上を目指すべく、2017 年 12 月に設置した。本センターでは、以下に

記載する７つの事業を実施することに加え、データ解析相談（学内の研究に関するデータ

解析について相談）や競争的研究資金獲得に関する連携を行っている。

①データ科学とその応用研究の調査、推進および深化。

②データを用いた問題解決能力を有する人材育成。

学術院名 附置研究所名 目的・研究内容等
政治経済学術院 現代政治経済研究所 政治・経済・ジャーナリズム研究
法学学術院 比較法研究所 グローバル化の歪みをグローバル・リージョン・各国の三層で正す法を構想
法学学術院 法務教育センター 研究や継続教育を通じ優れた法律専門家を養成
文学学術院 総合人文科学研究センター 人文科学研究のフロンティアを開拓
教育・総合科学学術院 教育総合研究所 教育の本質を踏まえた上で今日的な課題を総合的に探究
商学学術院 産業経営研究所 産業経営に関る最先端の諸問題をさまざまな視角より研究
商学学術院 ビジネス・ファイナンス研究センター 世界水準のビジネス・ファイナンス研究推進とエグゼクティブ教育の展開
理工学術院 理工学術院総合研究所 学際研究を含む理工学系研究を社会との連携を図りつつ展開
理工学術院 各務記念材料技術研究所 塑性加工、表面加工、粉末冶金、セラミックスや半導体などの電子材料分野の研究
理工学術院 国際情報通信研究センター 豊かで先進的な情報通信社会の実現に貢献
理工学術院 環境総合研究センター 産学官民一体による環境への実践的アプローチ
理工学術院 情報生産システム研究センター ものづくりの系譜を継ぐ街、北九州における産官学連携による世界レベルの研究拠点
社会科学総合学術院 先端社会科学研究所 社会科学の学際的・国際的・臨床的研究の拠点
人間科学学術院 人間総合研究センター 人間に関する諸問題を人間発達の観点から総合的かつ科学的に探求
スポーツ科学学術院 スポーツ科学研究センター 「スポーツ」が社会にもたらす幸福と可能性を探求
国際学術院 アジア太平洋研究センター 成長著しいアジア太平洋地域の諸問題について学際的研究を推進
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③全学のデータ科学とその応用の研究および教育のコーディネート。

④最先端データ科学研究とその応用研究の全学への普及および啓発。

⑤データ科学を軸とした学際的共同研究の企画および推進。

⑥国内外の関連機関との連携および提携。

⑦データ科学とその応用の研究、教育および調査の受託。

また、リサーチイノベーションセンター（資料３-20）は、研究戦略立案、公的研究費の

申請支援・受入・執行支援や民間からの受託・共同研究に係る契約書・見積書・研究条件

交渉の支援、技術移転、インキュベーション機能、オープンイノベーション事業実施機能

など産学連携の推進に必要な一連のノウハウや支援機能を全て統合し、学内外からの共同

研究に関する質問・要望・産業界ニーズと大学シーズのマッチング等に敏速に対応するワ

ンストップサービスの実現のために、既存の組織を統合する形で 2019 年６月に設置された。

＜学問の動向、社会的要請、大学を取り巻く環境等への配慮＞

◇教育組織

知識基盤社会の形成、グローバル化の進展、少子高齢化の加速等の社会経済環境の大き

な変化を踏まえ、本学では、多文化が共存・融合する地球社会における知の基盤を構築す

ることを主な目的に、教育研究体制の再構築等の組織編制を行ってきた。

まず、グローバル化の進展への対応として、国際感覚に優れ、英語をはじめとする多言

語による高いコミュニケーション能力を備えた人材をより多く育成することを目的として、

2013 年に大学院国際コミュニケーション研究科を設置した（資料３-22）。また、世界のい

かなる場所・場面においてもグローバルな視点で課題解決に貢献できる人間力・洞察力に

あふれた真のリーダーを育成することを目的として、全学基盤教育を行うグローバルエデ

ュケーションセンターも 2013 年に設置している（資料３-23）。

グローバル化はその進展とともに様々な局面に及ぶようになっており、経済のみならず

教育の分野でもグローバル化への対応に迫られている。すなわち、企業がグローバル化対

応するのみならず、グローバル経済の中で活躍できる人材を育成するためのビジネス教育

の必要性も高まったのである。そのような状況の中、2016 年にグローバルなビジネス環境

に対応できる人材の育成などを目的として、大学院経営管理研究科を設置している（資料

３-24）。

◇研究組織

少子化・技術競争力の低下が叫ばれる日本の競争力を強化するため、大学のオリジナリ

ティを有効利用し、産業界からの高付加価値製品共創を行うことが必要である。

本学では産学連携を一層推進し，その成果を定着させるための大きな方針として「オー

プン・イノベーション・エコシステム」の実現を目指している。この考え方は、オリジナ

リティ溢れる研究成果を産業界からの高付加価値製品の開発につなぎ、そこで生まれた利

益の一部を大学での次世代研究開発への再投資や人材育成、ベンチャー創出等につなげる

といった産学連携を推進する際の一連のサイクルが機動的に、発展的に回転していくこと

を指しており、こうした産学連携・人材育成・知財創出・ベンチャー育成を統合的に推進

するエコシステムを実現し、本学及びその周辺が産学連携の場、ベンチャーの集う場にな
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るプロジェクトを「早稲田オープン・イノベーション・バレー」と定義した。このバレー

構想の実現に向けて、産学連携を重視した研究組織の強化の一つとして 2019 年６月に研

究戦略センター、産学官研究推進センター、オープンイノベーション戦略研究機構、イン

キュベーション推進室を束ねた新研究支援組織「リサーチイノベーションセンター」が発

足するとともに、文部科学省「オープンイノベーション機構の整備事業」の進捗に合わせ

た企業との共同研究の強化に係る URA（University Research Administrator）機能の強化

も進めている。この他、産学連携のみならず、基礎研究の強化や融合研究領域等における

大学が主体的に取り組むことが求められている社会課題解決型研究展開の場として、研究

院と重点領域研究プロジェクトについても再定義することを検討している。

また、多種多様で多量のデータを分析することで、従来と全く違った視点の理論や知を

発見するデータ駆動型の知創造・研究へのパラダイムシフトが起き、データ科学への要望

が社会で高まっている。理工系・人文社会科学系の専門領域の知見と、データサイエンス

の融合を図り、総合知・新しい知の創造と複雑でグローバルな社会問題解決を行うことが

できる人材の育成と、大学全体の研究力の底上げを目的とするプラットフォームとして、

「データ科学総合研究教育センター」を 2017 年に設置している。

点検・評価項目②： 教育研究組織の適切性について定期的に点検・評価を行っている

か。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行って

いるか。

評価の視点１： 適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価

評価の視点２： 点検・評価結果に基づく改善・向上

＜適切な根拠に基づく点検・評価＞

◇教育組織

本学では、教育研究体制の総合的な評価システムとして、大学点検・評価委員会規程を

制定し、教育・研究を自主的に改革し、その一層の充実と発展を図るため、全学的・総合

的に自己点検および自己評価を行い、併せて認証評価機関による認証評価を受けるために

「大学点検・評価委員会」を設置している。大学点検・評価委員会では、教育研究組織に

ついて、自己点検および自己評価の実施および公表を行うとともに、専門職大学院で独立

して行っている自己点検および自己評価、ならびに認証評価の情報を共有し、大学全体と

して改善に向けた取り組みを推進している。

本学では、上述の組織改編を行う際には、全学・学部・大学院研究科等における各段階

において、教育組織の適切性について会議体等で検証を行っている。また、現在は、事情

により中断しているが、2011 年には各学部・研究科ごとに自己点検・評価を実施する組織

を設け、活動内容を大学点検・評価委員会に報告することにしている。

その他の取り組みとして、本学では、毎年度事業計画書および事業報告書を策定し公表

している。事業計画書では中長期計画である Waseda Vision 150 を踏まえた当年度計画を

具体的に記載し、その結果を事業報告書にまとめている。教育研究組織の短期的な目標と

その結果をまとめ検証を行うことで、その適切性を確保するよう努めている。
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これらのシステムを通じて、社会の動向や教育を取り巻く環境の変化や関連する政策に

関する情報やデータを大学総合研究センターの支援を受けながら教務部で収集、分析し、

それをもとに定期的に教育研究組織の適切性を点検・評価し、改善・向上につなげている。

具体的には、新たな学部・研究科を設置する場合は、理事会での基本方針の決定を行った

後、当該学部・研究科の設置検討委員会を設置し、同委員会により基本構成、カリキュラ

ム、教員人事、施設設備、学費などを検討する。これらの検討を踏まえて、理事会は、教

務担当教務主任会、学術院長会に諮ったうえで学部・研究科の設置等を決定することとな

っている。このように、教育組織の改廃等については、各学部・研究科の代表により構成

される教務担当教務主任会、学術院長会に諮ることにより、学内の幅広い意見を反映した

決定となるよう配慮がなされている。

◇研究組織

附置研究所では、附置研究所の自己改革機能の強化、事業の活性化を促す取り組みの１

つとして、これまで箇所独自であった事業計画書・事業報告書を全学統一フォーマットに

切り替え、次期４年の中期計画書に基づく単年度事業計画書の作成とその事業計画に基づ

く資源配分を行うプロセスを導入して、予算査定を行っている。事業報告書については、

事業計画の達成状況やその課題について自己評価し、改善・向上に繋がるよう次年度計画

に反映させる仕組みとしている。なお、予算査定の中では、各附置研究所の事業内容を確

認し、必要に応じてフィードバックも行っている。さらに、各学術院等の代表により構成

され、研究活動に係る中長期的な研究戦略や組織体制について検討する全学研究会議にお

いて、附置研究所の取り組みについて、事業計画をベースに互いに共有し、附置研究所間

あるいは研究院・研究機構との組織的な連携に関る事案も含めた幅広い意見を組入れなが

ら、附置研究所の戦略的な研究推進活動に資する支援や在り方についても検討する機会を

も設けてきた。

研究院・研究機構は、2009 年度に学内研究組織を横断する研究プラットフォームとして

研究院を設置したのを機に、それまで研究機構等の組織の評価機関であった「研究機構等

評価委員会」を廃止し、2010 年度からは「審査・評価部会」（2016 年度に「審査・評価委

員会」に変更）として研究機構の評価および重点領域研究の評価を行ってきた。研究機構

については研究機構については設置後満 5 年目を迎える毎に次年度以降の継続可否判断を

行うための評価を実施し、重点領域研究については３年目に中間評価、５年目に終了評価

を実施している。

データ科学総合研究教育センターおよびリサーチイノベーションセンターについては、

単年度の事業計画書と事業報告書をもとに、各箇所の設置趣旨や目的等に照らし合わせて、

事業活動の進捗状況や妥当性について確認していることに加え、リサーチイノベーション

センターについては、研究戦略の策定やプロジェクト・マネジメント、科学技術政策に通

じた専門人材である URA 教員と研究担当理事、研究推進部との間で定期的に業務報告や意

見交換等の懇談の場を持つことで支援機能の強化に資する連携を深めている。一方、デー

タ科学総合研究教育センターについては、定期的にセンター全員の検討会を実施して進捗

管理のチェックを行い、連携している各企業とも定期的な報告会を実施する等 PDCA サイク

ルを運用しながら、主管箇所である研究推進部、補助事業の主管の教務部とも密に連携し
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ながら対応している。

＜点検・評価結果に基づく改善・向上＞

◇教育組織

本学では、社会の動向や教育を取り巻く環境の変化をとらえ、組織の改廃等に反映して

いる。本学では英語のみで学位を取得することができる国際教養学部を 2004 年に設置して

以降、教育のグローバル化に注力してきているが、英語をはじめとした多言語に精通した

高度専門人材へのニーズの高まりを受けて、2013 年に国際コミュニケーション研究科を設

置している。また、ビジネスの分野でもグローバル化への対応は不可避であることから、

グローバルビジネスに対応できる人材を育成する経営管理研究科を 2016 年に設置してい

る。このように、ここ近年で大きく進展したグローバル化に対応した教育組織の設置を進

めている。

◇研究組織

国内外の研究を取り巻く環境は急速に変化しており、これらの動向も踏まえつつ、本学

においてもより大局的な視点から研究力向上に資する効果的で効率的な制度の構築を目指

していく必要があり、組織の改廃等に適宜反映している。

附置研究所については、2016 年に「先端社会科学研究所」を社会科学総合学術院に新設

した。これは、社会科学総合学術院の理念である学際的・国際的・臨床的社会科学を研究

面において集約し、教育と連携しつつ継続的に展開するため、社会科学の学際的・総合的

研究の国際拠点形成を目指したものである。2017 年に「理工学術院総合研究所」の研究ク

ラスターであった「各務記念材料技術研究所」を理工学術院総合研究所から切り離し、新

たに理工学術院に属する研究所として設置した。これは、文部科学省「共同利用・共同研

究拠点」への採択に資する改編であり、2018 年から「環境整合材料基盤技術共同研究拠点」

として認定されている。また、2017 年に「商学学術院総合研究所」の１部門であった「WBS

研究センター」を商学学術院の附置研究所である「ファイナンス研究センター」に統合し、

新たに「ビジネス・ファイナンス研究センター」に変更するとともに、「商学学術院総合研

究所」を「産業経営研究所」に各々変更した。この改編は、2016 年に大学院経営管理研究

科の発足を受けて、学術的な研究とその成果の社会還元を担う「産業経営研究所」と、主

として経営実学のノンディグリープログラムや関連分野の研究を展開する「ビジネス・フ

ァイナンス研究センター」の役割を明確化し、当該分野における国内外における競争の激

化に対応するものである。

研究院・研究機構においては、2008 年に設置した「イスラーム研究機構」は、大学共同

利用機関法人人間文化研究機構プロジェクト「イスラーム地域研究」の中心拠点として、

また、文部科学大臣認定共同利用・共同研究拠点「イスラーム地域研究拠点」として、日

本におけるイスラーム地域研究の中心的役割を担ってきた。機構評価制度に基づいた適正

な評価手続きにより２度の継続と延長等を経て、2018 年の最終評価を以て役割を終えた。

また、2014 年、2015 年に各々設置された「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」の第１期の評価を 2019 年度に行い、第２期も継続設置することになっている。
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この他、研究力向上に資する取り組みの一環として、全学研究会議の在り方を含めた全

学の研究戦略に関する政策決定や意思決定を行う機能、重点領域研究機構の機能について

再定義する検討も行っている。

（２）長所・特色

＜教育組織＞

教育組織については、主にグローバル化の進展という環境の変化をとらえて、国際コミ

ュニケーション研究科、グローバルエデュケーションセンター、経営管理研究科の設置な

どを行っている。また、既存の学部・研究科においても、英語で学位を取得できるプログ

ラムの設置、留学生の派遣・受入の促進などの取り組みを行っており、大学全体で支援を

行っている。

＜研究組織＞

本学は、文部科学省「オープンイノベーション機構の整備事業」に採択され、本学版オ

ープンイノベーション機構として、本学独自の組織である研究院の下に「オープンイノベ

ーション戦略研究機構」を設立した。専門家を企業から招聘し、本学の次代を担う研究者

を核とした、企業と様々なマネジメントモデルで共同研究を進める研究開発プロジェクト

（リサーチ・ファクトリー）を推進している。2020 年４月竣工予定の新研究開発棟（121

号館）を活用したショールーム企画等を進めることで、従来の産学連携のフェーズを引き

上げ、企業から事業パートナーとして認められるような水準での共同研究を提案・実施し、

教育と研究に次ぐ大学の第３の役割「社会価値創造」を先導する大学づくりに取り組んで

いる。2019 年３月５日に本学における産学連携ビジョン、シーズとなる最先端研究、なら

びに産学連携事例等を紹介する「早稲田オープン・イノベーション・フォーラム 2019」を

「産学連携ビジョンの提示、技術シーズ・産学連携事例紹介のための最先端研究に関する

講演、技術展示・デモ、産業界の皆様とのマッチングの場の提供」を目的に開催した。本

学として単独で行う初めての大規模技術展示会として開催したが、来場者数は 539 名(受付

ベース)、来社数は 262 社に上るなど多くの反響があった。

研究院・研究機構は、2016 年度以降、有期研究機構の設置期限を「２期 10 年まで」と

していたがそれを撤廃し、５年毎の評価において継続の条件を満たす限りにおいては、原

則として期限を設けず、機構の継続を可能とした。重点領域研究については、その応募方

法を 2017 年度以降、従来の大学が領域を指定して応募する方法から、研究領域自体を研究

者側から提案してもらう形態に変更した。また、選定される課題に対しては、その作り込

みの段階からプロジェクトマネージャー（PM）を配置し、進捗状況の把握、管理を行うと

ともに、必要に応じた助言等を行う機能を取り入れることで、研究実施体制の整備を図っ

ている。

また、研究機構の評価においては「研究機構評価指針」および「評価実施要領」を作成

し、これに基づき、各研究機構の事前評価、第１期評価、第２期以降評価、最終評価を実

施している。２期 10年を超える設置可否判断を行う評価を第２期以降評価と位置付け、主

に「国際競争力のある卓越した研究の実施」、「自立的で継続的な研究拠点形成」、および「本

学への貢献度」の観点から、十分な取り組みがなされているか否かを確認するとともに、
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活動を継続する研究機構については、次年度以降改善を要する点や、取り組みの強化や見

直しを図る点等を明らかにすることを目的とし、実施している。なお、具体的な評価指標

は、組織目標の達成状況、計画の履行状況、研究成果、学術的波及効果、社会的波及効果、

研究体制の自立性、研究体制の持続性、人材育成、大学への貢献度、次年度以降の組織目

標の妥当性、次年度以降の研究計画の妥当性である。重点領域研究については「重点領域

研究評価指針」および「評価実施要領」を作成し、これに基づき、各課題の事前評価、中

間評価、最終評価を実施している。

2015 年には制度評価を実施し、その後の見直しにより中間および最終評価においては各

課題の特性（強み）がより明確な結果として評価に反映される仕組みを構築した。具体的

には、研究成果、学術的波及効果、社会的波及効果、研究体制の自立性、研究体制の持続

性、人材構成の多様性の各項目から被評価者自らが選択を行い、採点時に重み付けを行う

というものである。

データ科学総合研究教育センターは、国内のみならず、海外の大学や企業とも大規模な

ネットワークを形成し、世界の先進的研究教育モデルの拠点として、実践的な教育と最先

端の研究の普及に努める等、大学内の全学術院に共通する基盤となる教育研究を展開でき

る点が他大学と比べての本学の強みとなっている。

また、データ科学総合研究教育センターでは、２つの文部科学省事業（「成長分野を支え

る情報技術人材の育成拠点の形成」「高度データ関連人材育成プログラム」）を推進中であ

る。さらに連携している多数の企業や学外機関等とコンソーシアムの形成を見据え、共同

研究や教育インターンシップ、シンポジウムやセミナーの開催等様々な活動を行っている。

今後新たな産学連携並びに文理融合研究の創出を視野に入れて研究や教育の事業化を促進

する。

（３）問題点

＜研究組織＞

本学は、これまで研究者の自由な発想による研究を主体として基礎・基盤研究を実施し

てきており、科学研究費採択数において、理工系、人文社会科学系の分野を超えて一定の

実績を築いてきた。しかしながら、他主要大学と比較すると小規模研究が多くなっている。

集団としてのプレゼンス向上のためには、個人の研究者の高度化に加えて多分野の研究者

の協働による研究活動が必要であり、必然的に規模が拡大する研究者集団の適切な組織の

形成と運営が必要となる。

また、未来投資戦略 2017 に掲げられている「2025 年までには少なくとも企業から国内

の大学・研究開発法人への投資を３倍にする」という目標と Waseda Vision 150 に掲げる

学費に頼らない研究推進体制の自立回転のスキーム「研究の事業化」を構築するためには、

民間からの外部資金獲得額の増加を図る必要がある。

（４）全体のまとめ

＜教育組織＞

本学部の教育研究組織は、三大教旨に基づき設置されており、それらは学則、大学院学

則等各組織の設置根拠となる規則に明示されている。また、社会の動向や教育を取り巻く
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環境の変化を踏まえた教育研究組織の改廃等の検討を行っている。

特に教育組織に関しては、グローバル化の進展を踏まえた組織の新設や英語プログラム

の設置等を進めており、これらの取り組みは、社会の変化や要請にこたえているのみなら

ず、本学の三大教旨の１つである「模範国民の造就」＝「地球市民の育成」に沿うもので

もある。

＜研究組織＞

Waseda Vision 150 に掲げる「世界と競える研究集団の形成、社会の課題と結びついた

研究の推進、学費に頼らない研究推進体制の自立回転のスキーム「研究の事業化」を構築

し、国際研究大学としての地位を確立する」ための取り組みを強化する一環として、2014

年度から 2015 年度にかけて「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」を

設置した。これらの研究機構は、戦略的イノベーション創造プログラム等の大型の公的助

成を受けるとともに、複数の協賛企業と産学連携コンソーシアムを構築することによって、

年約 30 億円の外部資金を獲得している。しかしながら、世界との競争が激しくなる中、継

続した研究組織改革が必要であるため、産学連携活動に力点を置き、オープンイノベーシ

ョン機構の整備事業と連動させた取り組みを実施する必要がある。本学の研究成果を起点

に、企業の力をも集約する体制を整備し、社会実装に向けた研究に挑戦するとともに研究

者の自由な発想を更に触発し多様かつ独創的な研究を推進し、企業とともに付加価値の高

い製品を創出する産学連携体制の整備を進めていく。そのためには、着想の幅を広げる新

しい環境を用意し、社会を正視した研究を組織化する必要がある。

また、2018 年度採択のオープンイノベーション機構において、組織対組織の競争領域で

の産学連携を活性化するため、知的財産・研究契約等を戦略的に展開するための組織・マ

ネジメントの強化を進めていく。

具体的には、対外的な研究案件の関わる窓口を一本化するため、研究支援機能を集約し

リサーチイノベーションセンターに再編した。研究戦略機能、産官学連携機能等を当該セ

ンターにまとめるとともに、各学術院、各キャンパスの研究関連事務が兼務する形態を取

り、内外の企業・研究機関・自治体・府省等からの問い合わせ対応や必要情報伝達の迅速

化を図る。本部系研究組織と学術院の研究組織の役割分担を見直していく。

その上で、オープンイノベーション戦略研究機構も含めた本学産学連携の取り組みの周

知と、産学連携マッチングの強化をねらいとした全学的なシンポジウムを引き続き開催し

ていく。



31

第４章 教育課程・学習成果

（１）現状説明

点検・評価項目①： 授与する学位ごとに、学位授与方針を定め、公表しているか。

評価の視点１： 課程修了にあたって、学生が修得することが求められる知識、技能、

態度等、当該学位にふさわしい学習成果を明示した学位授与方針の

適切な設定及び公表

＜大学全体＞

本学では、大学全体の「学位授与の方針（ディプロマ・ポリシー）」を踏まえつつ、各学

部・研究科においても「学位授与の方針」を「教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・

ポリシー）」および「入学者受け入れの方針（アドミッション・ポリシー）」とともに定め、

各学部・研究科のウェブサイトに掲載し、広く公表している。

大学全体の「学位授与の方針」では、「身に付ける資質・能力」として、本学の理念であ

る「学問の独立」、「学問の活用」、「模範国民の造就」を現代的な意味に解釈し、生涯にわ

たって学び続けながら、世界の様々な地域で社会に貢献する人材を輩出することに主眼を

置いている。その上で、学位授与方針においては、本学で学ぶ学生が身に付ける能力や素

養をさらに具体化し、「構想・構築力」、「問題発見・解決力」、「コミュニケーション力」、

「健全な批判精神」、「自律と寛容の精神」、「国際性」の６つを掲げている。具体的には、

 構想・構築力：

進取の精神を持って、伝統の殻を破る新しい概念を構築する力

 問題発見・解決力：

新たな問題を言語化またはモデル化し、解を提案、論理的に説明する力

 コミュニケーション力：

能力や素養を活かすために、他者との相互理解を実現する力

 健全な批判精神：

社会および自然界の事象を多面的に捉え、既存の問題設定や解を健全に批判し、建

設的な提案を行う姿勢

 自律と寛容の精神：

自主独立の精神を持って自他の個性を認め、公正な視点で多様性を受容する姿勢

 国際性：

「たくましい知性」と「しなやかな感性」を持ち、多様な人々と協働して世界の様々

な問題の解決に当たることができる姿勢

としている（資料４-１【ウェブ】）。

2017 年９月以降、大学本部と学術院間の懇談を踏まえ、各学部・研究科ごとに３つのポ

リシー検討体制構築に着手し、2018 年３月には、すべての学術院において検討体制の構築
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を完了していることを大学本部で確認した。また、2018 年 12 月には、教務担当教務主任

会の事務局である教務部が各学術院に対して、３つのポリシーに関する留意事項ならびに

記載すべき項目を説明するとともに、大学の３つのポリシーの再設定を踏まえた各学部・

研究科の３つのポリシーの再検討および再検討後も継続的に３つのポリシーの見直しを行

うことを依頼した。なお、カリキュラム改革実行タイミングなどによりすでに３つのポリ

シーの見直しが完了している学部・研究科もあれば、最終決定される大学全体の３つのポ

リシーとの整合性を確認してから着手する意向がある学部・研究科も散見されるなど、各

学部・研究科のポリシーの見直しの進め方には若干のばらつきもあるが、それぞれの学位

プログラムごとの特性や事情に応じて検討が進められているものと評価できる。各学術院

において、各学部・研究科の３つのポリシーの再検討が完了した後にも、適宜見直しを行

うこととし、内部質保証システムが常に有効に機能するよう、大学本部と各学術院とで連

携を行うこととする。

＜各学部・研究科における設定状況＞

各学部・研究科における「学位授与の方針」においても、大学全体の「学位授与の方針」

にて定めている「身に付ける資質・能力」に準ずるものを設定している。以下、具体例と

して政治経済学部、基幹理工学部、人間科学研究科が設定している「身に付ける資質・能

力」および「学位授与方針」をそれぞれ明記する（資料１-53【ウェブ】）。

「身に付ける資質・能力」（政治経済学部）

政治経済学部は、早稲田大学の総合性・独創性を生かし、体系的な教育課程と、全学

的な教育環境と学生生活環境のもとに、多様な学問・文化・言語・価値観の交流を育み、

地球社会に主体的に貢献できる人材を育成する。政治学・経済学分野における専門的知

識、国境を越えたコミュニケーションのための確かな外国語能力、自己と他者に対する

多角的認識を可能とする幅広い教養を身につけることによって、グローバルな社会、と

りわけ日本を含むアジア地域社会に主体的に参与し、また国際的機関等において存分に

その能力を発揮できるような人材が、政治経済学部の卒業生に求められる人物像である。

こうした能力を確実に身につけた上で卒業を迎えられるよう、相対評価や GPA の導入等

の施策により、単位の修得がそのまま能力の証明となる形でカリキュラムを運営し、卒

業する学生の質の確保を図りたい。

「学位授与方針」（基幹理工学部）

早稲田大学の総合性・独創性を生かし、体系的な教育課程と、全学的な教育環境と学

生生活環境のもとに、多様な学問・文化・言語・価値観の交流を育み、地球社会に主体

的に貢献できる人材を育成する。

さらに現代社会においては、科学技術に関する広い知識と、人文・社会科学系の知識

を含む幅広い教養を備え、将来への洞察力を持って時代を切り拓く人材の育成が求めら

れている。また新しい時代の科学技術を確立するとともに、学問の枠組み・意味さらに
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は学問とその活用の関係を再構築することが時代の大きな要請となっている。

基幹理工学部では社会を支えるキー・テクノロジーである情報、機械、エレクトロニ

クス、物質・材料、エネルギーに関する基礎的科学技術とその根幹にある数学、および

両者の架け橋となる応用数理を軸とする教育研究を展開する。そして、幅広い教養の上

に理工学の基礎を修得し、これをもとに各専門分野や新しい学問領域に取り組む能力を

涵養し、時代を切り拓き世界で活躍できる人材の育成を目指す。

「学位授与方針」（人間科学研究科）

早稲田大学の総合性・独創性を活かし、体系的な教育課程と、全学的な教育環境と学生生

活環境のもとに、多様な学問・文化・言語・価値観の交流を育み、地球社会に主体的に貢献

できる人材を育成する。人間科学研究科では、科学技術の飛躍的な進歩のなかで失われた人

間性を回復するために、人間と環境の調和や心身の健康の維持増進などを通して生活の質の

向上に貢献するような、人間を中心においた総合科学を形成することを目的としている。

人間の総合的な理解のために、人間科学研究科ではきわめて多岐にわたる研究が行われて

いるが、それらを相互に連携させるために、各研究指導を「地域・地球環境科学」、「人間行

動・環境科学」、「文化・社会環境科学」、「健康・生命医科学」、「健康福祉科学」、「臨床心理

学」、「感性認知情報システム」、および「教育コミュニケーション情報科学」の８つの研究領

域に分けた。さらに、社会的ニーズに迅速かつ柔軟に応え、高度で実践的な職業人の育成を

目指した「教育臨床コース」を加えて、人間科学専攻を構成している。

各研究領域およびコースにおいては、国際社会で活躍できる高い専門性を備えた研究者・

実践家の育成を目的とすることは言うまでもない。それと同時に、自然科学と人文・社会科

学が相互浸透する総合科学としての人間科学を追究するわが国で最初期の大学院のひとつと

して、高い専門性とそれを取り巻く広い学際性を背景に、人間をめぐる多様な諸問題に柔軟

に対応できる、新しいタイプの研究者・実践家の育成を目指している。

これらの目的を具体化するために、人間科学部と人間科学研究科のディプロマ・ポリシー

を統合化して定め、高いレベルで達成を目指す中核的な能力を、「Ａ リテラシー」「Ｂ 方法

論・専門性」「Ｃ 学際性・多様性」「Ｄ デザイン力」「Ｅ 協働性」「Ｆ 反省性・倫理観」

「Ｇ 自己教育」の７領域 17 項目で示している。

Ａ リテラシー

（１）日本語の運用力、外国語の実践力の総合としての「言語力」を身につけている。

（２）情報・データ等の収集・分析・表現能力の総合として「データ・リテラシー」を身に

つけている。

Ｂ 方法論・専門性

（３）科学的・論理的な思考力と専門的知識や方法論を身につけている。

（４）主観的経験や倫理的問題に対して、解釈学的方法を用いて考察できる。

（５）具体的な「専門性」のもと、帰納的で検証可能な分析を行うことができる。

Ｃ 学際性・多様性

（６）社会への開かれた関心と態度を身につけ、その多様性を理解し共感することができる。

（７）人間的事象を複眼的な視点からとらえ、そこに解決すべき課題を発見することができ
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る。

（８）多様な専門性を横断する「インターディシプリナリー」な視点から、現実をとらえる

ことができる。

Ｄ デザイン力

（９）課題探究（フィールドや実験）プロジェクトをマネージメントすることができる。

（10）課題解決のためのアクション・プランをデザインすることができる。

（11）研究成果や自らの考えを具体物として表現することができる。

Ｅ 協働性

（12）自分とは異なる意見、価値観、感性、文化、言語を持つ他者と協働することができる。

（13）様々な専門性をつないで「インタープロフェッション」を推進する知識や技能を身に

つけている。

Ｆ 反省性・倫理観

（14）社会的公正を尊重した倫理観を持ち、社会に貢献しようとする態度を身につけている。

（15）科学の可能性と限界を理解し、現実への批判や反省を行うことができる。

Ｇ 自己教育

（16）自律性・積極性・協調性を備え、自己教育を行うことができる。

（17）自らのキャリア・プランをデザインすることができる。

点検・評価項目②： 授与する学位ごとに、教育課程の編成・実施方針を定め、公表して

いるか。

評価の視点１： 下記内容を備えた教育課程の編成・実施方針の設定及び公表

・教育課程の体系、教育内容

・教育課程を構成する授業科目区分、授業形態等

評価の視点２： 教育課程の編成・実施方針と学位授与方針との適切な連関性

＜大学全体＞

本学では、「教育課程編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」に関しても、大学

全体の方針を定めるとともに、各学部・研究科においても、それを踏まえつつ、それぞれ

の「学位授与の方針」に応じて、より具体的な内容を盛り込んだ「教育課程編成・実施の

方針」を策定し、各学部・研究科のウェブサイトに掲載し、広く公表している。

大学全体の「教育課程編成・実施の方針」では、卒業認定・学位授与に求められる体系

的な教育課程として、各学問分野で身に付ける専門性とともに、「学位授与の方針」に掲げ

た能力や素養を身につけるために必要な科目を履修できるよう多彩な科目を配置し、科目

選択の過程の中で学生が主体的な学びを構築できるよう、学問分野・レベル・授業形態等

を体系的に示すこととしている。また、授業形態についての工夫も行い、演習・ゼミや双

方向型の授業を主体とする学生参加型対話型教育、フィールドワークも活用したプロジェ

クト型教育を取り入れ、学生の自学自習による、より深い学びを促進することに主眼を置

くこととしている。さらに、学生の「叡智、志、実行力」といった人間的力量を育むため
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の正課内外のプログラムを提供し、学生同士や社会との多様なふれあいの中で、学生が主

体的に学習し、成長する環境を整備することとしている（資料４-１【ウェブ】）。

＜各学部・研究科における設定状況＞

上述の通り、各学部・研究科における「教育課程編成・実施の方針」においても、大学

全体の「教育課程編成・実施の方針」および 2018 年 12 月に各学部・研究科に提示した留

意事項等に基づき、卒業認定・学位授与に求められる体系的な教育課程を具体的に記載し

ている。以下、具体例として人間科学部および政治学研究科が設定している「卒業認定・

学位授与に求められる体系的な教育課程」を明記し、大学全体のポリシーとの連関性が確

保されていることを示す（資料１-53【ウェブ】）。

「卒業認定・学位授与に求められる体系的な教育課程」（人間科学部）

ディプロマ・ポリシーに示されるように、人間科学部では獲得を目指す中核的な能力

目標を、「A リテラシー」「B 方法論・専門性」「C 学際性・多様性」「D デザイン力」「E 協

働性」「F 反省性・倫理観」「G 自己教育」の７領域 17 項目で示している。これらの能力

を備えた人材を育成すべく、人間科学部では少人数での学びの場を１年次から設定して

いる。人間理解の基盤を形成する科目群である「人間科学基礎科目」では、「基礎ゼミ」

「スタディスキル」「学生生活とセルフマネジメント」等の特色ある基礎教育によって、

大学生活で必要な思考力や方法論、また自己教育のスキルを習得する。人間科学とは何

かを問う「人間科学概論」、学科別に開講される「人間環境科学概論」「健康福祉科学概

論」「人間情報科学概論」では、それぞれの視点から人間科学の実践性・複眼性を探求す

る。

課題探求の基盤となるスキルを育成する「リテラシー科目」は、データリテラシー、

日本語、外国語などの科目から構成される。「データリテラシーI、II、III」では、デー

タ分析の際に必要な技能の習得、統計学の基礎や数量的な捉え方を実践的に学ぶ。日本

語では、「学術的文章の作成」「日本語と日本文化」などの科目を通して文章作成の技能

に加え、日本語の多様性や関連する日本文化を学習する。外国語では、英語をはじめ５

カ国語（英語、ドイツ語、フランス語、中国語、スペイン語）の外国語科目設置し、そ

れらの外国語科目から２カ国語を選択必修としている。語学のみならず言語の背景にあ

る文化・歴史などの分野を深く学び、国際舞台で 活躍するための基礎力を養う。

「人間科学教養科目」では、単なる一般教養的知識ではなく、人間科学として「人間」」

を広く深く理解し、また狭い専門性に閉じることのない多様かつ領域横断的な視点の涵

養を目指し、「A. 人間学」「B. 科学論」「C. 論理的・数理的思考」「D. 言語」「E. シス

テム」「F. デザイン」「G. 倫理と共生」の中から必修の「A. 人間学」を含む４カテゴリ

ー以上を選択必修としている。

専門科目は３つの領域に分けられる。実験・調査研究の方法論や背景にある基礎的な

理論を、学内外のフィールド活動なども含めて実践的に学ぶ専門科目 I 群（実験調査研

究法）、専門性を発展させていく上での基盤となる専門科目 II-A 群（基盤科目）、さらな

る専門性を磨く専門科目 II-B 群（発展科目）が段階的に設置されている。これらの専門

科目は、社会科学、人文科学、自然科学などで伝統的に用いられてきた「文系」「理系」
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の枠を越えて、多様な専門性を横断しながら受講することができる。各人の興味やキャ

リアに応じて、 専門科目を有機的に関連づけながら、自身で目標を設定し達成を図るこ

とが期待される。

３年次からは全員が少人数制の専門ゼミに所属する。専門ゼミと４年次の卒業研究ゼ

ミは一体であり、指導教員の下で２年間にわたり、専門領域別の研究方略と、自ら計画

して行動する特別の学修としての研究の推進を目指す。

「卒業認定・学位授与に求められる体系的な教育課程」（政治学研究科）

政治学研究科は、変動してやまない時代の要請に鋭敏に応え、世界に比肩する研究教育機

関として、21 世紀における新たな展開を見通し、世界の平和と人類の幸福に寄与する国際的

な人材として、政治学研究者および高度専門職業人を養成することをめざす。

「政治学コース」は、大学院における政治学教育の体系化と高度化を推進し、世界的にも

っとも先端的な政治学の理論と方法に立脚した、日本を起点とする国際比較研究の発信拠点

をめざす。そのため、経験的方法、数理分析、規範理論を統合した政治学研究方法論を共通

基盤におき、現代政治、政治思想、比較政治、国際関係、公共政策の５つの研究領域を軸と

して、専門的に深く、同時に総合的に幅広く、政治学を学ぶことができるような教育・研究

システムを確立する。

「ジャーナリズムコース」は、国際的見地から最も先進的なジャーナリズム大学院として、

ジャーナリストに必要な、１）専門知、すなわち幅広い専門分野についての科学的知識と哲

学の理解、２）ジャーナリズムやメディアの役割に対する深い洞察、３）批判的思考力、４）

プロフェッショナルな取材・表現力、５）現場主義、つまりフィールドに基づく思考、とい

う５つの要素を基軸とした高度専門職業人養成の教育プログラムを遂行する。同時にジャー

ナリズムについての専門研究および研究者養成をその基盤形成として推進する。とりわけ、

調査報道における客観性や公正さを保障する「方法」教育を基盤に、ジャーナリズムと、科

学技術・政治・国際・経済・社会・文化の各専門分野のアカデミアとを有機的に結び付ける

教育システムを確立する。

点検・評価項目③： 教育課程の編成・実施方針に基づき、各学位課程にふさわしい授業

科目を開設し、教育課程を体系的に編成しているか。

評価の視点１： 各学部・研究科において適切に教育課程を編成するための措置

・教育課程の編成・実施方針と教育課程の整合性

・教育課程の編成にあたっての順次性及び体系性への配慮

・単位制度の趣旨に沿った単位の設定

・個々の授業科目の内容及び方法

・授業科目の位置づけ（必修、選択等）

・各学位課程にふさわしい教育内容の設定

＜学士課程＞初年次教育、高大接続への配慮、教養教育と専門教育

の適切な配置等
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＜修士課程、博士課程＞コースワークとリサーチワークを適切に組

み合わせた教育への配慮等

＜専門職学位課程＞理論教育と実務教育の適切な配置等

評価の視点２： 学生の社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を育成する教

育の適切な実施

＜教育課程の編成・実施方針と教育課程の整合性＞

本学は大規模かつ多様な学問分野の学部・研究科により構成されているため、同系統の

学問分野の学部・研究科を包摂する各学術院に教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・

ポリシー）と教育課程の整合性を確認する体制の構築を依頼している。各学術院はそれぞ

れの分野の特性や実情に応じてそれぞれの方法で自律的にカリキュラム・ポリシーと教育

課程の整合性の確認を行っており、より有効性を確保できているものと考えている。当然

のことながら、各学部・研究科のカリキュラム・ポリシーは大学全体のカリキュラム・ポ

リシーとの連関性が確保されており、教育課程の編成・実施方針（カリキュラム・ポリシ

ー）と教育課程の整合性の確認を各学術院の自律的な取り組みに委ねた場合でも、全体の

ポリシーとの整合性に問題は無いものと考えている。また、毎年 12 月に開催される教務担

当・学生担当合同教務主任会では全ての学部・研究科の３ポリシー設定状況を確認し、大

学全体としての整合性を確保するために積極的に意見交換を行っている。

例えば、政治経済学部では、2014 年度入学の学生に適用されるカリキュラムから「グロ

ーバル科目部門」を新設し、グローバル人材として身につけるべき日本の言葉・文化や歴

史を学ぶ科目、実践的な英会話力を身につける科目などを設置しているが、この科目群は、

ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーと整合していると確認できる（資料１-

８）。

また、法学部のカリキュラム・ポリシーでは、法学専門教育を充実させ、単なる教養を

身につけることに留まらない高度な専門性の獲得を目指している。そこで法学部では、2013

年度に語学教育の単位数を削減して、法学専門科目の充実を行った。また、導入教育では、

オムニバス型の授業を設置し、様々なトピックを扱っていたが、基礎法科目担当者による

伝統的な「法学」の授業に変更し、１年次から法学の基本的な概念や知識を系統的に身に

つけさせることを目指した。このような取り組みから、法学部のカリキュラムは、カリキ

ュラム・ポリシーに基づいて編成されていることが確認できる（資料１-９）。

研究科においてもカリキュラム・ポリシーとカリキュラムの整合性の確保が図られてい

る。例えば、商学研究科では、カリキュラム・ポリシーとして、「学生が多角的な研究方法

を学ぶとともに、専門分野に関する基礎から応用までの知識を獲得することにより、修士

論文作成のための土台を形成できるように構成される。」と定めている。これを受けて、商

学研究科では、統計、研究法関連科目、論文作成・発表法関連科目および、外国語文献研

究科目など商学研究のための方法論的知識・技能習得を目的とした科目で構成される研究

基礎科目群、専門毎にテーマを深く掘り下げる専門科目群を設置し、修士課程の修了に必

要な修士論文の作成に向けた体系的な教育を行っている。このことから、商学研究科では、

カリキュラム・ポリシーに基づくカリキュラム編成が行われていることが確認できる（資

料１-35）。
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なお、理工学術院では、ディプロマ・ポリシーから「身につける資質・能力」に関する

キーワードを抽出し、どの科目がどのキーワードに該当するかを一覧表にし、バランスよ

く資質・能力が身につくカリキュラムになるよう調整する試みを行っている。この取り組

みは、現時点では、理工学術院のみで行われているが、理工学術院の取り組みをモデルケ

ースとし、全学に拡大していくことを検討したいと考えている（資料４-２）。

また、本学では、2011 年度にシラバスの記載項目について改訂を行い、シラバスに「授

業概要」、「授業の到達目標」、「事前・事後の学習内容」、「授業計画、教科書」、「参考文献」、

「成績評価方法」、「備考・関連 URL」を記載することを求め、シラバスの「授業概要」の

項目には、各授業の学部・研究科におけるカリキュラム上の位置づけ（ディプロマ・ポリ

シー、カリキュラム・ポリシーとの関連性）を記載することとし、各科目とディプロマ・

ポリシー、カリキュラム・ポリシーとの整合性の確保を図っている（資料４-３）。

このように本学では、各学部・研究科および両者を包摂する学術院による確認体制が有

効に機能し、カリキュラム・ポリシーとカリキュラムの整合性の確保ができていると評価

することができる。

＜教育課程の順次性および体系性の確保＞

カリキュラムの編成にあたって、順次性および体系性を示すためにすでに国際教養学部

では、先行してコース・ナンバリングを実施していたが、Waseda Vision 150 核心戦略「２.

グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築」で示されている（１）科目体系化の

指標の提示、（２）国際化対応、（３）全学オープン科目履修にあたっての統一的な内容・

レベルの判断基準の提供を目的として、2015 年度から、全学の科目についてもコース・ナ

ンバリングを行い、Web シラバスで、分野別・レベル別の検索ができるようになった。コ

ース・ナンバリング制度導入においては、学内のみならず、大学間・国際間で通用するも

のとするため、科目の分類においては図書館で活用されている「日本十進分類法」（NDC）、

「デューイ十進分類法」（DCC）の第１次区分・第２次区分・第３次区分の分類を基に作成

した「早稲田大学 分野コード」を使用することとした。また、分野コードの作成にあた

っては、その分野に関係の深い学部・研究科等にも検討の協力を依頼することにより、分

野特有の事情にも配慮を行った。その上で、「早稲田大学 分野コード」の分類を基に、「早

稲田大学コース・コード」に従って付番を行うこととした。また、コースナンバーは定期

的に見直しの機会も設けている。

学生は授業を選択する際に、各学部・研究科・センターが提供する様々な科目を、付番

されているコース・コードを用いて検索することで、学びたい学問分野を探すことができ

るようになり、コース・コードを体系的に学ぶためのツールとして活用している（資料４-

４、４-５）。

その他、商学部では、専門教育科目の履修と関連して、「トラック」を設置している。ト

ラックを設置する目的は、授業科目の属する専門領域をトラックという名称で明示するこ

とにより、学生の体系的な学修・知識習得を促すことにある。さらに、各トラックでは他

のトラックの科目でも当該領域の複合的・有機的な学習に有益な科目を「他分野指定科目」

として自己のトラックに単位を算入できることとしており、旧来のコース制・分野を超え

た科目履修を可能としている。
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また、トラックによって科目の体系を明示するだけでなく、履修可能な学年と対応して、

I 群（１年生から履修できる科目）、II 群（２年生から履修できる科目）、III 群（３年生

から履修できる科目）に科目群を分けることで、科目の履修順序も明示し、より体系的で

順次的な学習・科目履修を促すことができている。なお、Ｉ群の専門教育科目は、専門基

礎科目と並行して履修することができる。

さらに外国語科目においては、全ての言語において習熟度別に科目を設置することで、

効果的な履修順序が分かりやすく明示されているほか、既に一定の言語能力を有する学生

であっても「上級科目」を集中的に学べるなど、学生の多様化に伴う履修ニーズの拡大に

対応できる科目配当を行っている（資料１-15）。

なお、研究科は標準修業年限が短く、必ずしも積み上げ型の学習形態をとらないことか

ら、科目相互の連関性を意識した体系的なカリキュラムの構築を求めていないが、学部と

同様、研究科についても公表が義務付けられているアドミッション・ポリシーに加えて、

ディプロマ・ポリシー、カリキュラム・ポリシーを設定し、適切な教育課程の編成を行う

ための指針とし、専攻単位または各指導教員が個々の学生の研究テーマに応じた適切な履

修指導を行っている。また、科目相互の連関性までには至らないものの、研究科の科目に

ついてもレベル別のコース・ナンバリングを行うことにより、学生が科目を選択する際の

指針を示している。

＜単位制度の趣旨に沿った単位の設定＞

早稲田大学学則第 12 条、13 条および早稲田大学大学院学則第７条３項では、大学設置

基準第 21条に定められた単位制度に基づき、１単位の授業科目を 45 時間の学修を必要と

する内容をもって構成することを標準とし、各授業の方法に応じ、当該授業による教育効

果、授業時間外に必要な学習等を考慮して、必要な学習時間を定めている（資料１-４、１

-５）。

この必要な学習時間を確保するため、毎年度の大学の授業カレンダーを定める際には、

授業期間を半期 16 週確保し、その中で 15回の授業を行えるようにしている。また、やむ

を得ず休講した場合は、①科目開講箇所が指定する補講期間に補講を実施する、②授業支

援システムである Course N@vi を利用して休講を補完する、③補講期間外に代替授業を実

施する、のいずれかの対応を取るよう授業担当教員に説明している。補講実施率について

は、調査結果を教務担当教務主任会で報告することにより、補講を確実に行うよう促して

いる（資料４-３、４-６、４-７）。

＜個々の授業科目の内容・方法＞

◇基盤教育

Waseda Vision 150 の核心戦略の１つとして、核心戦略２「グローバルリーダー育成の

ための教育体系の再構築」がある。この核心戦略では、既成の専門分野で世界の先端に立

つための専門偏重の教育を超えて、国際性と基礎・教養力に裏付けられた専門性によって

世界に新しい時代を拓くグローバルリーダーを育成するために、教育体系の柔軟化と全学

的な組織化を図っていくことを目標として掲げている。

この目標を達成するためには、学部の専門分野を学ぶ基礎となり、社会に出てからも必
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要となる基盤教育、リベラル・アーツ教育をより充実させる必要があることから、2013 年

に全学共通機構のグローバルエデュケーションセンター（以下、GEC）を設置した。GEC で

現在提供している科目群は大きく分けて３つに分類される。第１に基盤教育、第２にリベ

ラル・アーツ教育、第３に語学教育である。

本学における基盤教育とは、早稲田大学で学問を学ぶために共通で必須と考えられる、

また、社会に出ても仕事をする上で必須となるアカデミックなツールを修得させるもので

あり、主に初年次を対象として展開しているものである。基盤教育は「アカデミック・ラ

イティング」、「数学」、「データ科学」、「情報」、「英語」の５つの科目群から構成されてお

り、これらの科目群を必修科目としている学部もある。このうち、「数学」、「データ科学」

は、文系の学生でも理解できるような工夫がなされており、文系学生にも履修が推奨され

ている。また、時間を選ばずに受講できるよう、フルオンデマンド形式で授業を展開して

おり、年間延べ１万人が受講している。「アカデミック・ライティング」ではこの科目を受

講した学生が指導員として教員の補助をするといった人材開発のモデルを確立しており、

既に多くのこの分野の専門的スキルを有した人材が育成されている。さらに、これらの基

盤教育を支えるために、ライティング・センター、Math and Stat Center 等、学生の主体

的な学びを支援する多くの環境を提供している。これらのセンターでは多くの学部学生・

大学院生が Learning Assistant（LA）として他の学生の学びを支援することにより、自身

の学びを深める仕組みとなっている。これらの取り組みに加えて、2018 年４月にデータ科

学総合研究教育センターが設置されたことにより、本学のすべての学生が「データ科学」

の素養を身に着けることができるような体系的な教育プログラムを提供することが可能と

なった（資料４-８【ウェブ】）。

このように本学の基盤教育では、主にアカデミック・スキルの育成を行っており、学位

授与の方針で掲げている、「構想・構築力」、「問題発見・解決力」、「健全な批判精神」の基

礎力の涵養に貢献していると評価することができる。

◇リベラル・アーツ教育

これらのアカデミックなツールの修得に加えて、本学では、リベラル・アーツ教育も重

視している。本学における「リベラル・アーツ教育」とは「物事の本質を見極める洞察力

を育む教育」であり、この定義をもとに、GEC では「全学副専攻（学術的副専攻、学際的

副専攻）」、「実践型教育プログラム」を設置している。これらのプログラムは、学部生であ

れば学部や学年を問わず誰でもチャレンジすることができ、所属する学部で主専攻を学び

ながら、同時にその他の学問分野を学ぶことを可能にしている。

「学術的副専攻」は各学部から提供されている専門性の高い内容、「学際的副専攻」は学

生の多様な関心に合わせて、文理融合型などいくつかの学問分野を横断するような内容と

なっている。「実践型教育プログラム」は座学とフィールドワーク（ビジネスワークショッ

プ、インターンシップ、ボランティア等）を組み合わせて理論知と実践知を有機的に獲得

することを目指した内容である。今後もリベラル・アーツ科目群を全学の英知を結集して

体系化し、より多様な「物事の本質を見極める洞察力を育む教育」のカリキュラムを提供

できるよう努めている（資料４-９～11【ウェブ】）。これらのリベラル・アーツ教育は、本

学が目的としている「問題発見・解決力」、「健全な批判精神」の育成に貢献していると評
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価できる。

◇語学教育

本学では、スピーキングを中心とした英語でのコミュニケーション能力の育成を目的と

して、Tutorial English を開講している。この Tutorial English の特徴は、履修者が最

大４名の少人数であることと、週２回の集中レッスンであることである。この少人数、週

２回の集中レッスンという特徴により、学生が実践的な英語を「話す」機会を確保するこ

とにより、後期中等教育までの英語教育では手薄となりがちな、英語での発信力向上に貢

献している。

このような少人数クラスでのレッスンでは、受講生の英語力のレベルが均質であること

が重要である。そのため、全受講生はレッスン受講前にウェブサイトでのレベルチェック

テストを受けることが求められ、レベルチェックテストの結果に基づいて６つのレベルに

分けられ、レベル別に編成されたクラスに分かれて受講することとなる。

なお、Tutorial English は、全学部・全大学院生が受講できる科目として設置されてい

るが、政治経済学部、法学部の一部学生、教育学部英語英文学科、商学部、社会科学部、

人間科学部、スポーツ科学部、国際教養学部については、必修科目として位置づけられ、

原則として卒業要件単位となっている（資料４-12）。

さらに、GEC では、英語以外の言語を習得できる科目を設置している。具体的には、ア

イヌ語、アイルランド語、アラビア語、イタリア語、インドネシア語、広東語、スワヒリ

語、タイ語、中国語、朝鮮語、デンマーク語、ドイツ語、バスク語、フィリピノ語、フラ

ンス語、ベトナム語、ペルシア語、ポーランド語、ポルトガル語、モンゴル語の科目を履

修することができる（資料４-13【ウェブ】）。多くの言語は入門や初級レベルから開講され

ており、段階的に学ぶことが可能となっている。また、言葉だけでなく、その言語圏の歴

史や文化について学ぶ講義科目も提供することにより、他者との相互理解力等を育成する

ことなどを通じて、「コミュニケーション力」、「受容と寛容の精神」の涵養に貢献している

と評価できる。

その他、海外への留学を必修としている国際教養学部では、英語の他、ドイツ語、中国

語、フランス語、スペイン語、朝鮮語、ロシア語の科目を設置している。さらに、英語圏

以外の大学に留学する学生のために、一部の言語科目については、週４回のインテンシブ

コースも設置するなど語学教育に力を入れている（資料１-24、１-25）。 このように、本

学は大学全体としても、学部においても語学教育を充実することができていると評価でき

る。

◇専門科目（学部）

各学部の専門科目については、いくつかの学部を例として提示する。

法学部では、以下のとおり、カリキュラム・ポリシーに基づくカリキュラムが提供され

ている。具体的には、卒業必要単位数を 136 単位(従前より 12単位増)とし、外国語の必修

単位を 18単位(２単位減)に減らすとともに、法学専門科目に新たに選択必修科目を設置す

る等によって、法学専門教育の充実・強化(22 単位増)を図った。また、導入教育(講義)を

従来のオムニバス型のトピックを扱った授業から、基礎法科目担当者による伝統的な「法
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学」の授業に変更し、１年次において法学の基本的な概念や知識を系統性をもって教える

こととした。さらに、従来は６つの履修モデル(民事司法、刑事司法、国際関係、公共政策、

企業金融、市民社会と法)を提示していたが、それを大括りの３つ(司法・法律専門職、企

業・渉外法務、国際・公共政策)に集約した。これは、学生のあまりに偏った科目選択を防

止し、バランスのとれた履修をさせたいという配慮に基づいたものである（資料１-９）。

このカリキュラムは、法学部卒業時に、学生が主要法律科目について全般的にバランス

よい知識を有し、法学の基本的思考方法を身につけ、さらには演習などで深く掘り下げた

得意分野も持つことができるようになることを期待したものである。また、国際化に対応

して英語により実施される専門科目も設置している。

商学部の教育課程は、「専門基礎科目」、「専門教育科目」、「総合教育科目」および「外国

語科目」の４つの科目系列から成り立っている。専門基礎科目は、本学部の学生が、各人

が選択するトラック（前述）の学習を体系的に行うための基礎学力修得を目的として設置

された科目であり、必修科目として基礎会計学、基礎経済学、基礎数学、ビジネス法入門、

統計リテラシーα、統計リテラシーβの６科目、および選択必修科目として経営学、マー

ケティング論、金融入門、保険論、ミクロ経済学、マクロ経済学、基礎統計学、財務会計

論、管理会計論、国際貿易論の 10科目（うち６科目を選択履修）がこれに相当する。

専門教育科目は、本学部の学生が商学部の卒業生としてふさわしい専門知識を身につけ

ることを目的として設置された授業科目であり、基準第 19条第２項でいう「専攻に係る専

門の学芸」を教授するための科目系列である。専門教育科目は、「経営」「会計」「マーケテ

ィング・国際ビジネス」「金融・保険」「経済」「産業」および「総合学際科目分野」「外国

語専門科目分野」の８系列に区分されている（資料１-15）。

◇修士課程、博士課程

大学院アジア太平洋研究科では、「地域研究」、「国際関係」、「国際協力・政策研究」の３

つの領域を設けている。修士課程のコースワーク（22単位）としては３領域共通の「共通

基礎科目」、そして領域ごとに「専門基礎科目」「発展科目」を体系的に配当している。リ

サーチワーク（８単位）としては「プロジェクト研究」（ゼミ）が置かれ、すべての学生が

いずれかのゼミに所属し、ここで研究指導を受けるとともに修士論文の作成を行う。共通

基礎科目により、自らの専門領域以外の視点を身につけるとともに、自らの専門領域の科

目を体系的に深く学ぶことを可能としている。博士後期課程では、「プロジェクト研究」の

みを配当し、研究指導を受けるとともに博士論文の作成を行う。また、2015 年度から「研

究倫理概論」を博士後期課程の必修科目としている（資料１-47）。

大学院スポーツ科学研究科は、スポーツマネジメントにおける実務者教育を実施する修

士課程１年制コース、およびスポーツ科学領域における学術研究者や高度職業人を育成す

べく修士課程２年制コースおよび博士後期課程を設置することにより、スポーツ関連の幅

広い事業分野で専門識者として活躍する人材を育成している。

修士課程１年制のマネジメント関連の４つのコースでは、所属する研究指導の演習（１）

A・B ４単位とマネジメント科目から６単位、合計 10 単位以上、選択科目と合計して 30

単位以上履修することとなっている。修士課程１年制のエリートコーチングでは、エリー

トコーチング演習（１）A・B とエリートコーチング総合演習、スポーツ科学演習を８単位、
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論文作成技法で２単位、コーチングマネジメント論・実習 A・B・C・D（４ 科目）を８単

位、選択必修科目を８単位、合計 26 単位以上、選択科目と合計して 30 単位以上履修する。

修士課程２年制では、１年次にスポーツ科学演習によって研究方法の基礎を学び、所属

する研究指導（１）A・B、（２）A・B の８単位、選択科目 20 単位以上と合計して 30 単位

以上履修する（資料１-45）。

＜授業科目の位置づけ（必修、選択等）＞

各学部・研究科では、早稲田大学学則第７章、早稲田大学大学院学則第３章の規定に基

づき、それぞれ卒業要件・修了要件を定めている。各学部・研究科では、それぞれの要項

等で卒業要件・修了要件を明示するとともに、科目ごとの必修、選択の別を記載している。

これらの科目の取扱いについては、以下に記載するとおり、カリキュラム・ポリシーに基

づいて設定されている。この点について、いくつかの例を提示する。

文化構想学部では、専門学習に必要となる基礎的能力を１年次に修得できるようにする

ため、アカデミック・スキルを学ぶ基礎演習、外国語科目を必修としている。また、２年

次に６つの論系を選択して進級することになるため、６つの論系の内容を一通り概観し、

各自が何を学びたいかを見極めることを目的とした基礎講義も必修としている。２年次以

降は、いずれかの論系に所属し、自身の専門分野の研究を進めることになることから、少

人数での発表を中心とする専門演習を必修とし、文化研究の方法を実践的に修得する。一

方で、学問の広がりを体験し、基礎教養を深めるとともに、自らの研究テーマを構想する

ための視野を得ることを期待して、講義科目の多くは選択となっている（資料１-10）。

国際教養学部では、社会・経済のグローバル化が進展する中、世界が直面する課題に対

して多角的な視点で対応することができる人材を育成することを目的としてカリキュラム

を編成している。

まず、世界を舞台に活躍するためには多言語によるコミュニケーション能力が必須であ

る。そこで、日本語を母語とする学生については、英語および英語以外の外国語の履修を

必須とし、英語を母語としている学生については、日本語及び英語以外の外国の履修を必

須としている。また、課題の解決にあたるためには、人間の行動や社会現象を様々なデー

タから科学的に読み解く能力が前提となる。そこで、１年次に入門統計学を必修としてい

る。

２年次以降は、よりレベルの高い専門科目を履修することになるが、それらの履修の基

盤となるプレゼンテーション、ディスカッションなどのアカデミック・スキルを修得する

ための基礎演習を１年次の必修とし、自身の専門分野を見極めるため、講義科目のうち入

門レベルの科目については、少なくとも３分野以上から選択することを求めている。

一方、入門レベル以外の講義科目については、幅広い視点、多元的な考え方を身につけ

るという観点から、選択科目となっている（資料１-24、１-25）。

国際コミュニケーション研究科では、多様な学問・文化・言語・価値観のコミュニケー

ションを媒介とした交流を育み、地球社会に主体的に貢献できる人材の育成を目指してい

る。このような人材育成を目的とした教育の中で、言語・文化・社会を情報伝達のネット

ワークと位置付け、言語コミュニケーション、文化コミュニケーション、社会コミュニケ

ーションの３つのスタディープランを設定している。この３つのスタディープランからわ
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かるように、国際コミュニケーション研究科は学際的な性格を持っている。そのため、修

士課程においては、入学時に決定した指導教員が担当する演習科目を必修科目として設定

しているが、基礎科目については２科目の選択履修、専門科目については自身のスタディ

ープランの科目を３科目選択履修することが求められる他は、最大 12単位まで選択履修を

認めることで、幅広い履修を可能とし、幅広い視野からの学習を行えるよう配慮している

（資料１-46）。

このように、本学の学部・研究科では、それぞれのポリシーに基づいて、必修科目、選

択科目の設定が行われており、適切に授業科目が位置づけられていると評価できる。

＜初年次教育、高大接続への配慮＞

本学では、附属校からの入学者など、早期に入学が決定している学生に対して、学習意

欲の維持、基礎学力の向上などを目的として、入学前導入教育を実施している。入学前導

入教育の内容については、各学部が決定しており、例えば、法学部では課題図書を提示し

て感想文を提出させたり、教育学部では入学後の入学計画を立てさせたりしている。全学

的にも入学前導入教育を提供しており、GEC が英語の読解力、単語力を身につけさせるプ

ログラムを実施している（資料４-14）。その他、一部の学部だけとなるが、高校生に対し

て大学教員が講義を行う科目を高大共同で設置し、履修を通じて、将来の学部選択の一助

になることを期待している（資料４-15【ウェブ】）。また、高校生を対象とした「高校生特

別聴講制度」がある。この制度では、特定の分野において高い勉強意欲をもっている高校

生や大学の授業参加に強い意欲を持つ高校生の学習や進路決定の手助けになるよう本学正

規科目を開放している。試験等を受け、所定の成績を収めた際は本学の単位を付与し、本

人の希望により、本学入学後、入学学部の基準に従って単位認定される（資料４-16【ウェ

ブ】）。他にも「早稲田大学体験 WEB サイト」を開設し、各学部の概要の他、一部の授業の

動画を視聴することができ、入学前に大学の学びの一部を体験できるようにしている（資

料４-17【ウェブ】）。

入学後には、初年次学生を主な対象とし、「アカデミック・ライティング」、「数学」、「デ

ータ科学」、「情報」、「英語」の５つのアカデミックリテラシー科目群から構成される基盤

教育を提供し、高校における学びから大学における学びへの移行を支援している。

一部の学部では、これらの科目群を必修科目としている他、各学部においても、主にア

カデミック・スキルの修得を目的とする「基礎演習」、「導入演習」などの名称の科目を設

置し、各学部の専門教育への履修に移行できるよう支援している。

なお、現在、入学前導入教育の充実化の検討を進めており、英語に加えて、データサイ

エンス、アカデミック・ライティングなどのプログラムを提供することを視野に入れてい

る。

＜修士課程、博士課程における教育＞

まず、研究科の教育内容についての改善点について記載する。研究科、特に博士課程の

教育内容について、コースワークとリサーチワークの組み合わせが適切に行われていない

ことが課題であったが、多くの研究科において、博士論文の提出要件として、オンデマン

ド科目である「研究倫理概論」の履修もしくは視聴が義務付けられた。また、例えば、商
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学研究科では、統計の知識に関する科目、教育学研究科では、指導教員以外の指導を１年

間受ける演習科目をそれぞれ必修とするようになった（資料１-34、１-35）。その他、政治

学研究科では、領域ごとの「文献研究」と「領域終了試験」を実施し、コースワークとリ

サーチワークの連動性を図っている（資料１-28、１-29）。その他の研究科でも、必修科目

の設定までは行っていないものの、指導教員の指導の中で、必要に応じて修士課程の科目

の履修を義務付けることを推奨しており、コースワークとリサーチワークの連動性を高め

る方向で改善していると言える。

また、いくつかの研究科の修士課程において、学部科目の後取り履修を認め、修了要件

単位として認定している例が見られたが、修士の修了要件に学部科目が組み込まれている

ことは適切では無いという判断から、学部科目の履修は認めるものの、修了要件単位とし

ては認めないこととなった。このように、研究科の教育内容について課題は残っているも

のの、順調に改善の方向に向かっていると評価できる。

次に、本学の研究科の教育内容について特筆すべき点を記載する。

本学に限らず、わが国では研究科への進学者数は減少傾向にあり、将来において学術研

究をけん引する人材の供給が減少し、我が国の国際競争力の地盤沈下をもたらしかねない

状況にある。この原因として、修士課程、博士課程を修了した学生に対して、「特定分野の

専門的知識を持つが、企業ではすぐには活用できない」などの声が企業から上がってきて

おり、修士課程、博士課程への進学が就職市場において不利になりかねないという現状が

ある。その対応として、大学院教育においても実践的な教育を行っていくことも一つの方

法と考えられる。例えば、大学院法学研究科では、2018 年から、法理論、法実務のグロー

バル化に応えるため、研究者養成でも実務法曹養成でもない「先端法学専攻」をもうけて、

新たなリーガルプロフェッションの養成のための知的財産権法 LLM とアジア・リージョナ

ル法 LLM をスタートさせた（資料１-32）。

あるいは、大学院での教育において、文系、理系などの分野を問わず、大学院学生が自

らの専門を越え幅広い視野を培うことを目的とする教育も行っている。例えば、本学では、

優秀な学生を俯瞰力と独創力を備え、広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダー

へと導くため、専門分野の枠を超えて修士・博士課程一貫の世界に通用する質の保証され

た学位プログラムを構築・展開する「博士課程教育リーディングプログラム」に応募し、

以下の２つのプログラムを提供している。

１つ目は、「実体情報学博士プログラム」であり、機械技術(＝実体)と情報・通信技術の

融合学として「実体情報学」を構築し、この新しい領域で技術や産業のイノベーションを

先導することができる先見力、構想力、突破力を兼備した産学官いずれの立場からも産業

創出を支えることのできる人材の育成を目指している（資料４-18【ウェブ】）。

２つ目の「リーディング理工学博士プログラム」では、「エネルギー・ネクスト」の旗の

もと、複数の課題が複雑に絡むエネルギー問題など、グローバルイシューの解決に挑戦で

きる理工系博士人材を育成するため、次々世代のエネルギー科学・技術の基盤となる物理、

化学、電気・電子、生命科学などを横断する「専門力」、文理融合科目や実地演習による「俯

瞰力」、海外研究機関との共同研究、企業インターンシップなどにより培われる「進取力」

という「３つの力」を養成することを目的としている（資料４-19【ウェブ】）。

2018 年度には、新たに募集された「卓越大学院プログラム」に応募し、「パワー・エネ
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ルギー・プロフェッショナル育成プログラム」を提供している。このプログラムでは、

Society 5.0 のコアとなる「エネルギーバリューチェーンの最適化」による新産業創出を

様々なセクターで主導する「知のプロフェッショナル」の輩出を目的としている（資料４

-20【ウェブ】）。

さらに、経済・社会のグローバル化の中、大学は「知の拠点」として各地域の活性化へ

の貢献とともに、国際的な大学間競争の中で新たな学際的・先端的領域への先導的な対応

を求められている。この目的を達成するため、複数の大学がそれぞれ優位な教育研究資源

を結集し、共同でより魅力ある教育研究・人材育成を実現する共同大学院の設置が認めら

れており、本学では、次の３つの共同大学院を設置している。

東京女子医科大学と共同で設置している共同先端生命医科学専攻では、先端生命医科学、

特に「医療レギュラトリーサイエンス」の研究・教育を展開している。東京農工大学と共

同で設置している共同先進健康科学専攻では、理学・工学・農学・獣医学を専門とする学

際的な教員が参加し、「健康科学」、「食品科学」、「環境科学」の３領域を統合した研究・教

育を展開している。最後に、東京都市大学と共同で設置している共同原子力専攻では、原

子力および新エネルギー利用技術に関わる人材育成と、人類社会の持続的発展に必要なエ

ネルギーの確保を目的とする研究を展開している（資料４-21【ウェブ】、４-22【ウェブ】、

４-23【ウェブ】）。

また、グローバル化が進展する中、大学院の教育課程においてもグローバル人材を育成

することが求められている。本学では、2014 年にスーパーグローバル大学創生支援事業ト

ップ型に採択され、教育・研究のグローバル化に取り組んでいる。世界の大学とのネット

ワークを活用する教育・研究者育成のシステム構築もその取り組みの一つであり、世界の

リーディング大学とのネットワークを構築して、世界に通用する教育・研究を推進してい

る（資料１-58【ウェブ】）。

例えば、国立台湾大学（台湾）との間で修士課程の学生を派遣するダブル・ディグリー

プログラム（DDP）を実施しており、更に清華大学（中国）との DDP 協定を新たに締結した。

博士課程の学生については、コロンビア大学（アメリカ合衆国）との間で、一部の研究科

に限定されるが、互いの学生が派遣先の修士学位を取得できる DDP を実施し、北京大学と

は、２年間で博士課程の学生を共同で育成するプログラムを実施している（資料４-24【ウ

ェブ】、４-25【ウェブ】）。

その他、大学院商学研究科とナンヤン工科大学ナンヤンビジネススクール（シンガポー

ル）は、2006 年から共同で、双方のＭＢＡを取得できる「早稲田・ナンヤンダブルＭＢＡ

プログラム」を、大学院経営管理研究科と ESCP ヨーロッパビジネススクール（フランス）

は 2016 年から双方で修士号を取得できる DDP を実施している（資料４-26【ウェブ】、４-27

【ウェブ】）。

海外の大学院との連携は、DDP という形態にとどまらずに多様化しており、博士後期課

程において、①外国大学との協定に基づき一定の期間共同で研究指導を行い、②共同で論

文審査を実施し、③本学および外国大学の双方それぞれから学位を授与することを内容と

する教育プログラムであるコチュテルなどの推進も行っている。

＜専門職学位課程＞
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本学の専門職学位課程では、理論と実践の双方に配慮したカリキュラムを編成している。

例えば、経営管理研究科では、ディプロマ・ポリシーにおいて、「高度な理論と実践の融

合により・・・ビジネスリーダーを育てること」を使命として掲げており、１年制総合プ

ログラム、夜間主総合プログラム、夜間主プロフェッショナルプログラムファイナンス専

修においては、講義科目の履修を通じて得た知識、及びプロジェクト研究における研究成

果をもとに、特定の課題における研究成果を研究論文、新規事業提案（ビジネス・プラン）、

事例研究（ケース）等の形で集約するプロジェクト研究論文の作成を必須としている（資

料１-52）。

会計研究科では、ディプロマ・ポリシーにおいて、「学問と実務の融合を旨と」すること

を明記し、その目的を達成するため、実務・応用科目群を設置し、８単位以上の履修を求

めるとともに、ケースを用いたプレゼンテーションやディスカッションを通じて、それま

でに習得した知識を実践的な場面で活用するためのトレーニングを行う、ワークショップ

科目を必修としている（資料１-51）。

これらの例から、本学の専門職学位課程においては、理論教育と実務教育の適切な配置

に配慮したカリキュラム編成が行われていると評価することができる。

＜社会的・職業的自立＞

社会的・職業的自立を図るために必要な能力を育成することを目的として、インターン

シップ・プログラム、学際的副専攻、プロフェッショナルズ・ワークショップなどを提供

している。

大学の推薦が必要な業種や、個人での応募が難しい職業での就業を体験できるインター

ンシップ・プログラムとしてキャリアセンターでは公認プログラム WIN を設けている。就

業前後に講義を組み合わせることで、より深い学びや気づきが得られるのが特徴となって

いる。行政、国際協力、マスメディア、ビジネスの４コースが設置され、ビジネスコース

には１年生から参加できるプログラムを用意している（資料４-28【ウェブ】）。全学副専攻

の学際的副専攻では、社会貢献とボランティアを設置している。この副専攻では、学生が

それぞれの興味・関心に応じた分野から社会貢献やボランティアについて学び、実際にボ

ランティア活動に参加するなど、行動を起こしてもらうことを目的としている（資料４-10

【ウェブ】）。

また、プロフェッショナルズ・ワークショップは、企業（社会人＝プロフェッショナル

ズ）と大学が共通する一つの目的に向かって、プロジェクトを遂行するプログラムであり、

企業が実際に抱える問題について、プロフェッショナルズとともに課題解決に取り組むも

のである。プロフェッショナルズの指導、監修のもと、課題抽出・分析・フィールドワー

ク・グループワークを通じて課題解決の具体的提案まで導き出し、最終報告では経営トッ

プに対しプロフェッショナルズと一緒に提案まで行い、通常の就業体験インターンシップ

とは異なるメリットを生み出している（資料４-29【ウェブ】）。

この他、2017 年度から GEC にビジネス・クリエーションコースを設置している。このコ

ースは、「意識醸成」、「アイデア創造」、「ビジネスモデル仮説検証」という３つのステージ

の科目群を段階的に履修することにより、起業や企業における新規事業化の知識を実践的

に学ぶことが可能となっている（資料４-30【ウェブ】）。
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これらの正課内外における取り組みにより、本学では、職業的・社会的自立を図るため

に必要な能力を育成していると評価することができる。

点検・評価項目④： 学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置を講

じているか。

評価の視点１： 各学部・研究科において授業内外の学生の学習を活性化し効果的に

教育を行うための措置

・各学位課程の特性に応じた単位の実質化を図るための措置（１年

間又は学期ごとの履修登録単位数の上限設定等）

・シラバスの内容（授業の目的、到達目標、学習成果の指標、授業

内容及び方法、授業計画、授業準備のための指示、成績評価方法

及び基準等の明示）及び実施（授業内容とシラバスとの整合性の

確保等）

・学生の主体的参加を促す授業形態、授業内容及び授業方法

＜学士課程＞

・授業形態に配慮した１授業あたりの学生数

・適切な履修指導の実施

＜修士課程、博士課程＞

・研究指導計画（研究指導の内容及び方法、年間スケジュール）の

明示とそれに基づく研究指導の実施

＜専門職学位課程＞

・実務的能力の向上を目指した教育方法と学習指導の実施

＜学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための様々な措置＞

◇各学位課程の特性に応じた単位の実質化を図るための措置

単位の実質化を図る観点から「大学設置基準」、「大学院設置基準」の趣旨を踏まえ、授

業外学習時間を確保するために、履修登録単位数の上限をすべての学部で設定しており、

学部要項、履修ガイド等で学生に明示している（資料１-８～52）。また、履修登録単位数

の上限は、各学部のカリキュラムに応じて科目区分ごとに、学期、年度単位、さらには４

年間という在学期間を単位として設定されているため、学生は履修登録をする際に、シラ

バスやコース・ナンバリング等を活用し、自習時間の確保にも配慮しつつ、十分な履修計

画を立てる必要がある。このように学生自身が、履修登録上限の範囲内で、コース・ナン

バリングなどを活用しながら、授業内容の関連性を重視して自律的に学習計画を立てるこ

とにより、学習効果を高めることができていると評価できる。

◇シラバスの内容及び実施

教育内容を充実させるとともに、学生に対して科目選択のための情報を提供するために、

本学のシラバスでは「授業概要」、「授業の到達目標」、「事前・事後の学習内容」、「授業計

画」、「教科書」、「参考文献」、「成績評価方法」、「備考・関連 URL」を明示している。また、
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授業計画では各期 15 回（クォーター科目の場合は８回）の授業期間を確保し、シラバスに

は各回の内容を記載することとしている。シラバス作成時における留意点については、毎

年９月に開催される教務担当教務主任会で各項目の記載内容について全学的に周知してい

る（資料４-３）。また、作成されたシラバスについては本学の Web シラバスシステムにお

いて全科目公開している（資料２-40【ウェブ】）。

授業内容とシラバスの整合性を確保するために学生授業アンケートに「シラバスで示さ

れた到達目標が達成されるように授業が行われているか」という質問項目を設けている。

本学の学生授業アンケートは 2001 年度に実施して以来、その実施方法やアンケートの設問

内容について、随時見直しを行ってきた。2016 年度にはこれまで１つの設問パターンでア

ンケートを実施してきたが、授業の実施形態に即した設問とするため、「講義型」、「演習型」、

「実技・実験型」、「遠隔型」といった４つの設問パターンを用意し、授業担当教員は授業

形態に応じた選択が可能となった。ただし、学生授業アンケートのどの設問パターンにお

いても、「シラバスで示された到達目標が達成されるように授業が行われているか」につい

ては必ず質問項目に含め、授業内容とシラバスの整合性が確保できているかを必ず確認で

きるようになっている。また、本学では学生生活の実態と傾向を把握するために毎年大規

模な「学生生活調査」を実施している。2016 年に実施した学生生活調査では授業選択時に

重視する項目を尋ねており、80.8％の学生が講義内容と回答していることから、シラバス

に基づいた履修が定着していることがわかる（資料４-31）。

◇学生の主体的参加を促す授業形態、授業内容及び授業方法

Waseda Vision 150 の核心戦略の１つとして、核心戦略４「対話型、問題発見・解決型

教育への移行」がある。ネットワークを活用した遠隔・オンデマンド授業環境の整備、教

材開発と授業形態の革新等を推進することにより、教室での一方向的な講義主体の授業形

態から演習・ゼミを主体とする学生参加対話型教育へ移行することを図るとともに、フィ

ールドワーク等を活用したプロジェクト型教育へと重点を移している。これらの取り組み

により、学生が自ら問題を発見し、解決策を提案し、さらには実現する能力を涵養してい

る。

例えば、授業の簡易収録・自動収録の仕組みや教材の電子化を支援する体制の構築によ

り、授業内容のデジタル化を促進することで、多くの講義科目のオンデマンド化が進んで

いる。このオンデマンド授業環境の整備により、実際に教員と学生が対面する教室内では、

演習・ゼミを主体とする学生の発表やディベートなど、学生参加型の授業を１年次から展

開することができるようになったり、個別的直接指導を強化したりすることが可能となっ

ている。また、授業内容のデジタル化により、予習用の動画コンテンツを事前にオンデマ

ンドで視聴してから授業を実施する反転授業も可能となり、教室での演習時間を増やすこ

とが可能となっている（資料４-32【ウェブ】）。

また、「対話型、問題発見・解決型教育への移行」を推進するため、大学総合研究センタ

ーでは、「アクティブラーニング Tips 集」を作成し、アクティブラーニングを実践するた

めの効果的な手法やツールを２分～３分程度の短編動画でわかりやすく紹介している（資

料４-33【ウェブ】）。

さらに、プロジェクト型の授業形態により、集団での問題発見・解決の機会を増やして
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いる。例えば、GEC にはプロフェッショナルズ・ワークショップという科目がある。この

科目では企業が実際に抱える課題について、学生たちがチームを組んで課題解決に取り組

むこととなっている。プロフェッショナルズ（企業社会人）の指導、監修のもと、課題抽

出・分析・フィールドワーク・グループワークを通じて課題解決の具体的提案まで導き出

し、最終報告では経営トップに対しプロフェッショナルズと一緒に提案を行っている。学

生は企業のプロフェッショナルズとともに行う各種アクティビティを通じて、表面的な就

業体験ではなく、より実践的な仕事の知識や技術、社会人としてのコミュニケーション能

力を身につけ、社会人基礎力を醸成するとともに、課題解決能力を体得している（資料４

-29【ウェブ】、４-34）。

◇学生の主体的参加を促すための環境整備

上記に記載したとおり、学生の主体的参加を促すために授業形態等の工夫を行っている

が、さらに、本学では、学生の主体的授業参加を促す授業運営の支援ツール等も整備して

いる。

例えば、教員と学生が双方向に利用できる本学独自の授業支援システムとして Course

N@vi を運営している。Course N@vi では教員は、オンライン上で履修者への通知や講義資

料の提供ができるだけでなく、小テストの実施、レポートの提出、アンケートの作成から

集計までを行うことができる。また、学生は、Course N@vi を利用して、授業後に教員へ

の質問や授業の感想等を送信することができ、教員と学生の双方向のコミュニケーション

を可能としている。さらに、電子掲示板（BBS）による学生同士の意見交換や、履修学生を

グループ分けしてグループごとに利用できるオンライン上のワークスペースを設けること

もできる。グループワークを行う授業などで、授業時間外にもグループ内でのディスカッ

ションを継続したり、グループで作成した発表資料などを手軽に共有したりすることがで

き、グループでの学習活動を促進することができる（資料４-35【ウェブ】）。

なお、2020 年度からは、Course N@vi に代えて、学習履歴分析機能、ルーブリック評価・

ピアレビュー機能、Computer Adaptive Learning 機能などを備えたオープンソフトである

moodle を活用することにより、より高い教育効果の改善を見込んでいる。

教室内においても、学生の主体的参加を促す仕組みを構築している。例えば、2017 年度

に従前のティーチング・アシスタント（TA）制度の見直しを行い、新たに高度授業 TA が設

置された。高度授業 TA は、授業担当教員の直接指示に基づき授業に参画し、主体的に教務

上の補助を行うことが業務とされており、大学総合研究センターが作成する対話型、問題

発見解決型教育のモデルに合致する授業やアクティブラーニングを中心に高い教育効果が

見込まれる教育手法を実践している授業に配置されている。これらの授業内において、高

度授業 TAは、グループディスカッション、グループワークなどのサポートを行うことが期

待されている（資料４-36）。また、高度授業 TA が配置されている授業は教員相互による授

業見学対象の科目となっており、教員が授業見学を行うことで学生の主体的授業参加を促

すための優れた教育手法や高度授業 TA の活用事例の共有が図られている（資料４-37【ウ

ェブ】）。

また、学生の主体的な学習を促す環境整備にも取り組んでおり、ライティング・センタ

ーと Math and Stat Center を具体例として挙げることができる。
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ライティング・センターは、英語または日本語の、ライティング授業課題、レポート、

学位論文、投稿論文、留学志望書、研究計画書などの文章を書き手がよりよくしていくた

めの支援を行う組織で、学内すべての学部生、大学院生、教員が自由に利用できる。

また、本学では主に１年生を対象として、アカデミック・ライティングの基礎的な技術

を身に付けることを目的とした「学術的文章の作成」という科目を開講している。この科

目はオンデマンド形式ではあるが、履修者は毎週 400 字～600 字の文章を書いて提出する

ことが求められる。提出された課題については専門的な訓練を受けた指導員から履修者に

個別のフィードバックを行っているが、さらに、チューターによる対面での相談を希望す

る場合はライティング・センターが対応することとなっており、ライティング・センター

が、本学学生のライティング技術の向上に果たしている役割は大きいと言える（資料４-38

【ウェブ】）。

Math and Stat Center では GEC で開講している「数学基礎プラス」シリーズおよび「統

計リテラシー」の履修相談を受け付けている。これらの科目もオンデマンド形式の授業で

はあるが、各授業内容で分からないことがある場合には、Course N@vi による質問に加え、

Math and Stat Center を利用することにより TA の対面によるサポートを受けることが可

能となっている。ライティング・センター、Math and Stat Center はともに早稲田キャン

パス３号館２階にあり、常時数名のチューターや TAが待機している（資料４-39【ウェブ】）。

本学では、これらの環境整備により、主体的学習の基盤となるアカデミック・スキルの

育成を図るとともに、教室内外における学生の主体的授業参加を促進している。

◇授業形態に配慮した１授業あたりの学生数

Waseda Vision 150 では、例えば 2032 年度までに、学部における 20 名以下の授業の割

合を 50％にするなどの授業規模の割合に関する数値目標も掲げ、各学部・研究科において、

カリキュラムや授業の形態に応じて適切な授業規模を設定することを促進している。結果

として、受講者数が 20名以下の授業は学部 55％、大学院 88％、50 名以下は学部 84％、大

学院 97％となっており、これらの数値から、適切な規模で授業が実施されていることが確

認できる。このように本学ではすでに少人数クラスによる教育が主体となっているが、人

数の多い講義科目でも、TA によるグループ学習やオンデマンドコンテンツを活用すること

により、対話型、問題発見・解決型授業と同様の効果が得られるようになっている（資料

４-40【ウェブ】）。

◇適切な履修指導の実施

入学時には各学部・研究科において教務担当教務主任を中心とした履修ガイダンスを開

き、履修指導を行っている。また、全学部においてクラス担任制度を設け、学習指導のみ

ならず学生生活全般について学生からの相談に対応できる体制を整えている。さらに、ク

ラス担任制度を一層充実させるため、クラスミーティングを実施している。クラスミーテ

ィングは学部 1年生を対象とし、秋学期開始まで毎月１回、各 30分程度を目安として実施

している。クラスミーティングでは、毎回必ず出欠を取り、学生の表情や言動などから問

題を抱える学生の早期発見に努め、１年生がこの時期に行うべき手続（例 科目登録、奨

学金申請等）とその日程を学生に伝えている。なお、クラスミーティングの実施方法につ
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いて全学的なマニュアルを作成することにより、全学で同様の方法で実施されるようにし

ている（資料４-41）。

また、学生がクラス担任と連絡を取る場合の方法（オフィスアワー、教員のメールアド

レス、Course N@vi 等の利用）も学生に伝えている。さらに、2010 年度以降毎年「修学上

の問題を抱える学生への指導に関するアンケート」を実施している。このアンケートでは

授業の出席状況や単位取得状況が悪いなど修学上の問題を抱えている学生への対応につい

て、各学部の取り組みをまとめた資料を作成し、修学上の問題を抱えている学生への対応

を議題とする教務担当・学生担当合同教務主任会において、各箇所の情報と問題意識の共

有化を図っている（資料４-42）。

◇修士課程、博士課程、専門職学位課程

本学における大学院教育は、早稲田大学大学院学則第６条に「本大学院の教育は、授業

科目および学位論文の作成等に対する指導によって行うものとする。」という規定に基づい

ており、本学が授与する学位に関する必要な事項は、早稲田大学学位規則に定めている。

教育方法の特例として大学院学則第６条の２に「教育上特別の必要があると認められる

場合には、夜間その他特定の時間または時期において授業または研究指導を行う等の適当

な方法によって教育を行うことができる」とし、2019 年４月時点では法学研究科、人間科

学研究科、社会科学研究科、スポーツ科学研究科等において夜間に授業を開講し、社会人

にも履修しやすい環境を整えている。

さらに、大学院設置基準第３条第３項を適用し、主に実務の経験を有する者を対象にあ

らかじめ標準修業年限を短縮したコースを設置することができることを早稲田大学大学院

学則第２条の３の２第４項に定めており、政治学研究科政治学専攻（ジャーナリズムコー

ス）、法学研究科先端法学専攻、創造理工学研究科経営デザイン専攻、人間科学研究科、ス

ポーツ科学研究科の各修士課程において１年または 1.5 年制のコースを設置し、標準修業

年限より短い期間での学位取得を可能としている。

研究指導内容はシラバスに掲載しており、検索システムで確認が可能である。また、年

間スケジュールを研究科要項やウェブサイトにて提示し、各研究科においてガイダンスや

指導教員による面談等を通じて周知している。

学位および論文の質向上のため、2014 年 10 月に「課程博士における博士学位および博

士学位論文の質向上のためのガイドライン」を策定し、各研究科に提示した。「II. 研究指

導体制」「（ｅ）博士論文作成までの系統的な管理」において、学生に対し博士論文作成プ

ロセスの時間管理を明確化し、十分な時間的余裕を持った計画となるよう指導することと

し、「（ｆ）研究指導の最終課程の明確化」では、博士論文受理の要件および手続に関する

規定を明確化して開示するとともに博士論文の受理プロセスを記録し、適切に保管するこ

とを定めた。現在は、同ガイドラインを修士課程においても準用し、本学が授与する学位

の質の担保を図っている（資料４-43）。

また、本学には高度化するニーズに対応する人材養成を目的として５つの専門職大学院

を設置している。それぞれの専門職大学院では、一流の研究者教員と経験豊富な実務家教

員による理論と実務を融合した多角的なプログラムを配置することで実務的能力の向上を

図っている。
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点検・評価項目⑤： 成績評価、単位認定及び学位授与を適切に行っているか。

評価の視点１： 成績評価及び単位認定を適切に行うための措置

・単位制度の趣旨に基づく単位認定

・既修得単位の適切な認定

・成績評価の客観性、厳格性を担保するための措置

・卒業・修了要件の明示

評価の視点２： 学位授与を適切に行うための措置

・学位論文審査がある場合、学位論文審査基準の明示

・学位審査及び修了認定の客観性及び厳格性を確保するための措置

・学位授与に係る責任体制及び手続の明示

・適切な学位授与

＜単位制度の趣旨に基づく単位認定（学部・研究科）＞

本学では、単位制度の趣旨にのっとり、適切に単位認定を行っている。各科目のシラバ

スにおいて到達目標を示したうえで、定期試験やレポートなどシラバスに記載した方法に

基づいて成績評価を行っている。また、単位制度では、授業時間と授業外学習時間の確保

が求められている。

授業時間の確保に関しては、まず、毎年度の大学の授業カレンダーを定める際に、授業

期間を半期 16 週確保し、その中で 15 回の授業が行なえるようにしている。やむを得ず担

当教員が休講した場合は、①科目開講箇所が指定する補講実施期間に補講を実施する、②

Course N@vi を利用して休講を補完する、③科目開講箇所と調整のうえ、補講期間外に代

替授業を実施する、のいずれかの対応をとることを原則としている。なお、各学部等の休

講状況、休講に伴う補講実施状況については学期ごとに教務担当教務主任会にて報告され、

全学的なチェック体制も構築している。

また、授業外学習時間の確保に関しては、シラバスに授業外学習に関する指示を記載す

るよう各担当教員に依頼している（資料４-３）。

＜既修得単位の適切な認定（学部・研究科）＞

本学では、高校生特別聴講制度、転部・転科・編入学の際の単位認定、留学等で修得し

た単位の認定など、様々な既修得単位の認定を行なっている。既修得単位の認定方法につ

いては、大学設置基準および大学院設置基準に準拠して早稲田大学学則第 16 条乃至第 18

条および早稲田大学大学院学則第８条の２に定め、上述した単位制度の趣旨に照らして適

切に運用を行なっている。既修得単位の認定が適切に行われるために、教授会等での議決

の前には、既修得単位の科目の内容に熟知した教員から構成される専門の委員会を設置し、

標準履修単位（科目）数を基準にして、修得単位数、授業時間数、科目内容、難易度、成

績など様々な観点から検討を行なうことにより、適切かつ客観的に単位認定を行なうよう

努めている。なお、必要に応じて、学生一人一人との面談を実施し、既修得単位にかかる

内容等の確認を行ない、単位認定作業を適切に実施している。



54

＜成績評価の客観性・厳格性を担保するための措置（学部・研究科）＞

各学部・研究科で設置している科目に対する成績評価として、本学では、それぞれの科

目の位置づけにふさわしい評価方法や評価基準をシラバスに明示するとともに、2010 年度

入学者より GPA 算出方法を全学で統一し、厳格な成績評価を行なっている。特に、2013 年

７月 19日の教務担当教務主任会では、「学部教育における成績評価基準に係わる申し合わ

せ」を行い、「Ａ＋およびＡの割合を合格者の 50％以内と」し、「Ａ＋の割合は合格者の 20

パーセント以内とする」ことを申し合わせ、成績評価の客観性を担保するとともに、厳格

性も担保している（資料４-44）。また、本学が独自に開発した授業支援システムである

Course N@vi には、担当教員が成績評価をする際に使用する「成績分布機能」が搭載され

ており、成績評価がグラフ表示されることで、教員が厳格かつ公平な成績評価を行なうた

めの一助とし、先述の申し合わせを確実に運用できるようにしている。なお、2013 年７月

の申し合わせ以降は、各学術院等の成績分布の状況を大学総合研究センターに設置されて

いる教育方法研究開発委員会で報告している（資料４-45）。

◇卒業・修了要件の明示

既修得単位の単位認定の方法を含めた卒業要件、修了要件については、各学部・研究科

が入学前オリエンテーションで周知するとともに、学部要項、科目登録の手引き、学部・

研究科等ウェブサイトで公開を行なっている。また、各学期終了時点または各年度終了時

点では、学生の父母等保証人宛に成績通知書を郵送するなど、学生だけではなく保証人に

向けても適切に成績の明示を行なっており、学生指導の一助ともしている。また、成績発

表後には一定の期間を設け、成績評価に関する照会を受け付けており、公平な評価を行な

うための客観性・透明性を担保している。

＜適切な学位授与（学部）＞

早稲田大学学則第 52 条では、「本大学に４年以上在学して所定の試験に合格し、所定の

単位を修得した者を卒業とし、学士の学位を授与する。」と定め、各学部で定めている学位

授与方針に基づいて設定した卒業要件を基準として卒業の判定を行っている。学位授与方

針、卒業要件は各学部のウェブサイトや要項において明示するとともに、オリエンテーシ

ョン等での周知を行っている（資料４-46【ウェブ】）。

学士の学位授与にあたっては、文化構想学部、文学部、教育学部、基幹理工学部、創造

理工学部、先進理工学部、人間科学部、スポーツ科学部においては卒業論文等を要件とし

ている。例えば、文学部では、３年次において、卒業論文計画書の提出、卒業論文仮指導、

４年次において、卒業論文題目届提出、卒業論文提出、卒業論文口述試験と段階を踏んで

指導を受けることが求められ、質の高い論文作成を行えるような措置をとっている（資料

４-47【ウェブ】）。

＜学位授与に係る責任体制及び手続（研究科）、学位論文審査基準の明示（研究科）＞

本学では、早稲田大学大学院規則の定めるところにより、各研究科運営委員会が学位の

授与に関する事項について議決することとしている。加えて、早稲田大学大学院学則およ
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び早稲田大学学位規則にて大学院の学位授与に係る手続について定める他、特に博士後期

課程においては、2014 年 10 月に「課程博士における博士学位および博士学位論文の質向

上のためのガイドライン」を策定し、各研究科での博士学位授与が適切に行われるように

体制を整備し、各研究科において適切な学位授与が行われている（資料４-43）。

＜学位審査及び修了認定の客観性及び厳格性を確保するための措置（研究科）＞

早稲田大学学位規則において、「研究科長が学位論文を受理した時は学位を授与できる者

か否かについて研究科運営委員会の審査に付さなければならない」とされており、さらに

「学位論文の審査にあたっては当該研究科の教員のうちから、３人以上の審査員（主査１

名および副査２名以上）を選任し、学位論文の審査および試験または学識の確認を委託し

なければならない」とされている。

また、特に博士後期課程においては、『課程博士における博士学位および博士学位論文の

質向上のためのガイドライン』において、公開による予備審査／中間報告会等を開催する

こととしており、審査の透明性を確保している（資料４-43）。

点検・評価項目⑥： 学位授与方針に明示した学生の学習成果を適切に把握及び評価し

ているか。

評価の視点１： 各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測定するための指標の

適切な設定

評価の視点２： 学習成果を把握及び評価するための方法の開発

≪学習成果の測定方法例≫

・アセスメント・テスト

・ルーブリックを活用した測定

・学習成果の測定を目的とした学生調査

・卒業生、就職先への意見聴取

＜各学位課程の分野の特性に応じた学習成果を測定するための指標の適切な設定＞

Waseda Vision 150 の核心戦略 12「進化し続ける大学の仕組みの創設」の一施策として

2014 年度に「大学総合研究センター」を設置し、本学の高等教育に関する研究および調査

を通じて、自律的な大学改革および全学的な教育の見直しを推進する体制を構築している。

大学総合研究センターの高等教育研究部門では、高等教育研究委員会および IR担当者連

絡会において実態調査および論点整理を進め、執行部に対して提言を行っている。例えば、

全学に関わる案件は 2018 年理事会集中討議にて、教学関係は副総長および教務部役職者に

対して委員会で作成した報告書内容に基づき提言を行うなどした（資料４-48、４-49）。さ

らには、学内で「教育に関する懇談会」を開催し、適宜情報共有を通じた支援も行ってい

る。以下の通り、いずれの事例においても学位課程における学習成果の把握や可視化にフ

ォーカスしている。



56

□高等教育研究委員会 報告書事例

・「早稲田大学における全学教育のあるべき姿」

・「早稲田大学における学術院組織のあるべき姿」

・「早稲田大学の卒業生が身につけるべき資質・能力の検討」

・「アセスメント・ポリシー策定と学修成果の可視化の検討」

□高等教育研究委員会 IR 取り組み・分析実施事例

・本学における IR実態調査の分析結果にもとづく全学的な IR 推進体制構築検討

・本学学生調査の現状把握に基づく課題と今後の調査フレームワークの検討

・社会的評価における早稲田大学の位置づけと戦略的ベンチマーキング

・ある学部の授業評価アンケート分析

・卒業生調査（卒後 10 年目）

□教育に関する懇談会 実施テーマ例

・本学における定員超過に関する現状と課題について

・早稲田の教育の未来をデータから考える

・早稲田大学における教養教育のあるべき姿

・全学のポリシー検討について

・３つのポリシー改訂に向けた学術院内検討体制

高等教育研究委員会では、学位課程の全学教育部分と学術院組織の構造上の論点（教教

分離の可能性）を検討してきた。中でも、学習成果把握には「４つ目のポリシー」（アセス

メント・ポリシー）の設定が不可欠であると整理するなど、大学全体としての策定取り組

み促進や検討課題について大局的観点から提言を行っている。また、調査データを如何に

して現実的に教育改善に活かすかという視点では、本学の IR実態調査において、学内各部

局が長年蓄積してきている調査データ事例および学術院毎に異なる個性的な多種多様な調

査取り組みの実態を把握し、本学の特徴を捉えた上での分析を行うなど、学習成果の観点

から今後の取り組む方向性を検討する一指標としている。

また、大学総合研究センターでは IR（Institutional Research）の取り組みとして、統

合 DWH（データウェアハウス：個人情報を秘匿化したデータベースの集積体）を用いて、

学習成果可視化の観点での分析を行い、その結果を教育に関する懇談会など学内で幅広く

共有し、問題提起を行ってきた。さらには、各部局で分散している各種データを有効活用

する仕組みとして、それらの各種データと既存のデータベースを連結させることで学習成

果の俯瞰を可能にするなど、今後もさらなる活用を予定している。

教育プロセスにおける学生の成長を測定する上で、「個々の調査」「入学時調査」「在学時

調査」「在学時教学データ」「卒業時進路調査」「卒後調査」等による体系的な分析を行い、

その結果をディプロマ・ポリシーおよびアセスメント・ポリシーの中で位置づけ、施策に

反映していくことが急務であると捉えている。他にも卒業生調査の継続的な実施・改善、

学生生活調査（学生部所管）分析時における IR 機能の導入、および GPA データを用いた実

証調査などの諸課題に早急に取り組むことを予定している。なお、2018 年度に、卒業生調

査を初めて実施した。現在、その結果の分析を行っているところである（資料４-50【ウェ

ブ】）。
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学習成果測定結果を受けた教育改善施策への反映は、各学術院における課程ごとの特性

を意識する必要があり、一部の学部等で検討が始まっている。例えば、理工学術院では、

ディプロマ・ポリシーの記載から「身につける資質・能力」のキーワードを抽出し、その

キーワードと科目の関連性を一覧できるカリキュラム・マップの作成にとりかかっている

（資料４-２）。

大学総合研究センターは、大学内部における各学部・研究科の取り組み状況を集約する

とともに、大学全体として比較事例や GPA 分析によるベストプラクティスの知見を収集お

よび共有し、各学術院の課程ごとの特性を最大限発揮できる効果的な支援体制を構築する

ことに取り組んでいく。

＜学習成果を把握及び評価するための方法の開発＞

◇e ポートフォリオシステムとアセスメント・テストの連携

本学では、Waseda Vision 150 の核心戦略の１つとして、核心戦略３「教育と学修内容

の公開」を掲げており、学習成果や学習履歴、課外活動等を記録し、必要に応じて公開す

ることにより、振り返りや新たな目標設定に役立てることを目的として、e ポートフォリ

オシステム「MyPortfolio」の運用を 2017 年から開始した。MyPortfolio は、個人の学生

生活における学びや気づきを日常的に「記録・蓄積」し、それらの「振り返り」を行うこ

とにより自身の成長を可視化するとともに、学生生活の内容を「公開」することを支援す

るシステムである。初年次から学生自身が個人の記録を蓄積することで、上級学年におい

て進路を検討、決定する際に、MyPortfolio 内の情報を活用することが可能となっている。

また、登録した情報を企業に公開することも可能であり、プロフィールを公開すること

により、企業からアプローチを受けたり、MyPortfolio 内で企業とのコミュニケーション

を行うことで企業とのマッチングを図ったりする就職活動支援機能も活用することが可能

となっている。本学では、この MyPortfolio によって、上級学年になって初めて自己を振

り返るのではなく、初年次からキャリアを検討させる仕組みを構築しているのである（資

料４-51）。

また、大学総合研究センターでは、2017 年度からアセスメント・テストを活用した学習

成果の測定・可視化の検討を進めており、MyPortfolio との連動の可能性を視野に入れて、

各外部団体が提供するアセスメント・テストの試行を実施している。2017 年度は、株式会

社リアセック社が提供しているジェネリックスキル測定検査プログラム「PROG」を活用し、

合計 173 名の学生に受検してもらい、結果を本人にフィードバックするとともに、大学総

合研究センターにて結果の分析を行い、導入の可否を検討している。2018 年度は、株式会

社イー・ファルコンが提供している測定プログラム「適性検査 eF-1G」を活用し、本学の

各部署が提供しているプログラム（留学、インターンシップなど）を経験した学生の成長

との因果関係を分析する事を視野に入れて実施した。また、適性検査 eF-1G 活用時には、

１回目の結果と２回目の結果を MyPortfolio のワークシート（レーダーチャート機能など）

に入力させることで、測定値の可視化や自身の振り返りにも活用できるようにした。2019

年度は株式会社ベネッセ i-キャリアが提供している「GPS-Academic」というアセスメン

ト・テストを GEC 設置科目の「地域連携演習１」を受講している学生に受検させた。この

アセスメント・テストは思考力、姿勢・態度、経験という３つの観点で「問題を解決する
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力」を測定することができる。今回受検した学生には地域連携演習の一連の科目を受講し

た後に再度受検させ「問題を解決する力」にどのような変化が生じるのかを検証し、本科

目の学習成果の可視化を試みる予定である（資料４-52～54）。

◇卒業生の活躍度を示した世界大学ランキングによる本学への評価

本学における学習成果を把握及び評価するための方法の１つとして、卒業生の活躍度を

表す世界大学ランキングがあげられる。

英国の高等教育専門会社である QS社（QS Quacquarelli Symonds Ltd）は、卒業生の活

躍度を表すランキングとして QS Graduate Employability Rankings を毎年発表している。

このランキングは、主要企業の経営者をはじめとする雇用者へ大学の評判を調査したアン

ケート結果や QS 社が選定した著名誌の成功している人物ランキング等への掲載状況など

卒業生の活躍度に基づいた指標によって構成されている。2019 年９月に発表された最新の

ランキングにおいて、本学は世界 34 位・国内２位となり、本学の課程を修了した卒業生が

広く世界中で活躍していることが高く評価された（資料４-55【ウェブ】）。

点検・評価項目⑦： 教育課程及びその内容、方法の適切性について定期的に点検・評価

を行っているか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り

組みを行っているか。

評価の視点１： 適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価

・学習成果の測定結果の適切な活用

評価の視点２： 点検・評価結果に基づく改善・向上

＜教育課程及びその内容、方法の適切性の改善・向上に向けた取り組み＞

各学部・研究科における教育課程及びその内容、方法の適切性については、各学部・研

究科に設置されているカリキュラム運営委員会や学部・研究科運営委員会などといった委

員会で定期的に点検・評価及び改善に向けた取り組みが行われている。また、全学を対象

としたプログラムを展開している GEC では、各学部の教務担当教務主任を委員とした管理

委員会を定期的に開催し、全学的な観点からカリキュラムの点検・評価を行っている。ま

た、GEC はグローバルリーダー育成のために多種多様な教育プログラムを展開しているた

め、授業の内容や新規科目の設置、既存科目の廃止などを検討する部門委員会をそれぞれ

の教育プログラムごとに設置している。この部門委員会には管理委員会の委員だけでなく、

それぞれの教育プログラムに精通している各学部・研究科の教員も部門委員として参加し

ており（早稲田大学グローバルエデュケーションセンター規則第 15 条）、それぞれの専門

分野からの意見が反映されるようになっている（資料４-56）。

このような各委員会において点検・評価を行うための適切な資料、情報の一つとして学

生授業アンケートがある。学生授業アンケートは 2001 年度から教場でのマークシートによ

る回答という方式で開始した。2004 年後期からはウェブ方式に変更したが、その後、回答

率が低下したことことから、教育の質的向上に大学全体として取り組む上での重要な指標

となる授業アンケート結果の信頼性を高めるため、2009 年度にはウェブ方式に加え、以前



59

のようなマークシート方式も選択可能とするなど随時改善を実施している。また、学生授

業アンケートの設問は大学共通設問だけでなく、各学部・研究科独自の箇所設問や授業を

担当している教員独自の設問が設定できるため多角的な見直しが可能となっている。授業

アンケートの分析結果は個々の授業改善だけでなく、各学部、研究科の自己点検評価委員

会等の検討材料としても活用されることによって、各学部・研究科全体としての教育の質

向上にも貢献している。

さらに本学では学生授業アンケートの分析結果を活用して早稲田大学ティーチングアワ

ードを実施している（資料４-57【ウェブ】）。

早稲田大学ティーチングアワードは、優れた教育方法と創意工夫の普及により、教育の

質のさらなる向上をはかるため、優れた教育を実践している教員を褒賞している。その審

査基準は、学部、研究科、研究教育センターごとに設定されているが、学生授業アンケー

トの結果を積極的に活用することが求められている。また、各学部、研究科の審査基準は

全学的な委員会である早稲田大学ティーチングアワード審査委員会に提出し了承を得なけ

ればならず、厳格な審査基準のもと審査が行われているということができる。また、ティ

ーチングアワード受賞者はその優れた教育方法・創意工夫等の共有を図るため、当該教員

の担当科目は、教員相互による授業見学の対象科目となっている。ティーチングアワード

授賞科目は注目度が高く、授業を見学した教員からはその授業運営方法について高い評価

を受けている（資料４-37【ウェブ】）。

また他にも前述の通り学生の学習成果の把握及び評価するための方法として e ポートフ

ォリオシステムと外部団体が提供するアセスメント・テストの連携を試みているところで

ある。本学では、学習成果の測定方法やそのアセスメント方法の確立が課題となっている

ところであるが、このアセスメント・テストの試行結果とディプロマ・ポリシーを照らし

合わせ、大学総合研究センターを中心に適切な方法を今後検討していく予定である。

（２）長所・特色

＜大学総合研究センターを活用した政策立案・教育の改善＞

Waseda Vision 150 の核心戦略 12「進化し続ける大学の仕組みの創設」の一施策として

2014 年度に「大学総合研究センター」を設置した。大学総合研究センターは本学の高等教

育に関する研究および調査を実施するだけでなく、新たな授業方法の企画・開発・普及促

進とその実践を支援している。

大学総合研究センターの高等教育研究部門では、高等教育研究委員会および IR 担当者連

絡会において実態調査および論点整理を進め、学部・研究科執行部に対して提言を行った

り、「教育に関する懇談会」を開催し、全学教育のあるべき姿や卒業生が身につけるべき資

質・能力の検討などを行い、大学全体の３つのポリシー策定の支援を行ったりしている。

また、今後の課題となりうる定員管理や学修成果の可視化の検討についての調査・分析を

行い、本学の今後の方向性を策定するための情報を提供するシンクタンク機能を果たして

いる。

また、大学総合研究センターは、具体的な教育実践の改善にも寄与している。例えば、

Waseda Vision 150 の核心戦略の１つとして、核心戦略４「対話型、問題発見・解決型教

育への移行」を掲げ、教室での一方的な講義主体の授業形態から演習・ゼミを主体とする
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学生参加対話型教育やプロジェクト型教育への移行を促進している。また、授業内容のデ

ジタル化により、予習用の動画コンテンツを事前にオンデマンドで視聴してから授業を実

施する反転授業を実施することで、講義主体の授業においても学生の能動的な学習を可能

としている。このような授業形態を普及促進するため、大学総合研究センターでは、アク

ティブラーニングを実践するための効果的な手法やツールを２分～３分程度の短編動画を

作成し、ウェブサイトで公開している。その他、ティーチングアワード受賞者の授業を公

開したり、受賞者の授業運営上の工夫内容をウェブサイトや教員同士の交流会等で学内外

に公表したりすることで、グッド・プラクティスの共有化を図り、学内の授業改善につな

げている。

このように、本学では、大学総合研究センターが、大学の教育政策立案を支えるシンク

タンクとして機能するとともに、教育上有効と考えられる授業方法の研究およびグッド・

プラクティスの共有を行うことにより、本学の授業内容の改善にも寄与している。本学で

は、大学、各学部・研究科、授業における各レベルの PDCA サイクルにより、教育の質改善

を図っているが、大学総合研究センターが有効に機能することで、より効果的に教育の質

の改善が可能となっているということができる。

＜厳格な成績評価＞

教育の質保証や学修成果把握などを目的として、厳格な成績評価が求められる中、本学

では、2010 年度から GPA 算出方法を全学で統一し、厳格な成績評価を行っている。さらに、

2013 年７月 19日の教務担当教務主任会では、「学部教育における成績評価基準に係わる申

し合わせ」を行い、「Ａ＋およびＡの割合を合格者の 50パーセント以内と」し、「Ａ＋の割

合は合格者の 20 パーセント以内とする」ことを申し合わせ、成績評価の客観性を担保する

とともに、厳格性も担保している。

また、本学が独自に開発した授業支援システムである Course N@vi の成績分布機能では

成績評価の分布がグラフ表示され、教員が厳格かつ公平な成績評価を行うことを促してい

る。また、大学総合研究センターでは、成績分布の状況を確認し、必要な対応を行ってい

る。

大学教育のグローバル化が進む中、教育の質保証や学修成果の可視化が求められる中、

このように、本学ではいち早く GPA 制度を導入するとともに、厳格な運用方針を確立し、

学内の資源を活用して、その運用を支えるツールも整備してきたという点は本学の強みと

いえる。

（３）問題点

前述のとおり、学習成果の把握を目的として、GPA 制度を活用した厳格な成績評価を行

っている。しかし、学生の学習成果を把握するためには、GPA だけでは不十分であるのは

言うまでもない。そこで、学生の学習成果を適切に把握及び評価するための方法を確立す

るために、大学総合研究センターを中心に様々な取り組みを実施している。例えば、大学

総合研究センターの高等教育研究委員会や IR 担当者連絡会では実態調査および論点整理

を進め、教務部執行部に対して提言を行っている。また、IRの取り組みとして、統合 DWH

を用いて学習成果可視化の観点からの分析を行い、その結果を学内で幅広く共有し、問題
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提起を行っており、これらの取り組みを通して各学位課程の分野の特性に応じた学習成果

を測定するための適切な指標を模索している段階である。

（４）全体のまとめ

本学では、本学の三大教旨を現代的な意味にとらえ直し、その趣旨を踏まえた大学全体

の３つのポリシーを策定し、公表している。各学部・研究科においても大学全体の３つの

ポリシーとの関連性を確保しつつ、それぞれの理念に応じて、より具体的な内容を盛り込

んだ３つのポリシーを定め、各学部・研究科のウェブサイトに掲載し、広く公表している。

また、各学部・研究科はそれぞれのカリキュラム・ポリシーに基づき、各学位授与方針

で掲げている能力・資質が身につけられるよう配慮して、各学位課程にふさわしい授業科

目を開設し、教育課程を体系的に編成している。カリキュラムの編成にあたっては、学生

が授業内容の関連性を重視して自律的に学習計画を立てられるように、また、科目の履修

によってどのような能力・資質が身につくかがわかるように、全科目についてコース・ナ

ンバリングを行うことで順次性および体系性を示している。また、全学を対象とした教育

プログラムにより、アカデミック・スキル、汎用能力、外国語の運用能力を涵養し、各課

程の専門科目の履修、センター等提供科目の履修により、専門知識や社会的、職業的自立

に必要な能力を育成している。

学生の学習を活性化し、効果的に教育を行うための措置として、教室での一方的な講義

主体の授業形態から演習・ゼミを主体とする学生参加対話型教育や、フィールドワーク等

を活用したプロジェクト型教育へと重点を移すとともに、学生の主体的な学習を促す環境

整備にも取り組んでいる。また、大学総合研究センターが、有効な教育方法の研究、学内

のグッド・プラクティスの共有を行っており、学内の教育方法の改善に貢献している。

成績評価、単位認定については、それぞれの科目の位置づけにふさわしい評価方法や評

価基準をシラバスに明示するとともに、GPA 算出方法を全学で統一し、厳格な成績評価を

行なっている。また、学位授与については、学位論文審査基準を研究科要項や各研究科ウ

ェブサイトにて学生に明示している。

学習成果の適切な把握・評価については、大学総合研究センターが中心となって実施に

向けて取り組みんでいる。また、外部の各種アセスメント・テストを活用した学習成果の

測定・可視化の検討を進めている。

教育課程及びその内容、方法の適切性については、各学部・研究科に設置されているカ

リキュラム運営委員会や学部・研究科運営委員会で定期的に点検・評価及び改善に向けた

取り組みを行っており、今後は、大学総合研究センターの IR との連携を検討していく予定

である。

以上から、本学の取り組みは大学基準を充足していると評価することができる。
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第５章 学生の受け入れ

（１）現状説明

点検・評価項目①： 学生の受け入れ方針を定め、公表しているか。

評価の視点１： 学位授与方針及び教育課程の編成・実施方針を踏まえた学生の受け

入れ方針の適切な設定及び公表

評価の視点２： 下記内容を踏まえた学生の受け入れ方針の設定

・入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像

・入学希望者に求める水準等の判定方法

＜学生の受け入れ方針の設定と公表＞

◇３つのポリシーの設定

本学では、既に 2009 年度に教務部から各学部・研究科に対して、「入学者受入方針（ア

ドミッション・ポリシー）」、「教育課程の編成・実施の方針（カリキュラム・ポリシー）」、

「卒業認定・学位授与に関する方針（ディプロマ・ポリシー）」の３つのポリシーの明確化

の依頼をし、各ポリシーの関連性・継続性を重視して、各学部・研究科ごとに３つのポリ

シーの設定を行った。ディプロマ・ポリシーに記載の通り、本学では世界の様々な地域で

社会に貢献できる人材を輩出することに主眼を置き、カリキュラム・ポリシーでは、ディ

プロマ・ポリシーに掲げた人材育成を行う上で必要となる資質・能力の修得を可能にする

教育課程編成を示している。アドミッション・ポリシーでは、これらの前提となる資質・

能力の基礎を学生が入学前に培っていることを期待し、選抜時に確認することとしている。

本学では、多様な学生を迎え入れることを前提としており、そのために多様な入学試験制

度を設定している。

また、大学全体の３つのポリシーと各学部・研究科の３つのポリシーの連関性を確保す

る必要があるのは言うまでもない。アドミッション・ポリシーについて例を挙げれば、本

学の設立趣旨（早稲田大学教旨）に基づき設定されている「早稲田大学では、『学の独立』

の教育理念のもとで、一定の高い基礎学力を持ち、かつ知的好奇心が旺盛で、本学の理念

である進取の精神に富む、勉学意欲の高い学生を、わが国をはじめ世界から多数迎え入れ

ています。」という理念が、大学全体のポリシー、各学部・研究科のポリシーを通底し、そ

れぞれのポリシー間の連関性の確保に寄与している。

なお、アドミッション・ポリシーを含めた３つのポリシーについては、ウェブサイトに

て広く周知している（資料１-53【ウェブ】、４-１【ウェブ】）。 また、学部におけるアド

ミッション・ポリシーについては、毎年主に受験生を対象として約 25 万部を刊行している

「大学入学案内」にも掲載されている（資料５-１）。

＜学生の受け入れ制度の設定と周知方法＞

◇入学前の学習歴、学力水準、能力等の求める学生像・入学希望者に求める水準等の判定

方法
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各学部・研究科では、アドミッション・ポリシーを具現化するために多様な入試を実施

している。

各学部・研究科では、それぞれの入試制度ごとに、定員、出願書類、出願資格等を定め、

求める学生像ととも入試要項に記載し、指定校推薦や学内のみを対象とした転部試験等を

除いて、原則としてウェブサイトで公開している。また同時に、どのような方式で求める

学生を選抜するかについての選抜方法も明示している。例えば、2018 年度から開始した「新

思考入試（地域連携型）」においては、「グローバルな視野と高い志を持って、社会的・文

化的・学術的に地域へ貢献する人材」を求める人材像として設定し、そのために自身が課

題と考える地域の課題を出願書類として提出させる等、特徴的な募集活動を行っている（資

料５-２～237）。それらの個々の入試において、入試方法に合わせた 「適正な採点を行う

仕組み（採点員、採点方法など）」を整え、全ての入試において「適正な判定方法」が取ら

れるよう努めている。

筆記試験を課す入試の場合、著作権者の許諾が取れた過去問題は基本的に３年間ウェブ

サイトに掲載することにより、入学希望者の学習の参考に供している（資料５-238【ウェ

ブ】、５-239【ウェブ】）。また、学部一般入試においては、「大学案内」で合格最低点や平

均点等の情報を開示するとともに、一般入試不合格者のうち、希望者に対し、当年度の入

試成績の開示を行う等、情報開示に努めている。

入試制度は膨大な量となるため、受験生の利便性を考慮し、学部入学希望者のためには

「大学案内」、大学院入学希望者のためには「大学院入学案内」に加え、社会人のために「社

会人入学案内」を作成して、随時請求可能としていることに加え、デジタルパンフレット

としてもウェブサイト上に掲載し、自身が求める入試制度を網羅的に把握できる工夫をし

ている（資料１-３【ウェブ】、１-54【ウェブ】、５-240、５-241）。

また、より志望領域が確定している入学希望者のためには、各学部、各研究科が作成す

るパンフレットとともに、一部入試において作成している独自のパンフレットを配布して

いる。これらのパンフレットは、デジタルパンフレットとしてウェブサイト上に掲載され

ている。なお、外国人や英語による学位プログラムへの入学希望者に向けては、多言語で

の情報提供を行っている（資料１-54【ウェブ】）。

点検・評価項目②： 学生の受け入れ方針に基づき、学生募集及び入学者選抜の制度や運

営体制を適切に整備し、入学者選抜を公正に実施しているか。

評価の視点１： 学生の受け入れ方針に基づく学生募集方法及び入学者選抜制度の適

切な設定

評価の視点２： 入試委員会等、責任所在を明確にした入学者選抜実施のための体制

の適切な整備

評価の視点３： 公正な入学者選抜の実施

評価の視点４： 入学を希望する者への合理的な配慮に基づく公平な入学者選抜の実

施

＜学生募集と入学者選抜の運営＞
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◇学生の受け入れ方針に基づく学生募集方法及び入学者選抜制度の設定

本学は創設以来「多様性」を重視している。自らの専門性に基づく知見を活用して、多

様性に富む社会に貢献できる人材を育成することをポリシーとして掲げ、そのためには例

えば「進取の精神」、「社会に貢献する強い意志」、「豊かな感性」といった本学が理念とし

て掲げている多様な特質を持った学生を広く社会から受け入れる必要がある。そのために、

学部入試においては、多様なバックグラウンドを持つ学生の受け入れのため、一般入試だ

けではなく大学入学センター試験を利用した入試、AO 入試、推薦入試をはじめとした多様

な入試を準備している。また大学院入試においても、社会人を対象とした入試を設けるこ

とで、受け入れ方針に合致した社会人学生の募集と選抜を行う仕組みを実現している。加

えて、夜間や土曜日に開講される授業のみで修了可能なプログラムを提供する等、社会人

学生を対象とした選抜方法とプログラムの整合性にも配慮している。これは、学部・大学

院を問わずに設置されている英語による学位プログラムでも同様であり、入学者の選抜方

法とプログラム内容の全体的な設計により、多様な教育的バックグラウンドを持つ学生の

確保とその教育を目指している。

◇授業その他の費用や経済的支援に関する情報提供

上記のとおり、入学希望者に対して学生の受け入れ方針等を明示しているが、授業料そ

の他の費用や経済的支援に関する情報提供を行うことも重要と考えている。そこで、本学

では、入学案内および入学試験要項において、授業料その他の費用と奨学金の情報を提供

している（資料１-３【ウェブ】、５-１、５-２）。

◇入学者選抜実施体制の整備

本大学の入学者選抜にかかわる共通業務を総合的に俯瞰し、入学者選抜制度の改革や学

生募集の企画および調整を行うとともに、業務の共通化および効率化を図るために入学セ

ンターが設置されている（資料５-242）。

入学センターは教学上の意思決定機関である「全学アドミッションズ会議」を所管して

おり、原則として月に 1回、全学部と研究科の入試担当役職者を招集して会議を開催して

いる（資料５-243）。当会議では、入学者選抜の実施や広報にかかわる共通事項を検討する

とともに、将来的な入学者選抜制度の改革の方向性等についての意見交換等も行っている。

なお、全学アドミッションズ会議は、全学レベルの内部質保証の推進に責任を負っている

教務担当教務主任会に設置されており、入試業務における本学の内部質保証システムに組

み込まれている。

また、多くの各学部・研究科においてもそれぞれ入学者選抜制度に関する委員会等を各

学部・研究科運営委員会のもとに設置している（資料５-244～256）。各学部・研究科ごと

に行われる入学者選抜については、これらの委員会等で検討し、実施方針等を提案し、各

学部・研究科運営委員会等で決定されている（資料５-257、５-258）。

◇学生募集や入学者選抜方法のルールの明確化

入学者選抜の実施にあたっては、その適切性と公平性を確保するため、文部科学省の「大

学入学者選抜実施要領」、「大学院入学者選抜実施要領」を遵守している。また、毎年入学
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センターと各学部等の入試担当者の間で入試反省会を開き、絶えず現行の学生募集や入学

者選抜方法の点検を行っている。その結果、全学のルールとすべきと考えられる事項につ

いては、全学アドミッションズ会議での議論・承認を経て、全学のルールとしている。

これらのルールについては、入学センターが中心となって作成する全学共通の「入学試

験実施マニュアル」に反映しているほか、各学部・研究科独自に実施している入学者選抜

のために作成する入学試験要項の形式、記載内容、公開方法についての指針である「入試

要項作成の手引き」にも反映している（資料５-259、５-260）。

◇入学者選抜実施における責任の明確化、体制の整備、公平性の確保

入学者選抜の実施責任は、学部であれば学部長、研究科であれば研究科長が負うことに

なっている。その前提として、公平で公正な入試が行われるよう、入学センターはいくつ

かの方策を講じている。

例えば学部一般入試においては、非常に多くの監督員の従事を要する。主任監督員と補

助監督員それぞれに、「監督員ガイダンスビデオ」を作成し、該当者がオンラインで受講で

きる仕組みを構築しているとともに、どこの学部の監督員に従事しても運用が変わらない

よう、マニュアルの基本的な部分は統一している。

入試の出題にあたっては、各学部・研究科が出題委員会等を組織して出題にあたってい

るが、学部一般入試においては 2010 年度から「全学入試科目コーディネータ制度」を発足

させ、各入試教科別に専門的な知見を持つ「全学入試科目コーディネータ」を置き、全学

的視点から出題者と各学部および教務部との間の連絡調整役を担うこととしている。さら

に、入試当日は試験開始前に出題委員による問題点検を実施する等、出題における体制の

整備とミス防止の方策を講じている（資料５-261～265）。

また、不正行為に関する取扱いについては、2008 年６月６日開催の学術院長会で不正行

為の要件、判断、罰則、入試要項への記載の全学統一を行ったが、2012 年６月１日学術院

長会ではさらに出願書類における偽造・虚偽記載・剽窃等についての扱いについても、全

学の統一を図っている（資料５-266、５-267）。

◇合理的な配慮に基づく公平な入学者選抜の実施

障がいや病傷で受験や就学に配慮を必要とする志願者がある場合は、学部・研究科を問

わず一元的な取り扱いを行うため、「入学試験実施マニュアル」を作成している。

まず学部一般入試においては、学部間の併願が多いことから、配慮申請書と医師の診断

書等の提出窓口を入学センターに一本化し、入学センターで配慮事項（案）を作成してい

る。入学センターは、配慮事項（案）を志望する各学部に提示し、各学部の了解を得たう

えで、配慮申請者に配慮内容を通知している。このプロセスにより、基本的には志望する

学部全てで同一の配慮を受けることを可能としている。それ以外の入試においては、配慮

申請者からの配慮申請書等を学部・研究科が直接受け付け、配慮事項を決定して本人に通

知している。但し、各学部・研究科が個別に対応する場合でも、配慮事項については、入

学センターが認定の目安を策定し、「入学試験実施マニュアル」に掲載しており、さらに、

配慮事項について、入学センターが随時確認を行っている。配慮事項の具体例を挙げると、

通常の入試では使用が認められていない物品の使用（杖、補聴器等）、座席や教室の配慮（出
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入口に近い座席の指定、別室での受験等）、試験時間の延長、試験時間中の薬品の服用や注

射等に加え、通常では認めていない車でのキャンパス内への入構等である。

また、配慮は入学者選抜の実施時だけではなく、入学した場合には、在学期間にわたっ

て必要とされるものであるため、入学センターは随時在学生への支援も行っている。「障が

い学生支援室」と連携を取り、必要に応じて配慮申請者に対して受け入れ体制や具体的な

支援の内容等の説明等を行っている。

配慮を必要とする事例は、2018 年度一般入試で 103 名（延べ志願者数で 234 名）、2019

年度一般入試では 111 名（延べ志願者数で 305 名）となっている（資料５-268）。

点検・評価項目③： 適切な定員を設定して学生の受け入れを行うとともに、在籍学生数

を収容定員に基づき適正に管理しているか。

評価の視点１： 入学定員及び収容定員の適切な設定と在籍学生数の管理

＜学士課程＞

・入学定員に対する入学者数比率

・編入学定員に対する編入学生数比率

・収容定員に対する在籍学生数比率

・収容定員に対する在籍学生数の過剰又は未充足に関する対応

＜修士課程、博士課程、専門職学位課程＞

・収容定員に対する在籍学生数比率

＜入学定員及び収容定員の適切な設定＞

◇学部における定員管理

学部における入学者数については、過年度の入試結果や入学者数を踏まえた上で、学則

で定められた定員に基づき理事会において４月入学者と９月入学者を合わせた入学者数の

範囲を決定し、学術院長会において各学部に提示している。

特に最も大きな定員を有している一般入試においては、補欠制度を設けており、13学部

中 12学部において当制度を取り入れている。また、補欠制度を取り入れている 12 学部の

うち６学部は、補欠合格者発表日を２回設けている。志願者の入学手続状況を勘案し、学

部長の責任のもと、最適な入学者数を確保できるよう努めている。

これらの取り組みの結果、2018 年度入試においては、４月入学者と９月入学者を合わせ

た入学者数が入学定員に対して 0.98 倍と、ほぼ定員通りの入学者数を確保することができ

た。また、通信教育課程を除く学部ごとに見ても入学定員に対して 0.98 から 1.02 となっ

ており、適切な入学者数の管理ができている。また、2018 年度（11 月１日現在）の収容定

員に対する在籍学生数比率は 1.06 であり、2014 年度の 1.14 から年々改善している。学部

ごとでは、2014 年度に比率が大きかった教育学部（1.22）、社会科学部（1.25）、文学部（1.23）

において、2018 年度にはそれぞれ 1.12、1.13、1.13 と減少しており、通信教育課程を除

く他の学部も 2018 年度は 1.08 から 1.13 の間に収まっている。2016 年度からの入学定員

厳格化に伴い、今後も入学者の確保は入学定員の 1.0 倍を目標とすることとなっており、

収容定員充足率のさらなる改善が見込まれる。
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一方、人間科学部（通信教育課程）においては 2014 年度に 0.28 と低い値であったが、

2015 年度に入学定員を見直し、収容定員を 2400 人から 1050 人に減じ、ならびに卒業生ネ

ットワークを活用するなど学生募集活動を強化したことにより、2018 年度に 0.59 まで改

善している。なお、学部別の入学者数についてはウェブサイト上で広く公開している（資

料５-269【ウェブ】）。

◇大学院における定員管理

大学における入学者数においては、研究指導教員とのマッチング、研究科としての適切

な水準の維持を踏まえ、研究科長の責任のもと最適な入学者数を確保できるよう努めてい

る。

2018 年度入試においては、４月入学者と９月入学者を合わせた入学者数が、入学定員に

対して修士課程で 0.85、博士後期課程で 0.48、専門職学位課程（法科大学院を除く）で

0.97、専門職学位課程（法科大学院）で 0.68 となっている。

なお、収容定員に対する在籍学生数比率は 2018 年度（11月１日現在）で修士課程 0.87、

博士後期課程 0.72、専門職学位課程 0.77 となっている。研究科各専攻における定員充足

率のアンバランスを解消するため、2014 年度に先進理工学研究科、2018 年度に法学研究科

において一部専攻の入学定員ならびに収容定員を変更した。また、法科大学院への志願者

減少傾向が続くなか、本学の法務研究科においてもそれまでの入学定員 270 人から、2015

年度に 230 人、2016 年度に 200 人に減少させた。収容定員を満たしていない研究科、専攻

においては入学者増加の方策を講じるとともに、状況によっては以上のような定員の再設

定を行い、在籍学生数を適正に管理している。

点検・評価項目④： 学生の受け入れの適切性について定期的に点検・評価を行っている

か。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行って

いるか。

評価の視点１： 適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価

評価の視点２： 点検・評価結果に基づく改善・向上

＜学生の受け入れの適切性についての定期的な点検・評価＞

入試についての中長期的な方針は、Waseda Vision 150 の核心戦略の１つとして、核心

戦略１「入試制度の抜本的改革」として示されている。Waseda Vision 150 で示されてい

る核心戦略・プロジェクトの実行状況や数値目標の達成状況は、隔週で開催されている

Waseda Vision 150 推進本部と Waseda Vision 150 推進会議が、各プロジェクトからの報

告をもとに確認している。前述のとおり、「入試制度の抜本的改革」も核心戦略のひとつに

位置づけられており、数値目標として「新思考入試受入学生数」、「TOEFL 等外部試験の学

部入試への活用」が掲げられている。この Waseda Vision 150 の方針や数値目標を基礎と

して、本学のアドミッション・ポリシーが策定されており、学部・研究科のアドミッショ

ン・ポリシーとそれに基づく入試制度全般の根幹となっている。

これら以外においても学内外のデータを用いた分析を行い地方における本学のプレゼン
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ス向上を目指す取り組みや、帰国生・外国学生を対象とした効果的なリクルーティング等

も実施し、Waseda Vision 150 推進会議において報告し、進捗の検証を行っている（資料

５-270）。

また、入学センターでは毎年新入生を対象とした「新入生アンケート」を実施している。

2019 年度４月入学者（外国人等除く 8461 名）を対象にウェブサイト上でのアンケートを

実施し、2412 名（回答率 28.5％）から回答を得た。当アンケートでは、受験生であった際

にどのような分野に興味があり本学のどのような点を評価したのか、オープンキャンパス

や進学相談会へ参加したかどうか、出願や進学を決定した要因は何か、新しい入試制度や

奨学金制度がどれぐらい認知されているか、「大学案内」等の広報媒体がどれぐらい評価さ

れているか等を調査し、これらの結果を主に広報活動の改善に生かすとともに、入試や奨

学金等の制度設計の際の客観的データとして活用している。アンケートの結果については、

毎年全学アドミッションズ会議で報告している（資料５-271～273）。

同時に、入学センターでは毎年恒常的に学内外の横断的なデータを用い、受験生の動向、

本学志望者や合格者の進学先選択、入学者の入試区分ごとの成績等の追跡調査等を行って

いる。これにより、入試ごとの集団の特徴を顕在化させるとともに、そのパフォーマンス

により入試制度の改善や入学後の教育に生かせるデータを作成している。これらのデータ

については、理事等の役員をはじめ、学内で共有を行っている。

これらに加え、2013 年 10 月から、各学部事務所に所属している職員のうち、入試を担

当とする者を入学センターの兼務とした。業務の効率化、大学に求められる機能の実現を

目指して業務構造改革をすることを目的としているが、入学センターの職員として学内を

包括的に把握するためのデータの提供や、学外の入試データを用いた分析結果の共有が可

能となった。毎年数回「兼務者会」を開催し、これらのデータを提供することにより、各

学部において実行可能な入試制度や入試広報において、制度設計や制度改革に生かしてい

る（資料５-274）。

これらの活動により、各学部・研究科が掲げるアドミッション・ポリシーが、客観的な

データに体現されているか絶えず参照できるとともに、必要に応じた修正ができるような

環境を整えている。

＜点検・評価結果に基づく改善・向上＞

各学部・研究科には、入試委員会（名称は学部・研究科により異なる）が設置されてお

り、ここでアドミッション・ポリシーを具体化するために入試制度の新設や廃止等も含め

て検討されることになる（資料５-244～256）。

近年では、例えば 2019 年度入試から教育学部が自己推薦入試を廃止し指定校推薦を新規

導入したことや、文化構想学部や文学部の一般入試（英語４技能テスト利用型）で利用で

きる英語４技能試験を追加するといった変更を加えているが、これは学部のアドミッショ

ン・ポリシーと、実際の入学者をより整合させるために学内外の多様なデータを活用して

絶えず検討を繰り返している結果である。

また、カリキュラム委員会等と連携することにより、入試とカリキュラムを関連させた

改革を行う場合もある。特に、2017 年度入試から開始した文化構想学部の Global Studies

in Japanese Cultures Program（JCulP：国際日本文化論プログラム）のように、英語によ



69

る学位プログラムの導入では入試とカリキュラムの連携が不可欠である。

また、2018 年５月には、大学入学共通テストが開始される 2021 年度入学者に向け、政

治経済学部、スポーツ科学部、国際教養学部が大学入学共通テストに独自試験を組み合わ

せる形態に大きく一般入試のあり方を変更することについて公表を行った。また、同時に

一般入試において主体性・多様性・協働性に関する経験の記入を求めることを公表し、学

力の３要素を各入試において確認できる体制を推進している（資料５-275【ウェブ】）。

この他、政治経済学部では、2020 年度入試から数学を入学試験の必須科目として設定し

た。これは、政治経済学部のアドミッション・ポリシーにおいて、受験生に求めている能

力の一つとして論理的思考力を挙げていることに基づく改革である。

（２）長所・特色

本学は創設以来「多様性」を重視している。さまざまな多様性が考えられるが、学生の

受け入れという面においては、外国学生の受け入れを重視し、Waseda Vision 150 では 2032

年に学部・大学院を合わせて１万人を目標として掲げていることと、多様なバックグラウ

ンドを持つ学生の受け入れのため、一般入試だけではなく大学入学センター試験を利用し

た入試、AO 入試、推薦入試をはじめとした多様な入試を準備していること、首都圏以外か

らの入学に際し、経済的な障壁を低くするために１都３県以外の高校出身者に対して半期

分（春学期）の授業料を免除する入学前予約採用給付奨学金である「めざせ！都の西北奨

学金」（資料５-276【ウェブ】）を 2010 年度入学者から開始し、採用候補者数として 1200

名を設けていること、国内のみならず世界各国からの留学生を受け入れるために寮の整備

を進め、３つの直営寮と、約 20の提携寮を整備していること等が挙げられる（資料５-277）。

これに加えて、2018 年度からは「グローバルな視野と高い志を持って、社会的・文化的・

学術的に地域へ貢献する」ことを目的に、「新思考入試（地域連携型）」という AO入試を開

始した（資料５-237）。また、同じく基幹理工学部では１～３年次に東京の西早稲田キャン

パスで基礎教育を受け、４年次からは北九州キャンパスで本学情報生産システム研究科

（IPS）教員の指導のもと卒業論文研究を行う「新思考入試（北九州地域連携型推薦入試）」

も開始した（資料５-42）。

また、大学院においても、奨学金に加え生活費もカバーする「特別奨学金 AO入学試験(ミ

ャンマー連邦共和国対象)」を創設し、2014 年９月入学において最初の入学者を受け入れ

ており、以降入学者が継続している（資料５-278）。その他、海外からの志願者の負担を考

慮して、例えば、スポーツ科学研究科英語学位プログラム（博士課程）では、面接試験を

スカイプにより行うことにより、入学前の渡日を不要とするなどの取り組みも行っている。

このような改革を実施するにあたり、従来の各学部・研究科における検討にとどまらず、

全学的な見地から必要な施策を実施できるよう入学センター内の機能を見直し、2013 年６

月に「入試開発オフィス」と「入試開発検討会」を発足させ、2014 年４月に「入学者選抜

オフィス」を整備した（資料５-279）。これにより、「入試開発オフィス」が分析・検討・

発案し、「入試開発検討会」における議論を進め、「全学アドミッションズ会議」において

具現化し、「入学者選抜オフィス」が候補者選抜を実施するというプロセスを確立させるこ

とができた。
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（３）問題点

これまでに述べてきたとおり、様々な努力により、入試制度自体は大変充実したものに

なってきている。このことにより、多様な学生に対し様々な選抜の機会を提供しているこ

とができている。しかし、そのような多様で、効果的な入試を実施するための業務負担や

人的コストが増大しているのも事実であり、入試の多様性や質を下げずに、そのような業

務負担を効率化して低減することが今後の課題である。

もう１点は、大学院における入学定員と入学者の乖離である。大学院は、研究者養成型

と、専門職大学院に代表される実務者育成型があり、本学はその双方を有している。おお

むね専門職大学院と理工系の研究科は定員を充足しているが、文系の研究者養成型の大学

院進学者、特に博士後期課程の定員は充足していない状況が続いている。この点に関して

は、むやみに定員を充足させるのではなく、優れた資質を有する志願者を募ることを優先

的に考えている。入学センターにおいても、大学院合同説明会を開催する等の対策は行っ

ているが、社会情勢の影響も大きく作用するため十分な成果があるとは言えない状況であ

る（資料５-280）。

一方、大学院の入試に関しては、入試制度の工夫や広報活動の充実等だけでは効果に限

界があるのも事実である。そこで、学部で修得した単位の認定を容易にすることにより早

期修了の可能性を増やして、大学院進学への心理的・経済的な負担を軽減するなどの取り

組みを行ったり、博士後期課程修了後のキャリア支援を組織的に実施するために「博士キ

ャリアセンター」を設置し、多様なキャリアデザインを提供するなどの取り組みを開始し

ている（資料５-281）。

（４）全体のまとめ

本学では、アドミッション・ポリシーの策定と公表を行うとともに、これら方針の見直

しを行う体制を有している。

学生募集にあたっては、入試ごとに明確な出願要件を定め、公正で適切な選抜が実施で

きるよう、実施マニュアルの整備や学内共通のルール策定を行うとともに、受験に際して

合理的な配慮が必要な受験者に対しては個別に判断を行い必要な配慮を行っている。

学生数の管理においては、補欠制度を有効に活用し、適切な人員管理に努めているが、

大学院においては定員と実人数の間に乖離がある点は課題である。

また、これらの共通なルールを定めるにあたり、教学上の意思決定機関である「全学ア

ドミッションズ会議」が設置され、定期的に開催することで、迅速に必要な議論ができる

体制を整えている。

また、中長期の課題については、Waseda Vision 150 で策定されており、全体の方向性

は総長が中心となり Waseda Vision 150 推進本部と Waseda Vision 150 推進会議で議論さ

れ、方向性が示されている。

一方、学部・大学院を合わせると５万人を超える大規模大学であり、組織の数も多岐に

渡ることと、伝統的に学部・大学院の意思を尊重する方針であるため大学としての統一的

な施策を取ることが困難であるが、それが多様性を高める一面も有している。

以上のことから、学生の受け入れに関して上述の課題はあるものの、本学の理念・目的

には概ね合致しているものと判断できる。
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第６章 教員・教員組織

（１）現状説明

点検・評価項目①： 大学の理念・目的に基づき、大学として求める教員像や各学部･研

究科等の教員組織の編制に関する方針を明示しているか。

評価の視点１： 大学として求める教員像の設定

・各学位課程における専門分野に関する能力、教育に対する姿勢等

評価の視点２： 各学部・研究科等の教員組織の編制に関する方針（各教員の役割、

連携のあり方、教育研究に係る責任所在の明確化等）の適切な明示

＜大学として求める教員像の設定＞

教員採用の要件については、早稲田大学教員任免規則にて定めており、大学設置基準よ

り高い要件を求めている（資料６-１）。

そのうえで、2012 年 11 月に策定した Waseda Vision 150 に基づき、本学は旧来の雇用

慣習や現行制度にとらわれない柔軟かつ国際通用性をも意識した教員人事制度全般の整備

に着手している。また 2015 年４月の学術院長会において、次の方針を打ち出している。

～今後の教育、教員制度および教員採用に関する方針～

本学の教育および研究のグローバル化を加速させ、アジアのリーディングユニバーシテ

ィとなりうる運営体制を確立するために、新たに以下の方針を定める。

＜１～２は教員制度の項目ではないため省略＞

３．教員制度（※教員制度全般については、今後検討を継続する）

○任期付教員（助教を除く）の給与水準を専任教員と同等およびそれ以上とすることを可

能にすること。

○テニュアトラックにより採用された専任教員については、任期付教員である期間を在職

期間に算入する。

○教員増員に伴う研究室や必要な教育および研究スペースを確保する。

○戦略的な教員採用活動に対し、大学として財政的な補助を行う。

４．教員の採用

○外国人教員、女性教員の雇用を促進する。

○テニュアトラック制度の積極的な活用を進める。

○原則として公募を行うこととするが、戦略的にヘッドハンティングによる採用も可とす

る。

○教員採用審査委員会（再任、昇任等含む）には当該箇所以外の者を入れることが望まし

い。

○退職教員の後任枠については、最適な人事ができるよう、年齢構成や専門分野も含めた
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中期人事計画を策定し、大学と学術院等の間で協議をしながら進める。

５．教員の資質

○優れた研究および教育業績を有すること。

○自身の専門分野について、英語で授業ができること。

○国際的な研究発信力を有すること。

○科研費を含む外部資金の獲得能力を有すること。

６．教員の役割

○多様化する教員の役割に対応する。

以上の方針は、学術院長会を通じて、各学部・研究科等に所属する全教職員に明示され

ており、各学位課程における専門分野に関する能力、教育に対する姿勢等についての全学

的な共有がなされている。

＜各学部・研究科等の教員組織の編制に関する方針（各教員の役割、連携のあり方、教育

研究に係る責任所在の明確化等）の適切な明示＞

全学的な教員採用についての基本方針は、上述の「大学として求める教員像の設定」の

記載にあるとおりであり、これに基づき、各学部等において具体的な方針を打ち出してい

る。例えば、商学部においては次のとおり定めている。

「学識ある実業家」を育成するためには、十分な研究業績および教育経験を有する優秀な

教員が多数必要である。本学部には、教員の採用、昇格にかかわる規程等として、「専任教

員採用規程」「専任教員昇任審査委員会規程」「専任教員昇任基準」「専任教員採用・昇任投

票細則」「テニュアトラック制度に関する規程」「テニュア審査基準」「講師（任期付）制度

規程」「講師（任期付）制度細則」「非常勤講師委嘱基準」を制定しており、これにより教

員に求める能力・資質等を明確化するとともに、適正かつ公正な採用・昇格を実施してい

る。

「専任教員採用規程」は、基準第 14 条から第 16 条の二までに定められている教授、准教

授、講師および助教の資格と同等あるいはより高い基準を設定している。特に、商学部の

専任教員は商学研究科商学専攻における修士・博士課程の学生の研究指導も担当するため、

商学部の専任教員の採用・昇任に関連する規程では、そのための十分な研究上の能力・資

質を備えていることを求めている。

さらに、2017 年には「専任教員人事に関する基本方針」を策定し、国際的な研究発信力が

高い教員の採用を行うこととしている。また、専任教員の募集・採用については、専任教

員採用規程に則り、募集から採用に至るプロセスおよび基準が明確化されている。専任教

員の昇格についても、専任教員昇任審査委員会規程、専任教員昇任基準に則った審査過程

を経て決定がなされる。

本学部では、カリキュラム委員会において、科目内容、科目体系等を検討するとともに、科

目担当者（非常勤講師を含む）の科目適合性を確認することで、教員の組織的な連携体制

と教育研究に係る責任の所在の明確化を図っている。

また、学術院役職者により構成される教務連絡会や研究推進委員会では、図書予算の管理、
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購入図書資料の適切性、特別研究期間制度適用者の選定等を審議することで、組織的な研

究体制整備を図っている。

このような具体的な方針は、各学部において全教職員に対して明示されている。

点検・評価項目②： 教員組織の編制に関する方針に基づき、教育研究活動を展開するた

め、適切に教員組織を編制しているか。

評価の視点１： 大学全体及び学部・研究科等ごとの専任教員数

評価の視点２： 適切な教員組織編制のための措置

・教育上主要と認められる授業科目における専任教員（教授、准教

授又は助教）の適正な配置

・研究科担当教員の資格の明確化と適正な配置

・各学位課程の目的に即した教員配置（国際性、男女比等も含む）

・教員の授業担当負担への適切な配慮

・バランスのとれた年齢構成に配慮した教員配置

評価の視点３： 学士課程における教養教育の運営体制

＜大学全体及び学部・研究科等ごとの専任教員数＞

本学では、資料記載のとおりの専任教員数となっている（資料６-２）。学部・研究科を

包摂する学術院等に配置されている専任教員数は、次に記載する基準による。

＜適切な教員組織編制のための措置＞

本学では、系統内の学部教育、大学院教育、研究機能の一層の強化を図るため、同一系

統ごとに学部・研究科・研究所を一体化した学術院を 2004 年に発足させた。また 2009 年

度以降は、それまで学術院体制の外にあった独立研究科（学部を基礎としない研究科）も

学術院体制の中に組み入れた。これにより、大学のもっとも重要な人的資源である教員の

より合理的・戦略的な配置・実現を可能にしている。各学術院における専任教員数（任期

付教員を含む）は、以下の４項目をもとにした教員基礎数を基本とし、各学部・研究科は、

教員基礎数をもとに教員採用計画を立てている。

[教員基礎数算出基準]

１）学部の学生入学定員 10 人に教員１人を原則とし、さらに学部間の授業料をもとに算

出した比率を考慮する。

２）学部を基礎とする研究科については、大学院学生 40 人に対して教員１人を学部の教

員数に加える。

３）独立研究科については、大学院設置基準に定められた必要教員数を満たしたうえで、

収支状況等を勘案しながら基礎数を調整する。

４）専門職大学院については、設置基準上の必要教員の７～８割を新たに採用し、残り

の２～３割は各学術院内から確保している。

なお、2015 年、Waseda Vision 150 における学術院等の将来計画に基づき、戦略的教員
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増、退職教員の後任枠の人事、収支計画および効果等を含めた具体的な教育システムの計

画を学術院等から申請し、申請内容の評価結果に基づき大学が認めた場合には、教員の増

員を中心とした財政的支援を一定期間（３年から５年程度）行うことを決定した。本支援

に基づく教員増員時には、国際性と男女比率に配慮すべき旨が、計画立案時から求められ

ている。財政的支援の継続については、計画の実施状況を大学が評価を行ったうえで、大

学が決定する方針が現在進行している。なお、支援を継続する場合でも、必要に応じて大

学から計画の修正を依頼する場合がある。

また、教員の配置は、各学術院の状況に合せて運用されており、例えば、政治経済学術

院の現状は次のとおりである。

政治経済学術院の専任・常勤教員（専任教員、任期付教員、講師（任期付））は、2019 年度

（9/1 時点）現在、125 人（教授 83 人、特任教授１人、准教授 34 人、講師（任期付）７人）

（教授、准教授には任期付教員を含む）となっている。本学部における専任教員に対する

１人あたり学生数は、2007 年度 46.2 人（在籍者数 4709 人に対して）、2016 年度には 40.5

人（在籍者数 4290 人に対して）、2019 年度は 32.6 人（在籍者数 4084 人に対して）にまで

減少しており、専任教員数の増加と学生数の適正管理により改善が図られている。 教授、

准教授、講師の資格別教員構成比を見ると、2014 年度において若い年齢層の准教授の数は、

教授を含めた全教員数の内 18.1％、2016 年度は 22.5%、2019 年度には 27.2％（34 人/125

人）となった。過年度より専任教員については逆ピラミッド型年齢構成となっているが、

テニュアトラック制度の適用開始により、若い年齢層（准教授（任期付））が増えている傾

向にあり、現在６人が在籍している。また、海外の大学を最終学歴とする教員は 41.6%

（52/125）に及ぶ。 外国人教員数は、現在、専任・常勤教員として 16 人嘱任しており、

専任・常勤教員に占める比率は 12.8%になっている。その一方で、非常勤教員においては教

員に占める外国人教員比率が 20.2%に達し（33/163）、専任教員に比べるとその比率は高く

なっている。女性教員数は、女性の専任・常勤教員が 1999 年度６名、2005 年度 10 名であ

ったものが、2014 年度には 15名、2019 年度には 21 名に達し、専任・常勤教員における女

性教員の比率は、2019 年度 16.8%である。

本学では、毎年度本学全体の教員の年齢別の統計をとり、年齢構成が一目でわかるよう

グラフで全学に周知したり、近々ではテニュアトラック制度を改定し（2020 年９月着任か

らが対象）、優秀な若手教員が国内外より応募しやすい環境整備を行うなど、年齢構成のバ

ランスを意識しながらの教員採用・配置を行っている。 国際性・男女比・年齢構成も注視

しており、教員採用を最終的に決議する理事会においては、全体の教員数とその内数とし

て女性と外国籍の人数を毎回データとして示し、本学の教育・研究への女性教員や外国人

教員の参画の状況を強く意識している。

授業科目については、各学部等のカリキュラムの核となる専門科目は専任教員が主に担

っている。政治経済学術院で見てみると、専任教員と非常勤教員の科目の担当数比率につ

いては、2019 年度専門科目に限って見ると、専任教員の比率は約 75％となっている。その

一方で、教養・外国語の場合は、約 28％となり、非常勤教員への科目担当依存度が、専門

科目に比べて高くなっている。このことから、主要な科目に専任教員を配置しているとい

える。

研究科を担当する教員については、より高い資質が求められる。各研究科において研究
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指導担当基準を定めて運用している他、具体的な事例として、大学院先進理工学研究科で

は、教員に求める能力と資質等は、研究科の教育の理念である「世界最高水準の拠点（研

究大学院）としての研究・教育環境の実現を目標に学理の探求と実践に努め、社会と共生

しながら学際的・先端的な学問領域を創造していく中で、研究を通して各分野の最前線で

活躍できる、すなわち次世代を切り拓くことのできる科学者・技術者の育成を目指す」こ

とを実現できるものとしている。各専攻の教員組織の編成方針は、各専攻の教室会議にお

いて協議され、研究業績と人物等を重んじて決定している。

また、各学部・研究科では、ディプロマポリシー・カリキュラムポリシーをそれぞれ設

定しており、教員採用はその各学部等の単位で行い、学位課程ごとの適切な教員配置へと

繋がっている。

近年、大学の業務領域・活動領域は年々拡大しており、大学の職務を担う教員の負担は

ますます増加傾向にある。この負担を軽減すべく、総長・理事・学術院長など大学運営に

携わる職務にある教員に対しては、それぞれの役職ごとのルールに基づき、授業の負担軽

減措置を実施している。また、育児支援のための授業負担軽減措置も制度化するなど、適

切な配慮に努めている。

その他、学術院に属さない組織への教員の配置も行い、Waseda Vision 150 における核

心戦略の取り組みを推進している。例えば、「グローバルリーダー育成のための教育体系の

再構築」では、留学、海外フィールドワーク、国際ボランティアなど、海外での学習を経

験するための体系整備を進めることになっているが、留学センターに配置されている教員

が、留学プログラムの開発等を担っている。

あるいは、「独創的研究の推進と国際発信力の強化」という観点から、(１)学内外の研究

活動の調査・分析・評価、(２)研究戦略の立案・提言、(３)研究活動の推進・支援、(４)

人的ネットワークの拡大を担うリサーチイノベーションセンターを設置し、これらの活動

を担う教員を配置している。 また、教育の質の改善は、大学全体に共通する課題である。

そこで、本学では、内部質保証推進のための IR 活動、高等教育関連の調査、FD 活動推進

などを担う教員を大学総合研究センターに配置し、本学の教育の質の改善を図っている。

＜学士課程における教養教育の運営体制＞

各学部独自の教養教育とは別に、本学ではグローバルエデュケーションセンター（以下

「GEC」）を設置している。GEC では、学部の学びと並行しながら、自分に足りない知識、

社会で役立てたいスキル、興味ある体験などを積み重ねるべく、多様な学びの機会を提供

し、そこでの修得単位は卒業単位数に組み込まれる仕組みとしている。本学はこの組織を

大いに活用して、学生が共通に身につけるべき学術的なスキルを提供し、世界のいかなる

場所・場面においてもグローバルな視点で課題解決に貢献できる人間力・洞察力にあふれ

た真のリーダーを育成することを目的として組織している。GEC が現在提供している科目

群は、基盤教育、リベラル・アーツ教育、語学教育の３つに大別されている。第１の基盤

教育とは、「早稲田大学で学問を学ぶために共通で必須であるアカデミックなツールで、

また卒業生が社会に出てもインテレクチャルな仕事をする上で必須となる基礎的なアカデ

ミックなツール」を指している。基盤教育は「アカデミック・ライティング」、「数学」、
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「データ科学」、「情報」、「英語」の５つのアカデミックリテラシー科目群から構成さ

れている（資料４-８【ウェブ】）。

第２には、リベラル・アーツ教育である。「リベラル・アーツ教育」とは「物事の本質

を見極める洞察力を育む教育」と本学では考えている。この定義をもとに、GEC では「全

学副専攻（学術的副専攻，学際的副専攻）」、「実践型教育プログラム」を設置しており、

学部生であれば学部や学年を問わず誰でもチャレンジすることができ、所属する学部で主

専攻を学びながら、同時にその他の学問分野を学ぶことができる（資料４-９【ウェブ】、

４-10【ウェブ】、４-11【ウェブ】）。

第３には語学教育で、GEC では英語教育以外に 20を超える多彩な言語科目を提供してい

る。より一層充実した教育を提供するために、①未習外国語習得に効果的なカリキュラム

の開発、②外国語を用いた様々な分野の教育の提供、③AWADE（Academic Writing And

Discussion in English）プログラムの様々なニーズやスキルに対応したプログラムへと発

展的展開も現在検討している（資料４-12、４-13【ウェブ】）。

さらに、GEC では学内の関連箇所（キャリアセンター、ボランティアセンター等）と連

携して、上記の「実践型教育プログラム」や「リーダーシップ科目」、「プロフェショナ

ルズ・ワークショップ科目」等を体系化し、第４の科目群「人間的力量増進科目群」（仮

称）として展開する計画を進めている。

点検・評価項目③： 教員の募集、採用、昇任等を適切に行っているか。

評価の視点１： 教員の職位（教授、准教授、助教等）ごとの募集、採用、昇任等に

関する基準及び手続の設定と規程の整備

評価の視点２： 規程に沿った教員の募集、採用、昇任等の実施

＜教員の職位（教授、准教授、助教等）ごとの募集、採用、昇任等に関する基準及び手続

の設定と規程の整備 および 規程に沿った教員の募集、採用、昇任等の実施＞

教員の募集はほとんどの学部・研究科等が公募形式をとっているが、専門分野により、

一部推薦形式をとっている。教員の採用は、早稲田大学教員任免規則に基づき、必要に応

じて各学部・研究科等で内規を定めて実施している。各学部・研究科等では、学科・専攻

等における会議体で審査を始め、学部運営委員会や研究科運営委員会等を経て、最終的に

学術院教授会等で承認したものを、以下の法人会議等に申請することとなる。法人会議等

における審議過程は、その資格により以下のように定められている。

資格 理事会 経営執行会議 稟議

専任教員 決定

特任教授、任期付教員 報告 担当理事決裁

客員教員 担当理事決裁

非常勤講師 担当理事決裁

昇任については、早稲田大学教員任免規則にある各資格の採用要件に基づき必要に応じ
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て各学部・研究科で内規を定め、採用と同様の審議過程を経て、決定する。

なお、2018 年度から、教員採用にあたり学内全体の人事の透明性を更に深め各箇所の状

況を大学全体で共有しながら、箇所間における連携を強化するため、学術院等から提出さ

れた「教員採用候補者に関する報告書」を、法人会議において各学術院等の教員採用にお

ける状況確認に用いるとともに、学術院長会で箇所長に配付している（資料６-３）。

点検・評価項目④： ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動を組織的かつ多面

的に実施し、教員の資質向上及び教員組織の改善・向上につなげて

いるか。

評価の視点１： ファカルティ・ディベロップメント（ＦＤ）活動の組織的な実施

評価の視点２： 教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評価とその結果の活用

＜学内外リソースを活用した FD の組織的な実施＞

FD活動を推進している大学総合研究センターは、2014 年にそれまでの FD 推進センター

と遠隔教育センターの統合により設置された。同センターでは、FDのみならず MOOC 配信

や IR業務もカバーし、多角的な機能を有機的に関連付けられる可能性を視野におき、発展

的に改組を図ったものである。

学内では新任教員に対する新任教員セミナー（資料６-４）から始まり、授業科目の質向

上に資する学修支援や授業運営に携わる TA の積極的な活用ならびに TAに対するフォロー

アップ（資料６-５～８）、アクティブラーニングの Tips 動画（資料６-９【ウェブ】）の提

供を行っている。そして、学生授業アンケートを実施することで、授業の振り返り・改善

を個々の教員が取り組めるように工夫している。

その他、本学の内部質保証を推進する組織である教務担当教務主任会において、動画を

用いたグッド・プラクティスの共有を行い、教育効果を高めることが期待できる授業方法

の普及に努めている（資料６-10～12）。

一方、学外のリソースも積極的に活用し、例えば全国私立大学連携フォーラムの FD動画

の導入（資料６-13【ウェブ】）のみならず、海外協定大学への派遣型 FD プログラム開発・

運用、帰国後の学内教員へのフィードバック（資料６-14、６-15）、国内企業が開発した

ICT ツールの授業への積極的導入（資料６-16）を行うなど、学内横断的な取り組みを継続

して行うことにより、着実に学内で浸透できている。また、これらの取り組みにより効果

的な授業運営を行うために、教室環境の整備も急速に進めている。

＜教員の教育活動、研究活動、社会活動等の評価とその結果の活用＞

前述の通り、授業の振り返り・改善を目的に学生授業アンケート（資料６-17）を実施し

ているが、他にも教員相互の授業見学（資料６-18、６-19）も全学的に取り組んでおり、

参加した教員からの満足度は高い。また、ティーチングアワード（資料４-57【ウェブ】）

も制度として整えており、いずれも学生授業アンケートの結果をもとにしている。一方、

研究活動において大型研究プロジェクトを推進した研究者および国際発信力の高い若手研

究者を表彰するリサーチアワードを実施し、独創的研究の推進と国際的な情報発信力の強
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化を図っている。教育・研究で高い評価を得た教員を表彰するのみならず、全学的な周知

を図ることにより、教育・研究の質の更なる向上を目指している。

点検・評価項目⑤： 教員組織の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。ま

た、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。

評価の視点１： 適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価

評価の視点２： 点検・評価結果に基づく改善・向上

＜適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価＞

直近では、2015 年４月の学術院長会において打ち出した「今後の教育、教員制度および

教員採用に関する方針」に基づき教員採用人事プロセスの適切性をチェックすることで、

時間をかけて教員組織全体の適切性を向上させる方法を取ってきた。さらに時系列を遡っ

て述べると、2009 年度に教員種別を整理することにより、特に研究員を明確に位置づけ採

用することが可能になった。さらに、2011 年度に研究員の給与規程を整備することで、受

入箇所の予算規模・業務量に応じた研究員の柔軟な採用が可能になった。これまで、各学

部・研究科等の会議体にて審査されていた教員の採用が、2009 年度以降、すべての学部・

研究科等が学術院に包摂されたことにともない、最終的には各学術院教授会等の承認を経

ることとなった。これにより、学術院内で効率的な教員（人材）の採用が可能になった。

また、各学部・研究科等に対して教員基礎数を提示することにより、統一的な基準に基づ

き各学部・研究科等が教員を確保できるようになり、計画的な教員人事計画の策定が可能

になった。教員の募集は、ほとんどの学部・研究科等が公募形式をとっているが、募集す

る専門領域の特性により応募者が見込めない場合は、推薦等、柔軟な募集形式をとってい

る。

さらに、各学部・研究科等の会議体における審査を経た後に、稟議または法人会議にて

改めて審議することにより、各学部・研究科等の審査結果の妥当性（教育・研究業績に応

じた 資格が付与されているか）および適切性（各学部・研究科等の教員基礎数内の人事が

遂行されているか）が客観的に確認されている（資料６-20）。

また、Waseda Vision 150 の核心戦略の１つとして、核心戦略 10「教職員の役割と評価

の明確化」を掲げており、数値目標など、毎年点検・評価を行っている（資料１-57【ウェ

ブ】）。

年齢構成についても、毎年度本学全体の教員の年齢別の統計をとり、年齢構成が一目で

わかるようグラフで全学に周知してだれもがチェックできるようにしている（資料６-21

【ウェブ】）。

さらに、大学総合研究センターでは、2017 年度に既存の学術院体制を見直し、学生所属

組織と教員所属組織を分離した上で、両者を有機的に関連づけた調整機関を新たに組織す

る構想を理事会に報告書として提出するなど、点検・評価を行ってきている（資料６-22）。

2018 年度からは、教員採用にあたり学術院等から提出された「教員採用候補者に関する

報告書」を、法人会議において各学術院等の教員採用における状況確認に用いるとともに、

学術院長会で箇所長に配付し、学内全体の人事の透明性を更に深め各箇所の状況を大学全
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体で共有しながら、箇所間における連携を強化しており、教員の採用に関して、より公平・

公正な審査が実現できている（資料６-３）。

以上のように、全学的に教員採用人事プロセスの適切性をチェックすることで、複数学

部で似たような教育・研究を専門とする教員を採用することが見受けられた際にこれが最

良の教育・研究の組織体制であるかなど、現在の各学部等の教員組織が適切であるかをチ

ェックする機能も果たしている。

＜点検・評価結果に基づく改善・向上＞

教育研究の一層の充実を図るため、教員種別、研究員の給与規程を見直し、また各学術

院内で効率的な教員（人材）の採用が可能となり、教員採用の全学的な透明性も確保でき

てきた。

近年、補助金プログラムは、文理融合、国内外の大学・企業等とのコンソーシアム形成、

地方創生、教育研究＋キャリアデザインのようなキーワードで進めることになっており、

本学でも個々の箇所を越えた全学横断的な推進・管理体制を構築することが必要となって

おり、これに伴って担当する教員の役割も多様化している。そのため、学内に散在する資

源を集約するとともに、各箇所の活動を調整することにより、新規事業への挑戦を行う必

要がある。これを実現するためにも、全学的職務を担う対象箇所の教員の所属の実現や全

学横断的なプログラムに関する執行体制の構築等の課題を克服することが必要となる。

また、各教員が所属する組織を超えて、柔軟に教育研究活動を展開できるよう、教育、

研究、社会貢献、管理運営など従事比率（エフォート）管理を行うことも必要であり、そ

れにより、テニュアトラック制度やジョイントアポイントメント制度で採用する教員増に

も繋がり、多種多様な人材が教員として採用できるようになることが期待できる（資料６

-23）。

なお、上述の Waseda Vision 150 の核心戦略の１つとして、核心戦略 10「教職員の役割

と評価の明確化」を掲げ、数値目標の評価を行っており、一つひとつ確認しながら目標達

成に邁進している。女性教員や外国人教員の積極的な採用も学内に浸透しており、多様な

知が結集して創造的な教育・研究活動を行う環境を引き続き整えていく。

（２）長所・特色

2004 年、系統内の学部教育、大学院教育、研究機能の一層の強化を図るため、同一系統

ごとに学部・研究科・研究所を一体化した学術院を発足させた。また、2009 年度以降は、

それまで学術院体制の外にあった独立研究科（学部を基礎としない研究科）も包摂した。

これにより、大学のもっとも重要な人的資源である教員のより合理的・戦略的な配置・実

現を可能にしている。

また、2012 年 11 月に策定した Waseda Vision 150 に基づき、本学は旧来の雇用慣習や

現行制度にとらわれない柔軟かつ国際通用性をも意識した教員人事制度全般の整備に着手

している。また 2015 年、Waseda Vision 150 における学術院等の将来計画に基づき、戦略

的教員増、退職教員の後任枠の人事、収支計画および効果等を含めた具体的な教育システ

ムの計画を学術院等から提案し、申請内容の評価結果に基づき大学が認めた場合には、教

員の増員を中心とした財政的支援を一定期間（３年から５年程度）行うことを決定し、継
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続については評価の上、改善・実行する方針が現在進行している。

加えて、2014 年、各学術院における専任教員数（任期付教員を含む）について、前述し

た４項目をもとにした教員基礎数を算出し、各学部・研究科等は、教員基礎数をもとに教

員採用計画を立てることができている。

（３）問題点

昨今、各教員にとっても個々の箇所を越えた全学横断的な推進・管理体制を構築するこ

とが必要となっており、これに伴って担当する教員の役割も多様化している。そのため、

学内に散在する資源を集約するとともに、各箇所の活動を調整することにより、新規事業

への挑戦を行う必要がある。これを実現するため、全学的職務を担う対象箇所の教員の所

属をどのように組織できるか、早急に検討すべきと考えている。

また、教員採用における制度面において、現状を踏まえ将来を考え改善しているところ

ではあるが、テニュアトラック制度の給与体系やジョンイトアポイントメント制度の着任

待遇の問題点など、日々改善すべき事項が挙がってきており、できるだけタイムリーな改

善・向上に日々努めていかなければならない。なお、テニュアトラック制度については 2020

年９月の新制度導入に向け、現在検討を進めている。

（４）全体のまとめ

教員組織としては、同一系統ごとに学部・研究科・研究所を一体化した学術院体制を組

織し、適切に教育研究活動を展開している。さらに合理的・戦略的な配置を実現すべく、

必要に応じて新たな方策を柔軟に取り入れていく。

教員採用の要件については、早稲田大学教員任免規則にて定めており、 大学設置基準よ

り高い要件を求めている。2012 年 11 月に策定した Waseda Vision 150 に基づき、本学は

旧来の雇用慣習や現行制度にとらわれない柔軟かつ国際通用性をも意識した教員人事制度

全般の整備に着手しており、外国籍教員、若手、女性など様々な人材に本学で教育・研究

を担ってもらう基礎ができてきたと言える。これを基盤として、2018 年 11 月に就任した

総長が掲げる「今後何年かかろうとも、本学は世界で輝く、世界トップクラスの大学にな

る」という決意のもと、世界的に見ても極めて優秀な教員を採用すべく、急速に変化して

いる時代の流れを見極めながら今後も施策を打ち続けていく。
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第７章 学生支援

（１）現状説明

点検・評価項目①： 学生が学習に専念し、安定した学生生活を送ることができるよう、

学生支援に関する大学としての方針を明示しているか。

評価の視点１： 大学の理念・目的、入学者の傾向等を踏まえた学生支援に関する大

学としての方針と適切な明示

＜大学の理念・目的等を踏まえた学生支援に関する大学としての方針と適切な明示＞

本学は、「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の造就」を建学の理念として掲げ、1913

年にこれを発展させた「早稲田大学教旨」を宣言している。この教旨をもとにして、本学

の創立 150 周年を迎える 2032 年までの中長期計画をまとめた Waseda Vision 150 を 2012

年 11 月に策定した（資料１-56【ウェブ】）。４つのビジョン、13の核心戦略、および核心

戦略実現のためのプロジェクトからなる Waseda Vision 150 は、修学支援、生活支援、進

路支援をはじめ多岐にわたる学生支援をも盛り込んだ総合的な中長期計画となっており、

具体的な行動計画・数値目標等を設定している。具体的には、グローバルリーダー育成、

人間的力量（叡智、志、実行力）を備えた人材輩出のための正課・課外プログラムの設置

および支援、奨学金制度設計、海外留学促進、また、大学への教育・研究等に資する学生

参画の推進、早稲田スポーツの新規展開、学生演劇文化の発信、課外活動のより一層の充

実、ダイバーシティの推進等が挙げられる。

特に大学の教育・研究への学生参画の推進については、学生参画・ジョブセンター

(Student Participation and Job Center : SJC）を設置し、学生が、正課や課外活動を通

じて身に付けた知識や経験を基に、大学の改革に繋がる企画・提案や大学への教育・研究

等に資する活動に参画し、更に学生自身のキャリア形成に繋がる活動を促進している（資

料７-１【ウェブ】）。

点検・評価項目②： 学生支援に関する大学としての方針に基づき、学生支援の体制は整

備されているか。また、学生支援は適切に行われているか。

評価の視点１： 学生支援体制の適切な整備

評価の視点２： 学生の修学に関する適切な支援の実施

・学生の能力に応じた補習教育、補充教育

・正課外教育

・留学生等の多様な学生に対する修学支援

・障がいのある学生に対する修学支援

・成績不振の学生の状況把握と指導

・留年者及び休学者の状況把握と対応

・退学希望者の状況把握と対応
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・奨学金その他の経済的支援の整備

評価の視点３： 学生の生活に関する適切な支援の実施

・学生の相談に応じる体制の整備

・ハラスメント（アカデミック、セクシュアル、モラル等）防止の

ための体制の整備

・学生の心身の健康、保健衛生及び安全への配慮

評価の視点４： 学生の進路に関する適切な支援の実施

・学生のキャリア支援を行うための体制（キャリアセンターの設置

等）の整備

・進路選択に関わる支援やガイダンスの実施

評価の視点５： 学生の正課外活動（部活動等）を充実させるための支援の実施

評価の視点６： その他、学生の要望に対応した学生支援の適切な実施

＜学生支援体制の適切な整備＞

本学は前述の方針に基づき、学生部を中心に、関連箇所と連携し、以下のような学生支

援体制を敷いている。

学生生活課（資料７-２【ウェブ】）は３つのデスクで構成されており、課外活動デスク

では、学生生活一般・サークルの支援（資料７-３【ウェブ】）等、厚生デスクでは、セミ

ナーハウス（資料７-４【ウェブ】）・スチューデント・ジョブ（資料７-１【ウェブ】）・各

種補償制度（資料７-５-１【ウェブ】、７-５-２【ウェブ】）等、広報デスクでは、早稲田

ウィークリー（資料７-６【ウェブ】）・学生生活調査（資料７-７【ウェブ】）の発行等の支

援を行っている。

奨学課では、学内奨学金、日本学生支援機構、民間団体、地方公共団体等をあわせると

300 種類以上の奨学金制度を管理している（資料７-８【ウェブ】）。受給者は延べ１万 7000

名、交付総額は約 109 億円と、日本トップクラスの充実を図る。

キャリアセンターは、大学生活を通じて、生涯にわたり自らがキャリア形成し続ける能

力を修得することを支援している。そのため、就活生に向けた「就職活動支援行事」（延べ
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約９万 1000 名参加）に加え、低学年も含めた全学年向けの「キャリア形成支援プログラム」

（のべ約 2300 名参加）、そして全学年対象の「進路・キャリア相談」（のべ約１万 500 名利

用）によるサポートを行っている（資料７-９）。

本学では 2010 年１月にレジデンスセンター（資料７-10【ウェブ】）を設置し、学生寮の

整備・充実を図ってきた。グローバルリーダー育成のための拠点を目指して、2014 年３月

にオープンした国際学生寮 WISH(Waseda International Student House) （資料７-11【ウ

ェブ】）では、学生の人間力を向上させるための教育プログラムを提供している。レジデン

スセンターが提供する学生寮は日本人学生と外国人学生の国際混住寮が中心となっており、

日常生活の中で異文化に触れる環境を用意し、コミュニケーション能力を高める機能を持

たせている。

競技スポーツセンター（資料７-12【ウェブ】）では体育各部部員（44 部・約 2700 名）

全員を対象に、学業と部活動を両立し、社会性と豊かな人間性を兼ね備えた人格形成を目

指す「早稲田アスリートプログラム(Waseda Athlete Program：WAP）」（資料７-13【ウェブ】）

を 2014 年度から実施している。WAP を通じ、大学スポーツの新たなモデルを確立し、スポ

ーツ界および社会全体の発展に寄与することを目指している。

平山郁夫記念ボランティアセンター(The Hirayama Ikuo Volunteer Center： WAVOC）（資

料７-14【ウェブ】、７-15）は、「社会と大学をつなぐ」「体験的に学ぶ機会を広く提供する」

「学生が社会に貢献することを応援する」という３つの理念のもと、学生のボランティア

活動を支援している。そのため、ボランティア関連の「正課科目」、ボランティアプロジェ

クト・学生部公認サークル・スタディーツアーなどの「課外活動」を実施・支援し、実践

的な学びの場を提供している。WAVOC が開発した新しい教育手法である「体験の言語化」

は、ボランティア活動を一過性の活動で終わらせず学生の成長につなげるため、「ふりかえ

り」を従来から重視しており、「体験の言語化」はこの「ふりかえり」を言語にすることで

体系化、標準化したものである。全学副専攻「社会貢献とボランティア」では、講義形式

の科目、体験的実習科目、さらに自分たちの経験を言語化し、社会とのつながりを考える

少人数制の参加型科目「体験の言語化」を開講している（資料７-16【ウェブ】）。2019 年

度春学期からオリンピック・パラリンピック事業推進室（資料７-17【ウェブ】）が呼びか

け、学生主体の運営ボランティア組織を立ち上げ、教職員との協働の下、イベント企画運

営、広報、ボランティア運営準備等への参加を通じ、彼らの経験的学習機会を提供してい

る。それらの活動を通じ 2020 年東京オリンピック・パラリンピックに向け本学、取り巻く

コミュニティにおける大会気運醸成を図る取り組みに着手している。

保健センター（資料７-18【ウェブ】）では学生が心身共に健康な状態で学生生活を送る

ことができる、健康管理や診療、相談を実施している。本センターの保健管理室では学生

定期健康診断を実施するだけでなく、健診後のフォローや健康相談も行っている。さらに

診療室およびこころの診療室を設置し、からだの病気だけでなく心の不調にも対応できる

体制を整えている。また、学生相談室では学生生活全般の相談が可能で、心理的、精神衛

生的な相談は専門のカウンセラー、法律相談では弁護士が担当し、秘密厳守で相談を受け

ている。

スチューデントダイバーシティセンター(Student Diversity Center : SDC)は、学生支

援に特化したダイバーシティ推進活動を行っている（資料７-19【ウェブ】）。異文化交流・
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理解を醸成する「異文化交流センター(Intercultural Communication Center : ICC) （資

料７-20【ウェブ】）」、障がい学生の就学支援を行う「障がい学生支援室（資料７-21）」に

加え、ジェンダー・セクシュアリティに関する啓発やセクシュアルマイノリティ支援を行

う「GS センター(Gender and Sexuality Center) （資料７-22【ウェブ】）」の３部門で構

成されている。人事部に設置されているダイバーシティ推進室と連携の上、学生支援の現

場で得られた知見を学内の教職員の啓発にも役立てながらダイバーシティ推進の全学体制

を確立している。

＜学生の修学に関する適切な支援の実施＞

◇学生の能力に応じた補習教育、補充教育

本学では、年に二度学生による学生授業アンケート（資料７-23【ウェブ】）を行い、そ

の結果を学部・大学院等にフィードバックすることにより授業内容の充実に役立てている。

また、学生が自身の学習レベルに応じたクラス選択を行い、体系的に授業を履修できるよ

うコース・ナンバリング制度（資料４-５）を導入した。

総合大学ならではの豊富な資源を活用して学生を育てるために、学部の垣根を越えて学

べる全学オープン科目を設置している。各学部や他大学などから提供される科目の他に、

グローバルエデュケーションセンター(Global Education Center：GEC) （資料７-24【ウ

ェブ】）が提供する基盤教育、リベラル・アーツ教育、語学教育の科目がある。その「全学

オープン科目」として提供されている多様なリベラル・アーツ科目を体系化して、学部を

問わずにチャレンジすることのできる「全学副専攻制度」も提供している。また、基盤科

目として「アカデミック・ライティング」「数学」「データ科学」「情報」「英語」の５つの

アカデミックリテラシー科目群を提供し、すべての学問で必須となる基礎スキルとして身

につけることを推奨している。

本学では、グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築、対話型、問題発見・解

決型教育への重点移行実現の一環として、ラーニング・コモンズの「W Space（資料７-25

【ウェブ】）」の設置を進めており、早稲田キャンパス３号館２階、７号館１階および 19-

２号館（共創館）（資料７-26【ウェブ】）に設置し、2019 年度からかつての記念会堂に代

わる多目的施設「早稲田アリーナ（資料７-27【ウェブ】）」にも新規オープンした。また、

図書館においてもアクティブラーニングに対応した次世代型学習スペースとして、2017 年

度に所沢図書館、2018 年度に中央図書館を改装し、ラーニング・コモンズを開設した（資

料７-28【ウェブ】）。また、「ICT を活用とした教育手法の研究開発と普及」ならびに「新

たな教育手法の研究と実践」に寄与することを目的として早稲田キャンパス３号館２階と

７号館３階に CTLT Classroom（資料７-29【ウェブ】）を設置している。

保有する学術資料が国内大学の中でも有数の規模を誇っている本学の図書館では、2019

年９月から、慶應義塾大学と共同運用する「ディスカバリー・サービス」を提供する。こ

れにより、国内外の紙媒体と電子媒体の一元的発見を可能にするとともに、慶應義塾大学

の資料所蔵状況も確認できるようになり、学生にとっては早慶合計延べ 1000 万冊規模の図

書館が利用できることとなる。教員の授業に出張して学生に資料探索法の基礎を講習する

「授業支援」や、学生が任意に参加できる「情報検索ワークショップ」、「データベース・

セミナー」などの活動を行っている（資料７-30）。
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◇正課外教育

入学後スムーズに学生生活を送ることができるように、新入生受講必須セミナーとして

「レポートを作成するにあたって（受講必須）」、「新入生コンピュータセキュリティセミナ

ー（受講必須）」および「わせだライフＡＢＣ（早稲田の学生生活に臨むための心構え）」

のオンデマンドコンテンツを配信している。

本学では、学生参画を積極的に推進する中、特にスチューデント・ジョブ（学内アルバ

イト）の創出に力を入れており、学内で働く上で最低限知っておいてほしい心構え、社会

人基礎力養成を目的とした研修コンテンツとして「スチューデント・ジョブセミナー（資

料７-31）」を 2017 年５月から日英２言語で提供している。内容は学内で働くということ、

学内で働く上でのマナー、情報セキュリティ、ハラスメントの理解と防止の４項目から構

成され、汎用的な受講内容となっている。また、2017 年度から開始した高度授業 TA

（Teaching Assistant）制度で雇用される学生従事者に対して、高度授業 TA制度そのもの

への理解を深めたり、本学が推進している対話型、問題発見・解決型授業に対するサポー

ト方法について指導している（資料７-32【ウェブ】）。

Waseda Vision 150 では「キャンパスのミュージアム化」事業推進を掲げており、坪内

博士記念演劇博物館（資料７-33【ウェブ】）、會津八一記念博物館（資料７-34【ウェブ】）

に続き、過去・現在・未来を知る展示施設として 2018 年３月、キャンパスの中心に位置す

る１号館１階に「早稲田大学歴史館（資料７-35【ウェブ】）」を開館した。「久遠の理想（黎

明（れいめい）期から約 40 年間）」「進取の精神（現在の早稲田）」「聳（そび）ゆる甍（い

らか）（傑出した校友や関係者の活躍）」の常設展示があり、本学への帰属意識への学びを

提供している。

◇留学生等の多様な学生に対する修学支援

本学では、約 90 の国・地域に約 600 の大学・機関と協定を締結している（資料７-36）。

また、年間で約 4600 名の学生を海外に送り出し、約 8000 名の留学生を受け入れている（資

料７-37【ウェブ】）。日本語教育研究センターにおいては、大学院日本語教育研究科をはじ

めとする大学院生スタッフ等が、留学生の日本語学習支援を行っている。留学生の自律的

日本語学習が実現できる環境を整備することを目的に、学習者自身の日本語の学習計画に

関する相談、日本語学習に関する情報の提供、日本語に関する質問等の日本語学習に関わ

る支援を行っている（資料７-38【ウェブ】）。

ICC（資料７-20【ウェブ】）は文化的背景が異なる学生が集まり異文化を体験するための

拠点となる場所を提供している。国籍や学部・大学院や学年の枠組みを超えてさまざまな

学生がともに課外活動を行い、異文化理解を深める場となっている。

交換留学生のための宿舎６棟は、現時点で 343 名の収容定員を擁する（資料７-39）。2018

年度秋学期からは新たな宿舎機会を提供するため、交換留学生のためのホームステイプロ

グラムを再開した。2019 年４月には、新規の提携施設を増やし、51 名の学生が入寮した。

国際学生寮 WISH の定員は 872 名で、１棟建ての学生寮としては日本最大規模である。2014

年３月に開館後、教育寮として「SI（Social Intelligence）プログラム」という教育プロ

グラムを実施している。加えて国内外の現場に寮生を派遣し、フィールドトリップ、イン
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ターンシップ、ビジネス研修などを実施している（資料７-11）。

◇障がいのある学生に対する修学支援

2006 年に障がい学生支援室（資料７-21）を設置し、本学に在籍する身体障がい、およ

び発達障がいを持つ学生を全学的に支援するために、各学部・研究科との連携のもとに学

業上必要な支援サービスを提供している。また、教員や支援者にもさまざまなサービスを

提供し、障がい理解のための啓発活動も行っている。発達障がいにおいて修学支援を求め

る学生が増加していることから、2014 年度に発達障がい部門を開設し、支援を開始してい

る。開設当初の登録学生は 30名であったが、2018 年度現在では 73 名となっており、留学

生の増加の影響もあり年々増加している。

◇成績不振の学生の状況把握と指導・留年者、休学者及び退学希望者の状況把握と対応

2009 年度から教務部・学生部主導のもと、出席状況や単位修得状況が芳しくない学生へ

の指導の充実のために全学的な指導方針を整え、各学部において対象の学生・保証人への

通知や学生との面談・指導に取り組んでいる。特に学部新入生については、４月～９月に

おいて月１回のクラスミーティングを開催することになっており、大学生活に馴染めない

学生の早期発見に努めている（資料４-41、４-42）。

◇奨学金制度の充実

本学が独自に設置している学内奨学金は、およそ 150 種類、支給総額は約 36億円(2018

年度予算)であり、本学は 2008 年から全ての学内奨学金を給付型に移行しているため、学

内奨学金はすべて返済不要の給付型奨学金である（資料７-40【ウェブ】）。

学内奨学金は様々なタイプのものがあるが、2009 年に他大学に先駆けて、受験前または

合格発表前に入学後の奨学金採用が内定することで経済的に安心して本学へ進学してもら

うことを目的として新設した「めざせ！都の西北奨学金（資料５-276【ウェブ】）」は、2019

年度は 1485 名の内定候補者を選出し、うち 387 名が入学、半期分授業料が免除(原則４年

間)されている。また、2017 年度には児童養護施設やファミリーホーム、養育里親家庭出

身者が、経済的理由により本学への進学を断念することのないよう「紺碧の空奨学金」を

新設し、入学検定料および入学金、授業料、実験実習料等、その他諸経費を免除、さらに

状況に応じて月額９万円を給付し生活をサポートすることとし、2019 年度に初めて５名の

学生が入学した。その他、多数の学内奨学金が用意されているがその多くは年額 40 万円を

給付している。このように多様な学内奨学金が用意できるのは、多数の支援者の存在によ

るものである。校友や篤志家が多いことは本学の強みであり、個人単位の寄付による奨学

金制度は毎年のように新設されている。

◇学費、奨学金等に関する情報提供

入学金、学費、諸会費等の費用は、各学部・研究科の入試要項および入学センターウェ

ブサイトに掲載している（資料５-２～237、７-41、７-42）。また、奨学金に関する情報は、

奨学金情報誌「Challenge」を毎年発行し、新入生および在学生に配布している。あわせて、

奨学課ウェブサイトにて冊子と同内容のデータを公開している（資料７-８【ウェブ】）。
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＜学生の生活に関する適切な支援の実施＞

◇新入生の学生生活を支援するプロジェクト

在学生が新入生の学生生活全般にわたるスタートアップを支援するプロジェクトである

「こうはいナビ（資料７-43）」は、キャンパス内の施設案内や履修登録に関する相談会、

テーマ別のランチミーティングなどを通じて様々な情報提供ならびに支援を行っている。

◇学生の相談に応じる体制の整備

早稲田ポータルオフィス（資料７-44【ウェブ】）では、学事に関する学生へのワンスト

ップサービスを実現するため、全学生対象オープン科目の履修相談、ラーニング・コモン

ズの利用受付、学内や自宅における PC、大学が提供する情報サービスの利用方法等の IT

関連相談といった各種相談に応じ、学内他箇所への問い合わせ取り次ぎも含め柔軟に対応

している。

学生生活課では学生生活一般のよろず相談窓口の機能を持っており、学内関連箇所と連

携し諸問題の解決を図っている。また、保健センターの保健管理室は健康相談・健康診断

の総合窓口として、医師・保健師・管理栄養士が健康相談を実施し、学生相談室では修学

上の問題に限らず学生生活全般の諸問題解決を図るため、心理専門相談員(臨床心理士)、

法律専門相談員(弁護士)を配し、対応を行っている。

◇ハラスメント（アカデミック、セクシュアル、モラル等）防止のための体制の整備

本学では、2005 年４月に「早稲田大学におけるハラスメント防止に関するガイドライン」

を制定し、ハラスメント防止委員会（資料７-45【ウェブ】）を設置した。ハラスメント防

止室において秘密厳守で相談を受け、その解決に取り組むだけでなく、広報や啓発・防止

活動を実施している。また、2019 年５月１日、従来のハラスメント相談窓口に加え外部相

談窓口を開設し、相談窓口の選択肢を拡大することで相談者への利便性の向上を図ってい

る。

他方、2017 年７月に策定した「早稲田大学ダイバーシティ推進宣言（資料７-46【ウェ

ブ】）」では、学生を含む本学の構成員の誰もが、「尊厳と多様な価値観や生き方を尊重され、

各自の個性と能力を十分に発揮できる環境」を目指しており、ダイバーシティ推進委員会

は、性的指向・性自認について「セクシュアルマイノリティ学生への配慮・対応ガイド（教

職員向け）（資料７-47）」を発行し、アウティング（性的指向・性自認の同意なき暴露）と

なる言動を含めた啓発活動を行っている。

◇学生の心身の健康、保健衛生及び安全への配慮

保健センターにおいて、学校保健安全法第 13 条に基づき、毎年４月、各キャンパスで学

生定期健康診断を実施している（資料７-48【ウェブ】）。

本学では正しい健康・医療情報を提供し、運動・食・医療・心のケアの総合的なアプロ

ーチを図る「健康キャンパス構想（資料７-49【ウェブ】）」を掲げ、学生自らが在学中から

将来にわたるまで健康を維持し、ライフ・マネジメントできるようサポートしており、「メ

ンタルヘルスマネジメント概論」などのオープン科目の設置や「健康フェスタ」「体育祭」
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などを実施してきた。2019 年度以降、現在の「体育祭」を発展的に改編し、新たに「WASEDA

スポーツ・健康月間」を開催している。本イベントでは、「スポーツと健康」をテーマに、

10 月に連続的にフットサル種目やウォーキング種目などのスポーツイベントや「100 円朝

食」などの健康増進のイベントを実施する予定である。また、大学で認められている教育

研究活動中に万が一の事故が発生した場合に補償を行うための学生補償制度（資料７-５-

１【ウェブ】、７-５-２【ウェブ】）を用意し、健康増進を目的とした学生健康増進互助会

（資料７-50【ウェブ】）では、申請により学生は医療給付を年間６万円まで受けることが

できる。

＜学生の進路に関する適切な支援の実施＞

◇学生のキャリア支援を行うための体制（キャリアセンターの設置等）の整備

キャリアセンターでは、今まで知り得なかった様々な生き方や働き方に触れることによ

り、自らの視野を拡げ、今後の大学生活やキャリアについて考えるきっかけとする「キャ

リア形成支援プログラム」を提供している。なかでも、本学公認インターンシップ「WIN」

は、実働 10日間以上の提携先での実習に加え、事前事後の授業等を組み合わせることによ

り、単なる就業体験にとどまらない実践型教育プログラムとして提供している（2018 年度

利用者 36名）（資料７-51、７-52）。他にも、キャリアセンターが優良と認定し仲介を行っ

ている提携プログラム（利用者 252 名）、学内のシステムから情報提供を行っている紹介プ

ログラム（利用者 106 名）がある（資料７-９）。

◇進路選択に関わる支援やガイダンスの実施

「就職活動支援行事」「進路・キャリア相談」においては、本学学生およびその進路選択

の多様性に合わせ、幅広いサポートを実施している。就活スケジュールやキャリアセンタ

ーのサポート内容などをまとめた「就職活動ガイドブック」（資料７-53）を、毎年その内

容を見直したうえで、就職活動を迎える学生へガイダンス等で配布している。また、例年

広報解禁日にあわせ実施している学内合同企業説明会は、日本を代表する企業・団体が、

学内で早大生のために事業内容や採用選考の説明をしていただくものであり、ほとんどの

本学の就職活動生が参加するイベントとなっている。

◇博士課程における学識を教授するために必要な能力を培うための機会の設定

本学はこれまでティーチング・アシスタント（TA）制度の見直しを行ってきたが、その

一つとしてカリキュラム TA がある。カリキュラム TA は授業の教育効果の更なる向上だけ

でなく、博士課程の学生の教育訓練の場としても活用されている。カリキュラム TAは各学

部・研究科のカリキュラム上、その活用が有用と認められる特定の科目に配置され、成績

を付けることはできないが、事前の必要な教育訓練・研修を通じて担当教員と指導方針を

共有し、その指導方針に基づいて自立的に授業に参画して当該科目の学生へ直接指導を行

うことができる（資料４-36）。

＜学生の正課外活動（部活動等）を充実させるための支援の実施＞

◇課外活動の支援
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本学は、学生が個性豊かにして教養高く、国家および社会の形成者として有能な人材と

なるために、学術の研究、芸能の修練、スポーツ技能の向上、趣味の涵養などの課外活動

を行うにあたってのさまざまな支援をしている。特に学生生活課では、約 550 の公認サー

クルに対し、課外活動補助金等の各種便宜供与の提供を行うなど、課外活動等のより一層

の活性化を促進する支援を行っている（資料７-54、７-55【ウェブ】）。

◇修学の成果を発表する機会の創出

サークル等の課外活動および修学の成果を発表する機会として早稲田祭（主催は学生）

の開催に協力し、教室等学内施設の貸出を行い、発表の機会を提供している。

◇正課外活動の紹介

学生生活課が刊行している「早稲田ウィークリー（資料７-６【ウェブ】）」は、1966 年

に創刊した早大生向け広報誌で、2016 年に紙媒体を廃止し、ウェブマガジン専門媒体とな

った。大学広報誌としては珍しい「週刊」の媒体であり、2018 年度のアクセス状況は月間

平均で 26 万 PV・22 万 UU（Unique User）を記録している。内容は授業・課外活動・就職

活動・語学・早稲田文化の周知・早稲田の誇りの醸成につながること、早稲田への帰属意

識を高めること、その他大学生の関心事など、学生生活に役立つ情報を取り上げている。

◇体育各部学生への支援

競技スポーツセンターが体育各部に「WAP（資料７-13【ウェブ】）」を提供している。そ

のプログラムは２つの柱で構成されており、１つ目の柱である「人格陶冶のための教育プ

ログラム」では、アスリート向け教養プログラム、キャリア形成支援、ボランティア・地

域貢献活動、国際交流プログラム等を整備しており、２つ目の柱である「修学支援」では、

全部員の学業情報把握、アカデミックアドバイザーによるサポート、成績優秀者への褒章

（個人・団体）を行っている。

＜その他、学生の要望に対応した学生支援の適切な実施＞

2012 年度から、Waseda Vision 150 の実現に寄与する施策について、学生からの提案を

募集する「Waseda Vision 150 Student Competition（資料７-56【ウェブ】）」を開催して

いる。これまでいくつもの提案が採用され、ラーニング・コモンズ「W Space（資料７-25

【ウェブ】）」、早稲田演劇振興の拠点である「早稲田小劇場どらま館（資料７-57【ウェブ】）」

の再建、他大学に先駆けたセクシュアルマイノリティ学生支援の専門箇所「GS センター（資

料７-22【ウェブ】）」の設置、早稲田キャンパス内キャリアセンター分室の「C Space（Career

Space）（資料７-58【ウェブ】）」設置等を実現している。

点検・評価項目③： 学生支援の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。ま

た、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。

評価の視点１： 適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価

評価の視点２： 点検・評価結果に基づく改善・向上



90

＜適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価、点検・評価結果に基づく改善・向上＞

◇Waseda Vision 150 の核心戦略・プロジェクトにおける点検・評価

Waseda Vision 150 において、全学的な PDCA サイクルによる点検・評価を実施するため、

各核心戦略・プロジェクトについて、半期毎に前年度立案した当年度事業計画に対する進

捗確認を数値目標や KPI、定性的な指標を織り交ぜながら、全学的な委員会である Waseda

Vision 150 推進本部・推進会議で進捗を確認し、半年単位での是正をはかるとともに次年

度の事業計画に反映している。

◇学生生活調査の実施、Waseda Vision 150 Student Competition の開催

学生は単に教育を享受する存在ではなく、教職員とともに大学の主人公であり、教職員

とは異なる立場から大学と社会のあるべき姿を考える主体である。本学では、上記のとお

り点検・評価を行い、その結果に加え、学生の声や提案を積極的に取り入れ、改善・向上

を行っている。

本学では、在学生１万人を対象に「学生生活調査（アンケート調査）（資料７-７【ウェ

ブ】）」を行い、学生の意識について調査を行っている。その結果は学内外に公開され、あ

らゆる政策決定に活用されている。1957年から60年以上にわたって実施している調査で、

学生の関心・意識の変化をたどることができる。また、2012 年度からは Waseda Vision 150

の実現に寄与する施策について、学生からの提案を募集する「Waseda Vision 150 Student

Competition（資料７-56【ウェブ】）」を開催している。本企画ではこれまでいくつもの提

案が採用され、ラーニング・コモンズ「W Space（資料７-25【ウェブ】）」、早稲田演劇振興

の拠点である「早稲田小劇場どらま館（資料７-57【ウェブ】）」の再建、他大学に先駆けた

セクシュアルマイノリティ学生支援の専門箇所「GS センター（資料７-22【ウェブ】）」の

設置、早稲田キャンパス内キャリアセンター分室の「C Space（Career Space）（資料７-58

【ウェブ】）」設置等を実現している。

（２）長所・特色

＜積極的な学生参画の推進＞

Waseda Vision 150 核心戦略５「大学の教育・研究への積極的な学生参画の推進」の学

生参画の仕組み創設 PJの施策として、大学の支援の下に、学生自身による「学生参画」活

動を推進するための組織として「学生参画運営委員会（資料７-59【ウェブ】）」を 2015 年

４月に発足している。「学生参画運営委員会」は学内で活躍する主たる学生スタッフにより

構成され、各種イベント・プログラムの企画・運営を実施しており、様々な活動を行う学

生スタッフが協力することで、それぞれの活動に相乗効果を及ぼしている。既に約 8500

名の学生が学生参画として学内で活躍をしている。なお、学生スタッフの活動の一例は以

下のとおりである。

新入生のメンター役を務める「こうはいナビ（資料７-43）」に参画する学生は全てボラ

ンティアであり、新入生の時に支援を受けた学生が上級生になって今度は支援する側とし

て PJに参画するといった好循環が生じている。学生主体の活動を若手職員がサポートする

という教職協働の体制で運営されており、学生と職員が PJ の運営を通じてともに成長する
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モデルを目指している。

早稲田ポータルオフィス（資料７-44【ウェブ】）では 2006 年の開室以来、学生スタッフ

の積極活用を推進しており、現在では 80名程度の学生スタッフを活用し、２か月におよぶ

採用時研修のほか学生スタッフによる学生目線の業務改善を取り入れ、学生の成長を促進

している。

本学には世界中から来日する留学生を受け入れる学生寮があるが、寮生をサポートする

ために外国語が堪能なレジデント・アシスタント（Resident Assistant：RA）（資料７-60

【ウェブ】）を置き、学生交流を促進している。

また、2013 年度に「早稲田大学図書館ボランティアスタッフ LIVS（資料７-61【ウェブ】）」、

2017 年度から「図書館 LA（ラーニング・アシスタント）（資料７-62【ウェブ】）」の制度を

開始し、大学院生による学生目線でのサービス案内や、学部生の資料探索相談にのる環境

を整え、提供している。

＜学生のキャリア支援＞

Waseda Vision 150 核心戦略２「グローバルリーダー育成のための教育体系の再構築」

において、大学が運営実施している各種正課外の教育プログラムの集約、体系化を図りな

がら、より効果的なプログラムへの確立を目指し、学内の関係７箇所が集まり「人間的力

量の増進プロジェクト」を 2016 年度に発足させた。本プロジェクトは本学における正課外

プログラムを通し育まれる『早稲田生の強み』をより積極的に提供するため、学内体制を

整備するとともに、人間的力量（叡智、志、実行力）を持つ人材を育成することを目的と

している。その施策の１つとして学内正課外プログラムの洗い出しを目的とした全学調査

を実施した。学内における課外プログラムの一覧およびその実施時期や実施規模（56プロ

グラム、参加学生数延べ７万 9703 名等）を把握し、体系化を図り整理した各種正課外の教

育プログラムは「みらい設計ガイドブック（資料７-63）」へ反映し、毎年、新入生・各種

ガイダンス参加者・保護者・キャンパスツアー参加高校生・高校進路指導教員等へ配布し

ている。

また、就職活動の多様化（通年採用、早期化等）に合わせ 2018 年度以降、「いつからで

も始められる就活」と題し、就職ガイダンスについては、３学年５月～３学年３月で同内

容のものを複数回設定し、個人の事情に合わせて就活を始められるよう、社会や学生の動

向に合わせ柔軟に対応している。

＜GSセンターの設置＞

GS センターは、2014 年度の Waseda Vision 150 Student Competition（資料７-56【ウ

ェブ】）において学生から提案された企画案を基に、2017 年４月に開設したセンターであ

り、ジェンダー・セクシュアリティに関するリソースセンターとして、キャンパス内の意

識向上を目的に、ジェンダー・セクシュアリティに関する専門書から入門書、漫画まで多

数用意している（資料７-22【ウェブ】）。また平日の昼間には常時、知識・経験を有した専

門職員を配し、相談支援を行っている。2017 年度のセンター開室からこれまで、延べ 2300

人以上、実人数 630 人以上が利用している。ジェンダー・セクシュアリティを専門とした

学生支援に主眼を置いた支援センターとしては、他大学に先駆けた先進的な事例として、
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他大学や行政機関等からの訪問が後を絶たない。

「早稲田大学ダイバーシティ推進宣言」は毎年専任教職員に配付される大学手帳に記載

し、「セクシュアルマイノリティ学生への配慮・対応ガイド（教職員向け）」（資料７-47【ウ

ェブ】）を年度が始まる４月にすべての教職員へ紙媒体で配付すると共に、セクシュアルマ

イノリティ学生への本学の各種取り組みをまとめた「セクシュアルマイノリティ学生のた

めのサポートガイド」をウェブサイトで公表している（資料７-64）。

（３）問題点

＜様々なマイノリティ学生への対応の限界＞

スチューデントダイバーシティセンター（資料７-19【ウェブ】）では他大学に先駆けた

先進的な支援を行っている一方、現状では「異文化理解」「障がい学生支援」「セクシュア

ルマイノリティ学生支援」の３つに限ったサポートのみを対象としており、その他の社会

的マイノリティについては支援が追い付いていない状況がある。セクシュアルマイノリテ

ィ学生支援の観点では、安心できる居場所を求めるセクシュアルマイノリティ学生への閉

じられた空間であると同時に、オープンなコミュニティスペースであることを両立するこ

との難しさが常に課題となっている。

＜交換留学生のための宿舎の設置＞

本学のグローバル化が進むにつれ、交換留学生宿舎の収容定員を大幅に上回る交換留学

生が来日しており、希望しても入居できない状態にあるため、当面 200 室の新寮の確保を

目指している。ホームステイプログラムも人気があり、選外者が出ているため、ホストフ

ァミリーのさらなる開拓が必要な状況である。

＜保健センターの多言語対応＞

現在、英語を始め日本語以外で相談や診療を希望する学生に対し、充分なケアができて

いるとは言い難い。学生相談室の心理専門相談員のうち英語対応可能な職員は約 20％、こ

ころの診療室（精神科）の場合、診療やカウンセリングを実施する医療レベルでの英語対

応は難しいため、外部の診療機関を紹介している。

本学に限らず、医療・福祉系の人手不足は慢性的な問題で、優秀な保健師・看護師・臨

床心理士を獲得するだけでも厳しい状況が続いている。特に多言語対応可能なレベルの人

材は国内での絶対数が不足しており、待遇条件のよい大規模医療機関が確保している。

保健センター多言語化において一番の課題は人材獲得であるが、解決策立案に向けて引

き続き関係箇所で協議を重ねていくことが必要である。

（４）全体のまとめ

本学では修学支援、生活支援、進路支援をはじめ多岐にわたる学生支援をも盛り込んだ

総合的な中長期計画である Waseda Vision 150 を策定し、多岐にわたる学生支援を実現す

るため、学生部を中心に様々な専門箇所を設置している。この専門箇所が中心となって、

学生が学習に専念し、安定した学生生活を送る上で必要となるあらゆる支援を行っている。

この学生支援の適切性は、Waseda Vision 150 における全学的な PDCA サイクルの中で自己
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点検・評価を実施し、不断の改善・向上に努めている。

また、学生は教職員とともに大学の主人公であり、教職員とは異なる立場から大学と社

会のあるべき姿を考える主体であると捉え、学生の企画・提案を積極的に取り入れている。

これらの状況から、学生支援に関する取り組みは、大学基準に十分適合していると判断で

きる。
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第８章 教育研究等環境

（１）現状説明

点検・評価項目①： 学生の学習や教員による教育研究活動に関して、環境や条件を整備

するための方針を明示しているか。

評価の視点１： 大学の理念・目的、各学部・研究科の目的等を踏まえた教育研究等

環境に関する方針の適切な明示

＜大学の理念・目的等を踏まえた教育研究等環境に関する方針の適切な明示＞

本学は、「学問の独立」「学問の活用」「模範国民の造就」を建学の理念として掲げ、1913

年にこれを発展させた「早稲田大学教旨」を宣言している。この教旨を基に、創立 150 周

年を迎える 2032 年までの中長期計画をまとめた Waseda Vision 150 を 2012 年 11 月に策定

した（資料１-56【ウェブ】）。４つのビジョン、13 の核心戦略、および核心戦略実現のた

めのプロジェクトによって構成されている Waseda Vision 150 は、教育研究等環境の整備

をも盛り込んだ総合的な中長期計画となっており、具体的な行動計画・数値目標等を設定

している。

特に、教育研究等環境の整備方針については、Waseda Vision 150 核心戦略 13「早稲田

を核とする新たなコミュニティ形成」における「新たなコミュニティ形成のための基盤整

備プロジェクト」で具体的に明示している。このプロジェクトでは、大学全体を見通して、

経済的で安全、かつ地球環境にも配慮した建設計画を立て、学生・教職員にとって利用し

やすいだけでなく、早稲田を取り囲む様々な人々の交流の場となる施設を整備することを

目指し、以下の５つの目標を掲げ実行計画を立て遂行している。

① 新たな教育スタイルに対応した教育環境整備

② 独創的な研究を推進するための研究環境整備

③ 早稲田文化の発展に寄与する施設整備

④ 周辺地域・行政と連携したキャンパス整備

⑤ 学生・教職員にとって快適かつ安全安心な教育研究環境整備

また、各キャンパスの整備にあたっては、キャンパス毎に 1997 年から 2007 年にかけて

順次策定した、キャンパス整備指針に基づき実施している。このキャンパス整備指針は、

建学の理念の下に、キャンパスの歴史を踏まえ調査を行い都市計画的な観点から中長期的

な整備のあり方を提案しているものである。2019 年５月から、これらの整備指針を発展さ

せ現在の大学のビジョンを反映した、新たなキャンパスマスタープランの策定に着手した。

点検・評価項目②： 教育研究等環境に関する方針に基づき、必要な校地及び校舎を有

し、かつ運動場等の教育研究活動に必要な施設及び設備を整備して

いるか。
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評価の視点１： 施設、設備等の整備及び管理

・ネットワーク環境や情報通信技術（ＩＣＴ）等機器、備品等の整

備

・施設、設備等の維持及び管理、安全及び衛生の確保

・バリアフリーへの対応や利用者の快適性に配慮したキャンパス環

境整備

・学生の自主的な学習を促進するための環境整備

評価の視点２： 教職員及び学生の情報倫理の確立に関する取り組み

＜教育研究活動に必要な施設、設備等の整備及び管理＞

本学は前述の方針に基づき、関連箇所と連携し、以下のような施設設備等の整備および

管理を実施している。

◇ネットワーク環境や情報通信技術（ＩＣＴ）等機器、備品等の整備

本学創立 150 周年（2032 年）に向けた中長期計画 Waseda Vision 150 の目標実現のため

に、2018～2020 年度の３か年において重点的に整備すべき情報システム・ICT 利用環境を

情報化重点施策 2018-2020 として取りまとめ、学内外へ広く公開しつつ、着実に実行して

いる（資料８-１【ウェブ】）。ネットワーク環境等の整備については、教育・研究・業務運

営における協調・協働を促進する ICT 利用環境の整備を目標に掲げた重点施策として、主

に、クラウドを活用した本学メールシステムの更新整備、快適で安定した無線 LAN 利用環

境の拡充整備を実施した。

◇施設、設備等の維持管理、安全及び衛生の確保

本学は、大学基礎データ（表１）にあるとおり、校地は 136 万 7498 ㎡（内、運動場用地

は西早稲田・東伏見・所沢の３つのキャンパスに合計 18 万 8602 ㎡）、校舎は延べ床面積

54 万 5423 ㎡を所有している。また、これ以外にも北九州キャンパス（延べ床面積 1万 5539

㎡）・日本橋キャンパス（延べ床面積 2767 ㎡）は借用施設によって運営しているほか、軽

井沢・菅平・松代・本庄・川奈・鴨川の６カ所にセミナーハウスを所有している。

これらの施設、設備等の維持管理については、各建物の改修・修繕履歴と中長期の修繕

計画に関しデータベース化した「早稲田大学中長期維持保全計画システム」を活用すると

ともに、定期的な保守および点検を併せて行うことで改修・更新計画において財務計画と

の整合を取った中で最適化を図っている。

また、安全安心なキャンパス整備の一環として、特定天井等の大規模空間天井耐震改修

を 2015 年度から計画的に進め 2019 年度中に完了する予定である。また、昇降機の法改正

に伴う既存不適格解消としてのエレベーター改修を、通常の老朽化による更新とは別に継

続して行っている。

本学は、いわゆる省エネ法、温対法、環境確保条例等を遵守すべく、全学において省エ

ネに取り組んでいる。しかし、昨今の猛暑日、酷暑日においては、従来の設定では適正な

環境が維持できず、省エネの視点以上に、学生の修学環境を適正に保つべきとの判断から、

教室等の夏季の空調設定温度を 26℃へと変更し快適な修学環境を提供している。その上で
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更なる省エネに取り組むべく、その他の節電および、春季、秋季の節電にも積極的に取り

組んでいる。

実験室・研究室等の環境については、環境保全センター職員による定期的な作業環境測

定の実施と、その結果のフィードバックによる作業環境管理が定着し、適切な教育・研究

環境が維持されている。また、化学物質の使用量、保有量、実験・研究により発生する実

験系廃棄物発生量等についても環境保全センターが一元管理し、中間処理施設、最終処分

場等も確認の上で選定し、委託契約を締結した産業廃棄物処理業者に処理を委託している。

また、キャンパス全体の安全管理については、24時間体制で警備員が常駐することのほ

か、大規模な自然災害等に被災し事業停止を強いられた際の基本方針、初動対応、訓練体

制、復旧対応等の手順をまとめ、事業継続計画として 2019 年４月に「早稲田大学 BCP（資

料８-２【ウェブ】）」を策定した。

◇バリアフリーへの対応や利用者の快適性に配慮した環境整備

利用者の快適性に配慮したキャンパス整備の一環として、ダイバーシティ推進に向けた

様々な環境整備を本学ダイバーシティ推進室と連携のうえ取り組んでいる。バリアフリー

対応として、エレベーターの付いていない建物に対する改修による新設、性別を問わず誰

もが利用しやすい環境整備として学内の多目的トイレを「だれでもトイレ」の呼称に統一

するとともに、その機能拡充として自動ドアへの改修・保育介護機能の追加等を行ってい

る。その情報は「早稲田大学 UD（ユニバーサルデザイン）マップ（資料８-３【ウェブ】）」

に掲載し、利用者に対して周知している。

◇学生の自主的な学習を促進するための環境整備

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

の重点移行等の教育プログラム改革の進行に合わせて、新たな教育スタイルに対応した教

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

ションをしながら学習することができるラーニング・コモンズ「W Space（資料７-25【ウ

ェブ】）」、学修成果を発表する場など、学生の主体的な学習を支援し、様々な学習形態に対

応する多様なラーニングスペースの整備・充実を各キャンパスにおいて順次進めている。

◇早稲田文化の発展と周辺地域と連携した環境整備

2019 年３月から供用開始となった戸山キャンパスの「早稲田アリーナ（資料７-27【ウェ

ブ】）」は、スポーツや式典などに利用される「メインアリーナ」に加え、一般学生向けの

運動施設となる「屋内多目的運動場」や「W Space」などの学生施設、学生たちの憩いの場

で地域にも開放される屋上広場「戸山の丘」、早稲田スポーツの栄光や現在を魅力的に社会

へ発信する「スポーツミュージアム」等が併設される多機能型スポーツアリーナである。

キャンパスの教育研究等環境の向上はもちろんであるが、早稲田文化の発展と周辺地域に

とっても環境改善に大いに寄与する施設である。

また、2018 年３月に開館した「早稲田大学歴史館（資料７-35【ウェブ】）」は、築 80 年

を超える建物である早稲田キャンパス１号館１階を大規模にリニューアルすることで整備

した。ここでは、本学の歴史（過去・現在・未来）に関する資料や情報を、単なる通史の
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平板な陳列ではなく、来館者がそれぞれの関心に応じて新たな発見ができるよう、多様な

切り口で展示しており、学生・教職員だけでなく校友、本学への入学を目指す生徒と保護

者、大学周辺地域の居住者など様々な人が訪れ交流できる施設となっている。

＜教職員及び学生の情報倫理の確立に関する取り組み＞

2012 年１月に、本学の情報資産の保護と活用および適切な情報セキュリティ対策を講じ

ることを目的とした「情報セキュリティ対策に関する規程」を制定し、本学の情報セキュ

リティに関する総括的な意思決定を行う情報セキュリティ最高責任者を置いた情報セキュ

リティ対策施策推進および責任体制を明確にした（資料８-４）。併せて、「早稲田大学情報

セキュリティポリシー」を制定し、学内外へ広く公開した（資料８-５【ウェブ】）。

また、情報倫理に対する啓発活動として、学生は入学時に、教職員は、毎年度に、情報

セキュリティ、著作権や個人情報の保護に関わる注意事項を取りまとめたオンデマンドコ

ンテンツによるセミナー受講を促している。加えて、リーフレット（日・英）を学生・教

職員向けに発行し、注意喚起を行っている（資料８-６【ウェブ】）。

点検・評価項目③： 図書館、学術情報サービスを提供するための体制を備えているか。

また、それらは適切に機能しているか。

評価の視点１： 図書資料の整備と図書利用環境の整備

・図書、学術雑誌、電子情報等の学術情報資料の整備

・国立情報学研究所が提供する学術コンテンツや他図書館とのネッ

トワークの整備

・学術情報へのアクセスに関する対応

・学生の学習に配慮した図書館利用環境（座席数、開館時間等）の

整備

評価の視点２： 図書館、学術情報サービスを提供するための専門的な知識を有する

者の配置

＜図書資料の整備と図書利用環境の整備＞

◇図書、学術雑誌、電子情報等の学術情報資料の整備

本学の教育・研究を支える学術情報管理・提供基盤として、全学の図書館・図書室合わ

せて延べ 560 万冊の蔵書数を所蔵、契約電子資料数は 68 万タイトル以上に及ぶ（資料８-

７）。2019 年度からは世界の学術機関で導入されているクラウド型図書館システム「Alma」

を導入し、紙媒体と電子媒体の一元的な管理が可能となっている（資料７-30）。

◇国立情報学研究所が提供する学術コンテンツや他図書館とのネットワークの整備

国立情報学研究所が提供する CiNii Books に本学図書館の雑誌所蔵状況を提供し、国内

大学図書館からの参照を可能としている。また、機関リポジトリについては、国立情報学

研究所が提供する「JAIRO Cloud」に参加、同システムを通じて本学の研究成果を発信して
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いる（資料７-30、８-８）。さらに、慶應義塾大学、同志社大学、一橋大学、関西大学、ア

ジア経済研究所などと図書館間相互利用協定を結んでいる。また、世界最大の図書館ネッ

トワークである「OCLC」に参加し、世界的な学術情報ネットワークの形成に寄与している。

◇学術情報へのアクセスに関する対応

所蔵資料の情報を「蔵書検索システム WINE」でウェブ上から検索可能としている。ま

た、各図書館で学生、教職員の資料相談に対応する「レファレンス・サービス」を実施し、

学術情報へのアクセスに関する支援を整備している。さらに、国内外の他大学図書館から

の資料取寄せサービス（Interlibrary Loan: ILL）を担い、所蔵していない場合にも研究

者の学術情報ニーズに対応できる体制を整備している。

◇学生の学習に配慮した図書館利用環境（座席数、開館時間等）の整備

中央図書館については、授業期間中は日曜日も含めて毎日開館している。2018 年度の開

館日数は 323 日、月曜日から土曜日の開館時間は 13 時間に及ぶ。中央図書館だけでなく、

４つのキャンパス図書館、さらには各学術院において教員図書室、学生読書室等を設置し

ておりその数は本学全体で 23館に及び、所属学部の近くで各学術院の学問構成に応じた図

書館利用ができる環境を整備している。座席数は本学の図書館・図書室全体で 4728 席に及

ぶ。これに加えて、学内各所にラーニング・コモンズ「W Space」を設置し、多様な学習ニ

ーズにあわせた環境整備を行っている。

＜図書館、学術情報サービスを提供するための専門的な知識を有する者の配置＞

図書館へ配属された職員に対して独自の研修を課し、図書館、学術情報サービスの基盤

整備を担うために必要な知識を習得する機会を与えている。加えて、国立国会図書館や私

立大学図書館協会等の外部機関の研修情報を図書館内で共有し、図書館内各箇所の業務で

必要なスキルについて、外部研修への参加を推奨している。

点検・評価項目④： 教育研究活動を支援する環境や条件を適切に整備し、教育研究活動

の促進を図っているか。

評価の視点１： 研究活動を促進させるための条件の整備

・大学としての研究に対する基本的な考えの明示

・研究費の適切な支給

・外部資金獲得のための支援

・研究室の整備、研究時間の確保、研究専念期間の保障等

・ティーチング・アシスタント（ＴＡ）、リサーチ・アシスタント（Ｒ

Ａ）等の教育研究活動を支援する体制

＜研究活動を促進させるための環境整備＞

◇研究に対する基本的な考え
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中長期計画 Waseda Vision 150 に則り、20年後に確固たる国際研究大学の地位を確立し

たい。本学が考える国際研究大学とは、世界に伍する研究者集団を有し、かつ国際的な頭

脳循環の一環を担うことのできる大学である。そのためには、研究の多様性と活性を支え

る若手研究者の層を厚くすると同時に、組織的研究活動を担う力のある経験豊かなシニア

層まで、全年齢層にわたって生産性の高い研究者を擁する体制が必須である。その上で、

国際的な評価指標で少なくとも主要国立大学と遜色ないアウトプットを出し、かつ強い分

野では国際的なプレゼンスを一層示すことのできる研究推進を実行する。さらに、学費に

頼らない自律的な研究推進体制の構築、すなわち「研究の事業化」を実現することが重要

と考えており、そのためには、外部資金獲得額の増加、特に未来投資戦略 2017 に掲げられ

ている「2025 年までには少なくとも企業から国内の大学・研究開発法人への投資を３倍に

する」という目標を踏まえ、民間からの外部資金流入を大幅に増やすべく、研究大学強化

促進事業、オープンイノベーション機構の整備事業等の文部科学省補助金を活用し、URA

体制を強化しつつ研究活動を促進させるための重層的な環境整備に取り組む。

◇研究費の適切な支給

学内研究費・助成制度として、個人研究費、学会出張補助費、海外学会出張補助費を支

給して、各研究者が行う学術研究活動を支援している（資料８-９【ウェブ】）。

◇外部資金獲得のための支援

文部科学省「オープンイノベーション機構の整備事業」に採択され「研究社会実装拠点」

を開始している。当該拠点は競争領域における産学連携活動を実施する研究プラットフォ

ームとして機能させており、建設中の新研究棟(2020 年竣工予定)を活用して実施する「研

究の事業化」の象徴でもある。当該拠点を活用して民間からの研究資金を増大させるため、

分野を代表する若手教員らによる共同研究群（リサーチ・ファクトリー）の結成、クリエ

イティブ・マネージャー(CM)のサポートによるカウンターオファーを含めた企業への提案

力および知財戦略や法務マネジメントを強化し、研究シーズと事業化ニーズがオープンか

つ多様にネットワーキングができる場を創出していく。

その上、重点的な支援として、リサーチイノベーションセンターが分野別・府省ごとの

公的競争的資金の情報調査・分析を行い、大学をあげて申請する公的プロジェクト・プロ

グラム、比較的大型の公的プロジェクトに対して申請を支援している。研究者・研究チー

ム単位の公的競争的資金等に対してもリサーチイノベーションセンターURA が各部局の関

連教員に働きかけ、プロジェクトの獲得、立ち上げ、運営を含め申請を支援している。ま

た、世界に向けて本学の研究力をアピールするためにアウトリーチ担当のリサーチイノベ

ーションセンターURA と研究推進部、広報室が連携し、研究活動ウェブサイト、SNS、その

他さまざまな媒体を通じて、最新の研究成果や研究者の紹介など、研究に関連する情報を

集約して発信しており、研究成果を社会一般への理解や結び付きを強めるだけでなく、研

究者のモチベーション向上を誘引するとともに、その成果が研究事業の審査時にも実績と

なって寄与するなど、アウトリーチを行うことで新たな研究費獲得の機会にも繋がってい

る。

さらに、自立性・持続性のある研究体制の確立を目的の１つとして研究院で推進してい
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る重点領域研究プロジェクトにおいて、大型研究費に申請する場合には、申請調書等のチ

ェック、図表作成支援等のメニューを提供し、カフェテリア型の支援サービスを行うこと

で、大型研究事業の採択率向上に努めている。またこれに関連して、研究者個々が大型科

研費（特別推進研究、新学術領域研究（領域代表）、基盤研究（S））に申請する場合も同様

の支援サービスを提供し、大型科研費の採択件数向上に繋げている。

この他、全学的な支援として、外部資金による研究活動を支援するための競争的学内研

究費として、特定課題研究助成費を支給している。国内外に幅広く存在する公的研究事業・

民間研究助成の公募情報を収集し、学内のウェブサイト、イントラネット、教員向けメー

リングリスト（事前登録制）を用いて定期的に情報提供している。

◇研究室の整備、研究時間の確保、研究専念期間の保障等

教員の職務を、研究、教育、大学運営、社会連携の四職務とし、それぞれに重みを持た

せる新しい教員制度に基づく運用と裁量労働制の運用を行っている。各学術院長が新任教

員に四職務とその重み付けを提示し運用している。

専任教員には特別研究期間制度を整備しており、原則１年以内の期間で教育活動や大学

運営に関する職務が免除され、研究に専念することができる。

研究スペースについては、専任教員に対する研究室の整備のほか、本学の研究力強化方

針に沿った研究プロジェクトの創出、拡大を加速することを目的に、研究力強化本部所管

の戦略的研究スペースとして、2014 年度から研究力強化施設を運営している。同施設は、

主にチーム型・組織型研究、社会課題接続型研究、国際共同研究等を推進するプロジェク

トに対して提供している。

研究大学強化促進事業の財源をもとに、本学の将来を牽引する「強い研究者」を育てる

支援策として、「次代の中核研究者育成プログラム」を 2015 年度から開始した。このプロ

グラムは、研究者が研究に専念しやすい環境を構築することを目的としており、これまで

14 人の研究者を支援している。

◇ティーチング・アシスタント（TA）、リサーチ・アシスタント（RA）等の教育研究活動を

支援する体制

2017 年度に従前のティーチング・アシスタント（TA）制度の見直しを行い、新たに高度

授業 TA が設置された。高度授業 TAは、授業担当教員の直接指示に基づき授業に参画し、

主体的に教務上の補助を行うことが業務とされており、グループディスカッション、グル

ープワークなどのサポートを行うことが期待されている（資料４-36）。また、高度授業 TA

が配置されている授業は教員相互による授業見学対象の科目となっており、教員が授業見

学を行うことで学生の主体的授業参加を促すための優れた教育手法や高度授業 TA の活用

事例の共有が図られている（資料４-37【ウェブ】）。

また、研究プロジェクト等の効果的推進、研究体制充実および若手研究者の育成を図る

ため、リサーチ・アシスタント（RA）および研究補助者の制度を導入している。リサーチ・

アシスタントは原則として本学大学院博士後期課程の正規学生のうちから、研究代表者の

推薦に基づいて、箇所長が嘱任を行っている。



101

点検・評価項目⑤： 研究倫理を遵守するための必要な措置を講じ、適切に対応している

か。

評価の視点１： 研究倫理、研究活動の不正防止に関する取り組み

・規程の整備

・コンプライアンス教育及び研究倫理教育の定期的な実施

・研究倫理に関する学内審査機関の整備

＜研究倫理、研究活動の不正防止に関する取り組み＞

◇規程の整備

本学は、研究活動に携わるすべての教職員・学生に係る倫理的な態度と行動規範を定め

た「早稲田大学学術研究倫理憲章（資料８-10）」や「産学官連携活動等に伴う利益相反に

関する基本方針（資料８-11）」などに基づいて研究活動を推進している。これらを体現す

るために、本学では次の規程を整備し、研究機関が責任を持って不正行為の防止に関わる

よう体制を整備している。

・研究活動に係る不正防止および不正行為への対応に関する規程（資料８-12）

・研究活動に係る不正防止および不正行為への対応に関する規程施行細則（資料８-13）

・公的研究費に関する利益相反マネジメント規程（資料８-14）

また、「研究活動に係る不正防止および不正行為への対応に関する規程」に基づき、定期

的に「早稲田大学における公的研究費に関する不正使用防止計画（資料８-15）」を策定し、

ウェブサイトにおいて広く周知している。

◇コンプライアンス教育及び研究倫理教育の定期的な実施

「研究活動に係る不正防止および不正行為への対応に関する規程（資料８-12）」に基づ

き、定期的にコンプライアンス教育および研究倫理教育を実施している。

一例として、昨今、頻発している情報漏えい、研究倫理違反、ハラスメントなどの教職

員による不祥事を未然に防止し、大学人としての社会的使命を担うための必須の基本常識

を修得することを目的として、2013 年４月から、全教職員を対象としてオンデマンド形式

の「教職員セルフマネジメントセミナー」を開講している。このセミナーは、３つの動画

コンテンツから構成されており、その１つとして学術研究倫理に関する動画コンテンツを

提供している。これら３つの動画コンテンツを視聴したうえで、確認テストに全問正解す

ることによって受講が完了することとしている。なお、常に社会環境の変化に全教職員が

対応できるよう、コンテンツや確認テストは３年に１度、見直しを行っている。

◇研究倫理に関する学内審査機関の整備

生命倫理や実験の安全に関係する法令等を遵守するため、次のとおり各種規程を制定し、

学内審査機関を整備している。各々が対象となる研究や実験について実験計画の審査と適

正実施の点検を行っている。

・人を対象とする研究倫理

「人を対象とする研究に関する倫理規程」（資料８-16）を制定し、「人を対象とする研究
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に関する倫理委員会」を設置している。

・遺伝子組換え実験

「生物実験安全管理規程」（資料８-17）「生物実験安全管理規程（遺伝子組換え実験）施

行細則」（資料８-18）を制定し、「遺伝子組換え実験審査委員会」を設置している。

・動物実験

「生物実験安全管理規程」（資料８-17）「生物実験安全管理規程（動物実験）施行細則」

（資料８-19）を制定し、「動物実験審査委員会」を設置している。

・ヒト ES細胞およびヒトゲノムに関する研究

「ヒト ES細胞の使用に関する規程」（資料８-20）および「ヒトゲノム・遺伝子解析研究

に関する規程」（資料８-21）を制定し、「ヒト ES細胞研究倫理専門委員会」、「ヒトゲノム・

遺伝子解析研究倫理委員会」を設置している。

さらに上記に加え、2019 年４月から「病原体等の管理に関する規程」（資料８-22）を制

定し、バイオセーフティ委員会を設置した。

点検・評価項目⑥： 教育研究等環境の適切性について定期的に点検・評価を行っている

か。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行って

いるか。

評価の視点１： 適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価

評価の視点２： 点検・評価結果に基づく改善・向上

＜教育研究等環境の適切性についての定期的な点検・評価と改善・向上＞

◇Waseda Vision 150 の核心戦略・プロジェクトにおける点検・評価

Waseda Vision 150 において、全学的な PDCA サイクルによる点検・評価を実施するため、

各核心戦略・プロジェクトについて、半期ごとに前年度立案した当年度事業計画に対する

進捗確認を数値目標や KPI、定性的な指標を織り交ぜながら、全学的な委員会である Waseda

Vision 150 推進本部・推進会議で進捗を確認し、半年単位での是正をはかるとともに次年

度の事業計画に反映している。

◇教育研究等の環境整備に係る定期的な点検・評価と改善・向上を担う体制の構築

Waseda Vision 150 のプロジェクトとして教育研究等の環境整備を位置づけることで、

年度毎の計画と実施状況の報告を定期的に行い、推進本部における点検・評価を受け、必

要な改善に取り組む PDCA サイクルで実行している。

また、施設管理を効率的に行うための施設利用情報データベースを整備し、全学の施設

利用計画について審議・決定を行う「施設利用委員会」を毎月開催している。全学の施設

利用計画について一元管理を行うことにより、本学の事業計画を見据えた最適な施設利用

を推進することができている。

さらには、キャンパスにおける施設整備の課題の把握や整備を行ったことによる学生の

利便性の改善等に関する評価を目的として、学生の空間利用状況や満足度の調査を適宜行

っている。直近の調査は 2017 年５月と７月に行っており、この結果、2014 年に完了した
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３号館建替えによる効果とラウンジ環境の改善の必要性が明らかとなり、従来型のラウン

ジをグループ学習等にも利用できるような環境へと整備を行った。

◇情報化推進に係る定期的な点検・評価と改善・向上を担う体制の構築

本学の情報化推進体制は、情報化推進基本方針の策定、情報化推進重点事業の計画およ

び体制の決定を職務とした情報化推進委員会、技術的視点や教育・研究活動における ICT

利用者の視点で情報化推進委員会から諮問された事項を審議する情報化推進諮問委員会、

情報関連システムの開発等の情報化推進重点事業毎の実行計画の策定、実行状況の確認を

担うステアリングコミッティ（部会）を設置している（資料８-23）。情報化推進委員会は、

総長を委員長とし、教育、研究、業務を担当する理事を委員とし、総長のリーダーシップ

のもと、大学全体の事業と整合した情報化推進を可能とする構成としている。情報化推進

諮問委員会は、技術的視点、ICT 利用者視点から専門的知見を有した教員を委員とし、情

報化推進重点事業の具体的な計画の妥当性を技術・利用の両面から点検可能な構成として

いる。また、ステアリングコミッティは、開発する情報関連等を利用する業務部門等の役

員等を部会長とし、業務部門等と情報部門の役職者をメンバーとし、システム開発によっ

て明らかになる制度的・運用的課題に対して実効性のある対応策が策定可能な構成として

いる（資料８-24【ウェブ】）。

◇図書資料・図書利用環境に係る定期的な点検・評価と改善・向上を担う体制の構築

契約している電子資料の利用については、定期的に利用統計を確認し、利用状況に応じ

て継続や新規導入の可否を検討している。図書館情報リテラシー教育を中心とする学習支

援活動についても、実施状況を学術院ごと、開催時期ごとに明らかにし、全学図書行政を

協議する「図書連携協議会」が設置する「学習支援連携委員会」で確認し、今後の方針を

協議している。また、2018 年度には同じく「図書連携協議会」が「ビッグディール契約の

あり方に関する検討委員会」を設置し、本学の教職員、学生に対して「電子ジャーナルの

利用実態に関するアンケート調査」を実施した。図書館の利用状況については、23の各図

書館・図書室について、入館者数、貸出冊数、所蔵資料数などを毎年度調査し、統計にま

とめたうえで、図書館年報（資料７-30、８-７、８-８）を発行、図書館の箇所目標策定な

どに活用している。

◇研究環境の整備に係る定期的な点検・評価と改善・向上を担う体制の構築

Waseda Vision 150 における点検・評価に加え、国際研究大学の確立を加速化する研究

大学強化促進事業においても、年度単位で文部科学省による事業計画・事業報告に対する

点検が行われている。さらに定点チェックとして、本事業５年目に中間評価を受け、更に

その先の５年後と本学の将来構想についても検討し、本事業での事業計画と Waseda Vision

150 での取り組みを一体化させることで相乗的な点検・評価が行われている。

（２）長所・特色

＜学生の声を生かした多様な学びの場の整備＞

多様な学びの場の整備は重点施策として位置付け、それぞれ特徴を持ったラーニング・
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コモンズを整備している。Waseda Vision 150 において毎年実施している、学生が大学に

対して提言を行う「Waseda Vision 150 Student Competition（資料７-56【ウェブ】）」に

おいて提案され実施につながり、学生が交流や活動などで気軽に使用できるスペースとし

て具現化された「W Space」は、ICT 環境と TA（ティーチングアシスタント）によるサポー

トを充実させたラーニング・コモンズであり、早稲田・西早稲田・戸山キャンパスにおい

て順次整備している。また、図書館のラーニング・コモンズとして、2017 年には所沢図書

館、2018 年度には中央図書館において整備を進めており、今後も引き続き整備拡充してい

く計画である。さらに、学生行動調査の結果、前述のようなサポートの無い学生ラウンジ

もその什器の種類によっては学びの場として活用されていることが少なくないことが明ら

かとなり、従来型のラウンジのリニューアルを順次進めている。

＜高度な教育・研究活動を支える情報基盤の構築＞

ネットワーク環境等の整備に関しては、2016 年に学生・校友向けメールシステムを、2017

年教職員向けメールシステムを、クラウドサービスを基盤とした Waseda メールへ順次更新

した。Waseda メールへの更新により、利用者メールボックスを大容量化したほか、スマー

トフォン、タブレット等の多様な情報機器に対応するなど、利便性が向上し、迷惑メール

やウィルスメールの対策、マルウェア感染やフィッシングによる情報漏えいの防止など、

セキュリティ対策も強化した。また、無線 LAN 利用環境の拡充整備について、教室を中心

に 2011 年時点の 951 台の３倍を超える 3113 台（2018 年時点）の無線 LAN アクセスポイン

ト数に拡充整備を行い、本学早稲田キャンパス、戸山キャンパス、西早稲田キャンパス、

所沢キャンパスのほぼ全ての共通教室で無線 LAN が利用できる環境となった。また、上記

４キャンパス以外のキャンパスにおいても無線 LAN 利用環境の整備を実施している（資料

８-25【ウェブ】）。さらに、学外の研究者等、来訪者が主たる利用者となるゲストハウス等

の施設を対象に、公衆無線 LAN を展開し、本学の ID を持たない者でも無線 LAN 接続できる

環境も順次提供した。教育研究活動において、学生・教職員のみならず、多様な人が集う

大学という場において、利用シーンに応じた無線 LAN 利用環境の拡充整備を実施している。

＜図書資料の整備と図書利用環境の整備＞

◇図書、学術雑誌、電子情報等の学術情報資料の整備

資料の所蔵数は国内有数の規模を誇り、蔵書冊数は国内大学で第４位である。国宝２点、

重要文化財５件をはじめとする貴重な資料を所蔵するとともに、「古典籍総合データベース」

を通じてこれらの資料の画像を公開、世界中の研究者が参照し、研究している。電子ジャ

ーナルを中心とする学術雑誌の購読については、海外出版社との契約交渉を行う大学図書

館コンソーシアム連合「JUSTICE」の運営において中心的な役割を担い、ビッグディール契

約によって潤沢な電子資料を学内研究者に提供している。

◇国立情報学研究所が提供する学術コンテンツや他図書館とのネットワークの整備

日本で最も早く OCLC に参加したことで、世界中の大学図書館や研究者から、本学図書館

の存在が認知されている。また、本学図書館は「国公私立大学図書館協力委員会」の常任

幹事館として、国内大学図書館のネットワーク形成に寄与するとともに、国立情報学研究
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所と大学図書館の連携協力の枠組みを形成している。また、慶應義塾大学、同志社大学、

一橋大学、関西大学とは図書館間で相互利用協定を結んでおり、特に慶應義塾大学とは

2019 年９月から図書館システムの共同導入、書誌情報の共同作成といった連携を行ってい

る。

◇学術情報へのアクセスに関する対応

2019 年９月から新システムを導入し、WINE を「ディスカバリー・サービス」にリプレイ

スした。これにより、紙媒体・電子媒体の一元的発見が可能となる。図書館情報リテラシ

ー教育に関しては、授業に出張して学生に資料探索法を講習する「授業支援」や、学生が

任意に参加できる「情報検索ワークショップ」「データベース・セミナー」など、様々な形

で充実を図っている。また、2013 年度から「早稲田大学図書館ボランティアスタッフ LIVS」、

2017 年度から「図書館 LA（ラーニング・アシスタント）」といったスチューデント・ジョ

ブの制度を開始、大学院生が学部生の資料探索相談にのる環境を整え、提供している（資

料７-30）。

◇学生の学習に配慮した図書館利用環境（座席数、開館時間等）の整備

開館時間や座席数の充実だけでなく、「アクティブ・ライブラリ構想」の下、次世代型学

習スペースの整備としてラーニング・コモンズの設置を進め、量だけでなく質の面からも

図書館利用環境を整えている。2017 年度に所沢図書館、2018 年度には中央図書館において

ラーニング・コモンズを開設した。会話可能なスペースの拡大や、無線 LAN 環境の整備、

PC の貸出、プリンタの設置など、現代の学習環境に適した図書館利用環境の整備を進めて

いる（資料７-30、８-７、８-８）。

◇産官学連携のワンストップ体制構築

学内外の研究案件に関わる窓口の一本化と産学連携を重視した研究推進体制強化の一環

として、2019 年６月に研究戦略センター、産学官研究推進センター、オープンイノベーシ

ョン戦略研究機構、インキュベーション推進室を束ねた新研究支援組織「リサーチイノベ

ーションセンター（RIC）」を発足した。副総長（研究推進、情報化推進担当）がセンター

長を務め、４部門に責任者を配置した。これによって、文部科学省「オープンイノベーシ

ョン機構の整備事業」の進捗に合わせた企業との共同研究の強化に係る URA 機能が強化さ

れるとともに、各学術院、各キャンパスの研究関連事務が兼務する形態を取ることで、内

外の企業・研究機関・自治体・府省等からの問い合わせ対応や必要情報伝達の迅速化を図

ることを可能とする体制を構築した。

◇特色のある各種諸制度の例

学術論文に係る補助制度を整備しており、研究成果の発信を支援するため、学術雑誌等

に研究論文等を掲載（ウェブ掲載を含む）する場合や投稿論文を英訳・校正等する場合、

必要経費の一部を補助している。また、インパクトの高いジャーナルに投稿論文が掲載さ

れた場合は、より手厚く必要経費を補助している。

特定課題研究助成費のなかには、外部資金獲得のための基盤作りおよび外部資金を補完
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する支援、若手・アーリーキャリア研究者のための支援、研究活動の新たな展開と高度化

を促進させる支援、研究活動の新たな展開と高度化を促進させる支援、科学研究費助成事

業の採択結果に応じた研究継続のための支援や応募課題発展のための支援がある。科学研

究費助成事業の獲得では、若手研究者の研究計画調書を研究分野の近い研究者がチェック

する取り組みを行っている。

研究力のある本学研究者が大型の科学研究費助成事業を獲得できるよう、本学のグルー

プ会社を活用して情報収集や申請準備の支援を行っている。

大型の競争的研究費等を獲得した研究者に対しては、教育活動にかかる負担を軽減し研

究に専念できるよう、非常勤講師等を充てることで、授業のコマ数を軽減する大型研究等

特別支援プログラムを実施することで、教育研究環境を整備している。本学研究者が妊娠・

育児等に携わる期間中、リサーチ・アシスタント（RA）や研究補助者の配置により研究活

動の継続を支援し、研究力の維持・向上や研究成果発信、外部資金獲得を促している。

研究力強化施設として、現在、学内各キャンパス（早稲田キャンパス・西早稲田キャン

パス・喜久井町キャンパス・本庄キャンパス等）の研究力強化施設・約１万 1000 ㎡を管理・

運営している。今後、研究開発センター地区に建設中の新研究棟 121 号館（2020 年４月完

成予定、地下１階・地上６階、研究面積約 7000 ㎡）を研究力強化施設と位置付けることが

決定している。同研究棟は、研究大学強化促進事業（文部科学省）で掲げる「研究の事業

化」や Waseda Vision 150 の目標を達成するための実践施設として位置づけ、特に産業界

とのオープンなコンソーシアム型研究と秘密保持契約に基づくクローズドな研究の双方が

運用可能な設計としている。

次代の中核研究者育成プログラムでは、研究者のニーズに応じ個別支援(研究支援者、ス

ペース、アウトリーチ等)を集中的に実施し、研究成果の更なる生産性と質向上に加え、チ

ーム型研究遂行力の向上を通じた高度な研究人材の育成を進める。

＜研究倫理、研究活動の不正防止に関する取り組み＞

研究倫理、不正防止に関する取り組みを広く周知することを目的として、専用のウェブ

サイト「研究倫理オフィス」を公開している。

これに加え、小冊子「学術研究倫理ガイド」（資料８-26）と「利益相反マネジメントガ

イド」（資料８-27）を制作し、教職員を対象に配付している。さらに本学のイントラネッ

トではその電子データ版にいつでもアクセス可能な環境を提供している。

研究者のバックグラウンドの多様化に対応し、本学ではコンプライアンス教育および研

究倫理教育いずれも日本語または英語で受講できるように整備しており、また、フレキシ

ブルな受講が可能なように全てのコンテンツをオンデマンド方式としている。さらに研究

倫理教育については、研究分野に応じて研究者等がより適切な教育コンテンツを選択でき

るように、本学独自のコンテンツ（『【教職員対象】「研究倫理」指定科目』）以外に日本学

術振興会の研究倫理 e ラーニングコース（eL CoRE）、一般財団法人公正研究推進協会 APRIN

の e ラーニングプログラム（eAPRIN）など学外のコンテンツも含めた複数の教材を認定し

ている。

なお、これらの教育の受講管理に関しては、全研究者等の受講状況とその理解度を機関

として個人単位で把握し、未受講者が受講完了となるまで未受講者本人に対してきめ細か
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な連絡等のフォローを行っている。

＜研究環境の整備に係る点検・評価＞

2013 年度に採択された研究大学強化促進事業を活用して国際研究大学の地位の確立を

加速すべく「研究の組織化」「研究指向の展開」「国際化の推進」の三方針を掲げて URA 体

制の整備を背景に研究環境の整備に取り組んでおり、本事業５年目での中間評価において、

私立総合大学としての特性を生かし、大学の将来計画に向けた改革と本事業とを一体的に

推進している点が高く評価され、最高の S 評価を獲得した。これは、自主経費 100 億円を

投じて研究開発センター地区に新研究棟 121 号館を整備する取り組みやそのための運用計

画等が評価されたものと理解している。

（３）問題点

＜情報セキュリティの脅威への対策＞

クラウドサービスを基盤としたメールシステムの提供や無線 LAN 利用環境の拡充に伴い、

誰もが簡単に様々な情報サービスへアクセスできるようになった一方で、情報セキュリテ

ィの脅威が高まった点が問題としてあげられる。年々、高度化、巧妙化するセキュリティ

脅威に対して、技術的対策とともに学生、教職員への情報セキュリティの脅威の耐性を高

める取り組みが必要となる。そのため、その時々に適合した情報セキュリティに関する注

意事項が反映された教育用オンデマンドコンテンツの更新を検討し、学生、教職員を対象

としたセミナーの質的向上を目指す。

＜図書、学術雑誌、電子情報等の学術情報資料の整備＞

海外の学術資料は電子ジャーナルを中心に毎年価格上昇が続き、本学のみならず、全世

界の大学・学術機関で、安定的な提供が難しくなっている。加えて、為替変動や税率変動

などのリスクも大きく、国内大学図書館のコンソーシアム連合「JUSTICE」による交渉にも

限界が見えている。本学図書館においても、ビッグディール契約による豊富な電子資料の

提供に様々な課題が生じており、全学図書行政を協議する図書連携協議会が「ビッグディ

ール契約のあり方に関する検討委員会」を設置し、議論を重ねている。

（４）全体のまとめ

本学では、教育研究等環境の整備をも盛り込んだ総合的な中長期計画である Waseda

Vision 150 を策定し、ネットワーク・ICT 環境の整備、ラーニング・コモンズをはじめと

した学生の多様な学習ニーズに対応した新たな空間の創造など、学生が安心して快適に教

育を受けられるよう、バリアフリーにも対応した施設設備を進めている。また、世界に伍

する研究者集団を有し、かつ国際的な頭脳循環の一環を担うことのできる国際研究大学を

目指すにあたり、あらゆる研究環境整備を進めている。

この教育研究環境整備の適切性は、Waseda Vision 150 における全学的な PDCA サイクル

の中で自己点検・評価を実施し、不断の改善・向上に努めている。

これらの状況から、教育研究等環境の整備に関する取り組みは、大学基準を充足してい

ると判断できる。
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第９章 社会連携・社会貢献

（１）現状説明

点検・評価項目①： 大学の教育研究成果を適切に社会に還元するための社会連携・社会

貢献に関する方針を明示しているか。

評価の視点１： 大学の理念・目的、各学部・研究科の目的等を踏まえた社会貢献・

社会連携に関する方針の適切な明示

＜人類社会に貢献するグローバルリーダーの育成＞

◇大学の社会貢献・社会連携に関する方針

学問研究は、学理の考究に留まらず、文化、社会、産業への活用の道を拓くことによ

ってさらに発展する。本学では、「学問の活用」を教旨として掲げ、学理考究とそれに裏付

けられた実践との相互作用を通して新しい時代を切り拓くことを目指している。本学の教

育研究成果を社会に還元することはまさにこの理念に沿うものである。

また、本学の教旨では、「模範国民の造就」も掲げている。本学の創立者である大隈重

信は、この「模範国民」について、「模範的国民とならんとすれば、知識のみではいかぬ。

道徳的人格を備へなければならぬ。而して一身一家、一国の為のみならず。進んで世界に

貢献する抱負が無ければならぬ。」と述べており、社会に貢献する人材を輩出することも本

学の理念の一つである（資料１-２【ウェブ】、９-１【ウェブ】）。

本学はこれらの理念のもと、「21 世紀の教育研究グランドデザイン」（2001～2007）、

「Waseda Next 125」（2008～2012）といった中長期計画を策定し、学術研究を通じて、社

会の発展に貢献してきた。この方向性を踏襲しつつ、創立 150 周年に向けて「Waseda Vision

150」を 2012 年に策定、検証と改善を繰り返しながら不断の改革を実行している。2019 年

事業計画では、Waseda Vision 150 を Next Stage へと昇華させ「貢献の早稲田」を３つの

柱の１つとし、「たくましい知性」と「しなやかな感性」を持った、人類社会に貢献するグ

ローバル人材の育成をめざしている。そのために、「社会」を学びの場とし人間的力量を育

成する教育プログラムや、地域連携の取り組みなどに力を入れている。本学の社会貢献・

社会連携の拠り所となっている Waseda Vision 150 および核心戦略は、本学ウェブサイト

にて明示されており、本学構成員のみならず社会に対して周知されている（資料９-２【ウ

ェブ】）。

◇Waseda Vision 150 における関連プロジェクト

本学の理念である三大教旨をもとに作成された中長期計画 Waseda Vision 150 では、13

の核心戦略と核心戦略実現のためのプロジェクトが設置されているが、その内下記の４つ

が社会連携・社会貢献に関連するプロジェクトである（資料９-３【ウェブ】）。

・人間的力量の増進プロジェクト

・教育・研究・大学経営・社会貢献における校友との連携プロジェクト

・新たなコミュニティ形成のための基盤施設整備プロジェクト

・地域との連携による文化発信と施設の有効活用プロジェクト



109

点検・評価項目②： 社会連携・社会貢献に関する方針に基づき、社会連携・社会貢献に

関する取り組みを実施しているか。また、教育研究成果を適切に社

会に還元しているか。

評価の視点１： 学外組織との適切な連携体制

評価の視点２： 社会連携・社会貢献に関する活動による教育研究活動の推進

評価の視点３： 地域交流、国際交流事業への参加

＜さまざまな社会連携・社会貢献＞

本学では、リサーチイノベーションセンター、教務部教育連携課を中心に、それぞれ研究、

教育の分野で社会との連携事業に取り組んでいるが、他にも平山郁夫記念ボランティアセ

ンター（WAVOC）、グローバルエデュケーションセンター、エクステンションセンター、文

化推進部等の箇所がそれぞれの特色を活かし相乗効果をたかめるよう社会連携活動を展

開している。

2016 年には、総長室に社会連携課を設置し、社会と大学との連携の一次窓口として、社

会からの連携要望を大学の該当する箇所につないでいる（資料９-４、９-５【ウェブ】）。

◇研究分野での取り組み

研究面での産学連携を強力に推し進め

るため、情報通信技術活用による低炭素

化に貢献する研究を産学連携で進める

「グリーン・コンピューティング・シス

テム研究機構（2011 年４月〜）」（資料

９-６【ウェブ】）、スマート社会技術に

関する７つの研究所がそれぞれ産学コン

ソーシアムを構成する「スマート社会技

術融合研究機構（2014 年７月〜）」（資

料９-７【ウェブ】）、自動車技術分野の

国際競争力を維持・発展させながら、産

学が連携して次世代自動車へとスムーズ

に橋渡しを展開していく「次世代自動車

研究機構（2014 年 10 月〜）」（資料９-

８【ウェブ】）、産官学連携によるナノ・

ライフイノベーション研究の世界的なプラ 2014 年 11 月 4 日日本経済新聞朝刊より

ットフォームを形成することを目指す「ナノ・ライフ創新研究機構（2015 年４月〜）」（資

料９-９【ウェブ】）等の研究機構を創設し、それぞれ産学連携のプラットフォームを構築

してきた。

このほか、産業界や研究機関との包括協定を結ぶことで研究・教育が融合した幅広い産

学連携も進めており、例えば日本電信電話株式会社（NTT）との間では、同社との包括協定
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に基づき、個別の要素技術研究に加え、「人とロボットの共生社会の実現」という観点か

ら、ビジョン策定段階より産学が連携して共同研究に取り組む研究「ビジョン共有型共同

研究」を 2017 年度から進めている。

地方自治体とも協力し、早稲田の研究力を生かして地域の課題解決を進める取り組みを

進めている。例えば、早稲田の研究シーズの活用を含め、体系的な起業家教育プログラム

に取り組む EDGE-NEXT プログラム（文部科学省支援事業）でのノウハウを生かし、2018 年

度から富山県と連携して、「新規事業創造インターンシッププログラム」を開始し、県下

の企業が提示する具体的課題に対し本学学生が実践的な提案を行った（資料９-10【ウェ

ブ】）。

また、学内の発明技術に対するインキュベーション活動も積極的に行っている。早稲田

大学の研究シーズを介した社会課題解決と共同研究、知財収入、配当収入等の外部資金獲

得とを強力に進めるモデルを構築するため、早稲田大学の研究成果を基にしたベンチャー

ビジネスに投資、ハンズオンを行う２社の外部ベンチャーキャピタル（VC）と提携契約を

結び、ベンチャー向けファンドの創設と起業化の促進に関するプロセスを強化した（資料

９-11【ウェブ】）。

◇教育分野での取り組み

教育分野の社会連携では、社会を教育の場とする「社会連携教育」を実践している。企

業と連携し、企業が実際に抱える問題の解決策を学生チームが提案する「プロフェッショ

ナルズ・ワークショップ」（正課外プログラム）は 2007 年度に開始し、2018 年度まで延べ

1054 人の学生と 80社の企業が参加している。

2017 年度には、自治体と連携し、地域課題の解決策を提案するプログラムとして「地域

連携ワークショップ」（正課外プログラム）を立ち上げ、2018 年度までに７自治体と連携

しワークショップを行った。このワークショップは、GEC が提供する「地域連携実践」プ

ログラムの構成要素ともなっている。地域連携の全体像を学ぶ科目、地域連携に関するス

キルを学ぶ科目群の履修と地域での実践活動であるワークショップへの参加により修了

要件を満たすプログラムとなっている。地域におけるワークショップの具体例を挙げると、

岩手県田野畑村が世界に誇る観光地「北山崎」をさらに魅力的にするためのお土産に関す

るアイデアや活性化プランを提案する活動、佐賀県唐津市において、地域住民の方々や地

元企業、国（環境省）、自治体等にヒアリングを行い、大学生ならではの視点で、自然エ

ネルギーによるまちづくりの方向性を考える活動などが挙げられる。このプログラムは、

全学の学生が履修可能であり、本学の学生には、卒業後も何らかの形で地域に貢献するこ

とが期待されている（資料９-12【ウェブ】、９-13）。本プログラムによる学生の提案は企

業、自治体からの評価も高く、また学生にとっては、企業や地域の人々等多様な価値観を

持つ他者との相互理解を経験する、貴重な機会となっている。

また、社会貢献においては、2002 年に平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）を

開設し「社会と大学をつなぐ」「体験的に学ぶ機会を広く提供する」「学生が社会に貢献す

ることを応援する」を掲げ、学生による社会的なボランティア活動を推進している。さら

に、WAVOC では、大学の知や学生の力を最大限社会に還元するには、単なるボランティア

活動の機会提供・仲介では不十分と考え、様々な科目やボランティアプロジェクトを学生
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に提供することにより、学生が社会的問題に気づき、考え、行動することを促し、今日、

そして将来の社会貢献活動を担う人材を育成することを目的としている。

具体例を挙げると、東日本大震災で被害を受けた宮城県気仙沼市本吉町前浜地区におい

て、椿を中心とした植樹活動を実施し、地域の森林を再生するプロジェクト、島根県海士

町とブータンの交流を通じて、ブータンが抱える地方問題への解決策を見出すことを目的

とするプロジェクトなどが挙げられる。このように、本学の社会貢献、地域交流は海外に

までその舞台を広げている。WAVOC により提供されている単位となるボランティア関連の

「正課科目」と、ボランティアプロジェクト・学生サークルなどの「課外活動」を展開し、

その参加者は 2018 年度には約 1 万 4000 名となり、センター開設以来延べ 17 万人以上に

のぼる（資料７-14【ウェブ】）。

その他、教育分野での社会への貢献という点では、本学の教員が、全世界を対象に無償

でオンライン講座を提供している WasedaX の取り組みも挙げることができる。この取り組

みは、MOOCs（MassiveOpen Online Courses：大規模公開オンライン講座）の提供機関で

ある edX との提携に基づくものであり、2016 年１月から英語で講座を配信している。総合

大学の強みを生かし、災害、ビジネス、日本語教育、IT関連など様々な分野の講座を提供

している（資料９-14【ウェブ】）。

◇地域交流・国際交流の取り組み

本学はこれまで、共同研究、ボランティア活動、地域の活性化のための商品開発提案な

ど、様々な連携を多くの企業や自治体と行ってきており、近年では、「少子高齢化」や「人

口減少」などの様々な地域課題が挙げられる中で 、自治体等から大学に対し、多くの期待

と連携の要望が寄せられている状況にある。そこで、本学は、自治体との連携窓口となる

「社会連携課」を新たに設置し、地域との交流を促進している。2018 年度現在、企業と自

治体合わせて 185 におよぶ協定を締結している（資料９-15）。

例えば、本学創立者・大隈重信の出身地である佐賀県と、2006 年に「佐賀県と早稲田大

学との協働連携に関する基本協定書」を締結し、人材交流や調査・研究活動等のほか、佐

賀県で行う大隈祭への本学応援部の参加や、本学開講講座「早稲田を知る」における県関

係者の参画、本学広告研究会による「早稲田の聖地・さが」PR 事業等、様々な事業を展開

している（資料９-16【ウェブ】）。

また、2008 年には、「奈良県と早稲田大学との協働連携に関する基本協定書」を締結し、

様々な分野の受託研究を軸に 44 の事業を展開してきた。中でも、奈良の木ブランド課との

吉野材の利活用をテーマとした事業は、当該協定に基づく事業から独立し６年を迎え、地

域の方々と本学の教員や学生の連携が緊密なものとなっている（資料９-17）。

国際交流という観点からは、オリンピック・パラリンピック推進事業への取り組みが挙

げられる。例えば、元オリンピアンを講師として招いて研修を行ったうえで、2018 年２月

には平昌オリンピック競技大会に本学の学生を派遣し、同大会の運営に貢献している。ま

た、本学では、2020 東京大会に向けてアスリートの育成に取り組むとともに、学生をボラ

ンティアとして派遣することにより、学生に異文化、ダイバーシティ、障がい者に対して

理解を深める機会を提供するとともに、東京大会の円滑な運営に貢献する予定である。

さらに、所沢キャンパスや東伏見キャンパスの本学施設を海外選手団の事前練習場や大
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会の公式練習場として提供することや指導者の派遣、海外選手の招聘などを通じて、本学

の選手と海外の選手の交流の機会を提供するだけでなく、スポーツ途上国への支援も行っ

ていく予定である（資料７-17【ウェブ】）。

点検・評価項目③： 社会連携・社会貢献の適切性について定期的に点検・評価を行って

いるか。また、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行

っているか。

評価の視点１： 適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価

評価の視点２： 点検・評価結果に基づく改善・向上

＜適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価＞

本学の社会連携・社会貢献は、本学の理念に基づいて策定された Waseda Vision 150 の

核心戦略をその拠り所としており、中長期計画の内部質保証システムにより点検・評価を

行っている。具体的には、半期ごとに前年度立案した当年度事業計画に対する進捗確認を

数値目標や定性的な指標を織り交ぜながら、全学的な委員会である Waseda Vision 150 推

進本部・推進会議で進捗を確認し、半年単位での是正をはかるとともに次年度の事業計画

に反映している。

＜社会連携・社会貢献における改善・向上への取り組み＞

◇研究分野での取り組み

研究分野での社会連携・社会貢献に関しては、本学の産学連携活動や技術の活用状況等

について定期的な検証を行い、活動内容や進め方の改善等に関する検討を随時行っている。

本学の技術移転活動や知的財産の獲得・管理については、知的財産戦略会議を開催し、

各箇所で研究推進に当たっている役職者から担当であるリサーチイノベーションセンター

にフィードバックする形で、助言を得る形としている（資料９-18、９-19）。個別企業との

共同研究についても、例えば先に述べた NTT との包括協定については、年に１回、本学と

NTT の要職者が集い、研究の進捗と次年度以降の計画について話し合う機会を設定してい

る（資料９-20）。

◇教育分野での取り組み

教育分野については、学内における各プログラムの関係者で構成する「人間的力量の増

進プロジェクト」を 2017 年度に発足、年間計画を立て、定期的に各プログラムの活動状況

を共有し、改善について協議し、翌年度以降の計画立案、活動に活かしている。また、2017

年度から社会連携課が中心となって、学内各箇所での社会連携活動について情報収集を行

い、年度毎に集計、公開することで、大学全体の社会連携活動の現況を確認することがで

きるようになった。

（２）長所・特色

研究分野での社会連携・社会貢献に関しては、本学の教員による技術移転活動や社会貢
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献の動きは活性化しており、民間企業からの受託・共同研究の受入件数が、2018 年度は 1164

件（2012 年度は 444 件）となっており、海外企業との共同研究等も活性化している傾向に

ある。本学学生も含めた旺盛な起業意欲は、国内大学第７位 82 件（2018 年度経済産業省

調べ）という起業数にも表れている。

本学では、多様な学生を受け入れることをその理念の１つとしており、全国各地から学

生が入学している。多様な背景を持った学生が学内で切磋琢磨し、地域連携の取り組みや

地方でのインターンシップ、ボランティア活動によって、地方の活性化に貢献・活躍する

ことで都市部から地方への人的循環を生み出すことが期待されており、実際に地方で活躍

する卒業生の姿も目にするようになってきた。

特に、「理論＋実践」という体験的に学ぶ機会を多く提供することが、本学の特徴であり、

社会連携の体系とスキルを学んだ後に実践するプログラムを全学の学生に提供することで、

学生の「課題を社会的枠組みの中で考える力」、「解決に向かって行動する力」を伸ばし、

卒業後は国内外の社会貢献活動で先頭に立てる人材育成に力を入れている。

（３）問題点

研究分野での社会連携・社会貢献に関しては、技術移転活動等は活性化しているものの、

例えば民間企業との受託・共同研究については１件当たりの受入単価が高くない（全国平

均と同程度の 200 数十万円）など、企業の事業戦略上の課題解決に大学としてより組織的

に関与・貢献し、より大型な共同研究の獲得と大きな社会課題の解決を進めていく必要が

ある。第８章の点検・評価項目④で示した「オープンイノベーション戦略研究機構」はま

さにそのような視点からの取り組みであるが、今後はこれを全学展開していくことが課題

である。

上述の研究、社会連携教育に位置づけられたもの以外にも、各箇所が自主的に多様な活

動を展開しているが、必ずしもすべての活動実態が把握されているわけではない。2017 年

度から社会連携課が学内の実態調査を行い、さらに精緻なデータベースを構築し、産学官

連携活動の推進を期待されている。

（４）全体のまとめ

本学においては、国内の大学、企業、自治体、団体等と多くの連携協定を締結し、連携

活動を展開している。また、研究室、学生サークルの独自活動、ボランティア活動を含め

ると、総体として、大規模な社会連携・貢献活動を行っていることとなる。これらの取り

組みは、取り組みそのものが社会貢献につながっているが、それに加えて人間力と洞察力

を備えたグローバルリーダーとして社会に貢献する人材を育成する礎となっている。この

ことから、今後も全体状況を把握し、それぞれの活動を相互に関連させながら、さらに充

実した社会連携、社会貢献活動を展開していきたい。
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第 10 章 教育研究等環境

第１節 大学運営

（１）現状説明

点検・評価項目①： 大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現

するために必要な大学運営に関する大学としての方針を明示して

いるか。

評価の視点１： 大学の理念・目的、大学の将来を見据えた中・長期の計画等を実現

するための大学運営に関する方針の明示

評価の視点２： 学内構成員に対する大学運営に関する方針の周知

＜大学の理念・目的実現のための大学運営に関する方針の明示・周知＞

本学は 2012 年 11 月に、建学の理念に基づき創立 150 周年にあるべき姿を見据えた中長

期計画 Waseda Vision 150 を策定した。その中で、Waseda Vision 150 の目標実現に向け

て 13 の核心戦略および核心戦略実現のためのプロジェクトを設置し、Waseda Vision 150

実現に向けた具体的な施策を実行することを明示している（資料１-56【ウェブ】）。また、

20 年の中長期計画である Waseda Vision 150 では、５年を１つの STAGE と位置づけ、Waseda

Vision 150 実現に向けた STAGE ごとの実行計画に沿って施策を進めている。

Waseda Vision 150 の核心戦略・プロジェクトの基本方針、計画については、ウェブサ

イトを通じて学内構成員のみならず広く社会に周知している。あわせて、年度内の取り組

みについては、専任教職員に対して Newsletter として不定期にメール配信するだけではな

く、「Waseda Vision 150 Annual Report（資料２-20【ウェブ】）」を作成し、ウェブサイト

を通じて学内構成員のみならず広く社会に公開している。

点検・評価項目②： 方針に基づき、学長をはじめとする所要の職を置き、教授会等の組

織を設け、これらの権限等を明示しているか。また、それに基づい

た適切な大学運営を行っているか。

評価の視点１： 適切な大学運営のための組織の整備

・学長の選任方法と権限の明示

・役職者の選任方法と権限の明示

・学長による意思決定及びそれに基づく執行等の整備

・教授会の役割の明確化

・学長による意思決定と教授会の役割との関係の明確化

・教学組織（大学）と法人組織（理事会等）の権限と責任の明確化

・学生、教職員からの意見への対応

評価の視点２： 適切な危機管理対策の実施
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＜適切な大学運営組織の整備＞

本学では、大学運営にかかわる組織等は、上述した大学運営の方針に沿い、関係法令に

基づき、次のように大学運営組織を整備・編成している。

◇学長と役職者の選任方法と権限の明示、学長による意思決定及びそれに基づく執行等の

整備

本学では、学校法人の理事長と学校法人が設置する大学の学長が兼任する「総長制」を

採用し、「早稲田大学校規（寄附行為）（以下「校規」という。）（資料１-１）」および総長

選挙規則（資料 10-１-１）および同施行規程（資料 10-１-２）等の規約において、選任方

法（選挙による）を定めている。また、その意思決定および執行の基準、手続等について

も、校規および関連規約・基準等において明示している。学術院長等の役職者については、

早稲田大学学術院規則（資料 10-１-３）等の規約において選任方法を定めている。

なお、教学の最高意思決定機関である学術院長会は、「総長が招集し、かつ議長となる」

と規定しており、大学運営にかかわる重要事項の審議については、学長のイニシアティブ

を担保している。

◇教授会の役割の明確化、学長による意思決定と教授会の役割との関係の明確化

各学術院の教授会等の役割、権限等については、早稲田大学学則（資料１-４）および早

稲田大学学術院規則に明記されている。また、教学面における最上位の審議機関として、

総長および各学術院長で構成される学術院長会を置き、早稲田大学学術院長会規程（資料

２-１）の定めるところに従い、総長のイニシアティブの下、教学に関する重要事項につい

て、法人および教学のバランスを考慮した合意形成を図る体制を実現している。

◇法人組織と教学組織の権限と責任の明確化

法人組織の意思決定については、校規第 15 条第２項で理事会を「この法人の業務を決し、

理事の職務の執行を監督する」会議体と位置づけ、法人業務の執行責任を明確にしている。

評議員会については、校規に規定されている事項および法人の重要事項のうち理事会にお

いて必要と認める案件について審議し、理事会提案に対し同意の議決を経る会議体として

位置づけ、理事会の業務執行に対してのチェック機能を果たしている。また、理事会から

決定権を付託された事項を審議し業務の執行を決する経営執行会議、法人部門の各部門間

の調整および主に職員組織、職員人事等職員にかかる案件を審議する部長会、総長から権

限を付託された常任理事または理事による所管部門内の業務を決するための稟議決裁（電

子決裁システム）があり、意思決定の判断基準である付議基準を定めている。

一方で、学校法人が設置する大学内に組織された教学機関では、同一系統の大学院・学

部等の主体的かつ一体的な運営を目指し、学部教育、大学院教育および研究機能の一層の

強化を図ることを目的として 2004 年９月からスタートした「学術院」体制のもと、学部教

授会および研究科委員会を一体化した「学術院教授会」により意思決定が行われている。

これにより、教学事項の意思決定のスピードが増し、学部・研究科間の一体性がさらに増

した。全学的な教学事項の意思決定においては、各学術院等の間にまたがる事項について

は、教務担当教務主任会、学生担当教務主任会および全学アドミッションズ会議の議を経
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て、学術院長会で審議することにより教学部門全体の調整を図っている。

◇学生からの意見への対応

Waseda Vision 150 の実現に寄与する施策について、学生から提案を募集する「Waseda

Vision 150 Student Competition」（資料７-56【ウェブ】）では、優れた提案については、

大学のプロジェクトとして実行する上での参考にする旨をうたっており、具現化された例

も存在する。

また、「学生は、教職員とともに大学を支え進化させる一員である」という考え方の下、

学生が学内外で就労体験を通じて自律的キャリア形成に繋がる仕事に就く「スチューデン

ト・ジョブ」制度を導入していることにより、学生が積極的に大学運営に関わる姿勢が浸

透している。

◇教職員からの意見への対応

2018 年 11 月に第 17 代総長に就任した田中愛治総長は、2018 年 12 月から 2019 年４月に

かけ学内全箇所を訪問し、今後の大学運営に関する方針を説明したうえで、教職員との意

見交換を実施した。教職員一人ひとりと対話することにより、教職員からの意見を直接聞

く機会が設けられ、教職員の意見を踏まえた大学運営が行われている。

また、専任職員、常勤嘱託職員から業務の効率化・コスト削減等の気づきに関する提案

を募集する「業務改善に関するご意見 BOX」を設け、優れた提案については、大学運営に

取り入れている。

＜適切な危機管理対策の実施＞

本学では、教育研究活動、組織の管理運営または教職員、学生その他の構成員に負の影

響を及ぼす可能性のある様々なリスクを管理する体制およびコンプライアンスを推進する

体制を一体的に構築することで、本学の安定的発展および価値の向上を図ることを目的に、

早稲田大学リスク管理およびコンプライアンス推進に関する規則（資料 10-１-４）を制定

しリスク管理およびコンプライアンスの推進にあたっている。

◇リスク管理・コンプライアンスに関する最高責任者、統括責任者の設置

本学では、総長を最高責任者とした危機管理の体制を構築し、リスク管理・コンプライ

アンスに関する情報を速やかに集約し、的確な危機管理を行っている。また、より迅速で

具体的な運用を実現するために、総長が指名した理事を統括責任者とし、政策の実施を行

っている。具体的には、リスク管理およびコンプライアンス推進に関する実行計画の策定、

リスク管理・コンプライアンス推進体制の整備、リスク発生時の対策本部の設置、早稲田

大学におけるリスクおよびコンプライアンスに関する情報の集約（危機発生状況報告書の

整理）を行っている。

◇リスク管理・コンプライアンス推進委員会の設置

リスク管理・コンプライアンス推進委員会を設置し、リスク管理およびコンプライアン

ス推進に関する啓発活動、リスクコンプライアンスに関連する委員会の情報共有、リスク
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アセスメントの実施および優先して対策すべきリスク（優先リスク）の抽出、優先リスク

の具体的対策の推進を行っている。

◇不正行為等通報窓口

不正行為等通報窓口と、受理した通報に適切に対応するためにリスクマネージャー（総

務部長）を置き、通報窓口で受理した通報およびを遅滞なく精査し、その主管箇所等に対

応を依頼している。なお箇所長等は、対応を依頼された案件にすみやかに対応することと

している。また、通報窓口で受理した通報のうち、特に重要と認められるものを総括責任

者に報告し指示を仰ぐ体制を構築している。

＜BCP の取り組み＞

◇BCP（事業継続計画）の策定

大地震等の災害対応力強化を目的とし、2017 年から BCP プロジェクトを組織し、2019

年４月に「早稲田大学 BCP」（資料８-２【ウェブ】）を策定・公開した。従来の防災計画に

おける発災直後の初動対応を見直すとともに、復旧対応として授業等再開までの中期的対

応事項を規定した。

◇初動対応

災害対策本部傘下に 24の対策室を組織し、所管建物を設定することで、網羅的・機動的

に初動対応（在館者確認や建物点検等）できる体制を整えている。また本部への優先参集

要員や本部長代行順位を定め、大学全体の意思決定が円滑になされる体制を組んでいる。

また、管理職全員（一部携帯メール）が LINE WORKS をインストールし、全学規模の不測の

事態に備えている。

◇復旧対応

帰宅困難者や地域住民避難所対応といった数日から数週間に及ぶ災害対応に備えている。

また授業・行事再開へ向けた対応事項を全部署（本部・学部）で約 200 項目を抽出し、目

標対応時間を設定（発災～２ヶ月まで）。優先順位を明確化し、早急な復旧を目指している。

点検・評価項目③： 予算編成及び予算執行を適切に行っているか。

評価の視点１： 予算執行プロセスの明確性及び透明性

・内部統制等

・予算執行に伴う効果を分析し検証する仕組みの設定

＜予算執行プロセスの明確性及び透明性＞

◇内部統制

2012 年度に、業務集中化プロジェクトとしてアカウンティングセンターを立ち上げた。

立ち上げの目的は、経理処理業務を集中化し、専門的なスタッフが継続的に従事すること

によりノウハウを蓄積し、ミス発生の危険性を軽減することで、本学経理処理の適正化と
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内部統制の強化を図ることである。

アカウンティングセンターは、各箇所で起票された支出伝票の内容チェックと支出承認

を集中的に処理することで、経理処理業務の適正性・効率性を高める機能に加え、利害関

係のない第三者的な立ち位置での支出内容チェックを行うことによる内部牽制機能を担っ

ている。

また、私立学校法および本学の校規に基づく監事による監査、私立学校振興助成法に基

づく監査法人による会計監査および本学の経理規程に基づく内部監査を実施している。

監査法人による会計監査は、本部での期中監査および決算監査に加えて、複数箇所への

実地監査も定期的に実施している。また、日常的な会計処理上の指導も随時受けることが

可能で、監査時期を待たずに適正な経理処理を推進できる体制になっている。

なお、監査法人の監査結果は、業務運営上の課題とともに監査意見書にまとめられて、

監査法人から監事に適正に報告されている。また、本学は、経営の効率性やリスク管理の

観点から、業務監査を行う部門として監査室を設置し、会計監査と業務監査との相互の連

携を強化している。

◇単年度の予算編成

中期財政見通しをふまえ、中長期の事業計画である Waseda Vision 150 を継続的に実行

していくことを前提に単年度の予算編成方針を策定し、編成に基づき作成した予算編成フ

ロー（資料 10-１-５）に沿って予算編成を行っている。なお、予算編成方針（資料 10-１-

６）は学術院長会等で学内に説明するとともに公表し、決定した予算（予算書および予算

説明書（資料 10-１-７）)も、ウェブサイトで学内外に広く公表している。なお、予算編

成方針では、単年度の事業計画にもとづく予算重点配分項目を明確化し、財政指標を合わ

せて示している。

◇予算執行

予算執行は、経理規程および調達規程等に基づき執行している。2018 年度から新しい財

務システムを導入し、事業別の予算管理等が可能となった。各箇所に一定の予算執行権限

を持たせることで、調達手続きが迅速化されている。調達価格の一元的な指導を行うこと

を目的とした「見積書事前照合」により１件 150 万円以上の調達に関して、発注前に財務

部が見積りの妥当性を予め検証し、調達手続きの公平性・透明性確保のため各箇所への指

導を行っている。さらに、１件 500 万円以上の稟議決裁を受ける案件について、財務担当

理事が合議を行っている。科学研究費助成事業等の公的資金による物件調達については、

アカウンティングセンター検収担当による検収を徹底している。

◇ロボティック・プロセス・オートメーション（RPA）の導入

支払処理については、各箇所で Excel の統一様式にて起票された支出伝票をロボティッ

ク・プロセス・オートメーション（Robotic Process Automation：RPA）により財務システ

ムへ自動登録し、アカウンティングセンター等の集中処理箇所にてチェック・承認を行っ

ている。これらの運用によって、箇所分散型の調達原則は維持しつつも、二重入力の廃止
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による効率化や入力ミスの削減が実現でき、スキルの高いチェックにより牽制機能を保持

することで、予算執行の効率化と厳格化を図っている。

◇予算執行結果の検証

予算執行の結果として、各箇所の収支状況を「事業活動収支部門別内訳表」（資料 10-１

-８）として作成し、理事会や学術院長会で報告している。また、予算が有効に活用された

かを検証するため、Waseda Vision 150 の取り組みについては KPI・プロセス指標等による

進捗状況の検証をふまえ、次年度事業計画・予算へ反映させている。

点検・評価項目④： 法人及び大学の運営に関する業務、教育研究活動の支援、その他大

学運営に必要な事務組織を設けているか。また、その事務組織は適

切に機能しているか。

評価の視点１： 大学運営に関わる適切な組織の構成と人員配置

・職員の採用及び昇格に関する諸規程の整備とその適切な運用状況

・業務内容の多様化、専門化に対応する職員体制の整備

・教学運営その他の大学運営における教員と職員の連携関係（教職

協働）

・人事考課に基づく、職員の適正な業務評価と処遇改善

＜大学運営に関わる適切な組織の構成と人員配置＞

◇大学運営に関わる適切な組織構成

本学は、早稲田大学事務組織規則に基づき、大学運営の円滑化および管理業務の推進に

資するために、大学本部に本部事務機構を設置し、総長のもとに監査室を設置し、学部等

の事務組織として事務所を設置している。

◇職員の採用及び昇格に関する諸規程の整備とその適切な運用状況

職員の採用においては、早稲田大学職員任免規則（資料 10-１-９）に基づき、本学のミ

ッションと戦略を実現し、かつ、業務の多様化・複雑化・高度化に対応できる人材の確保

を図っている。具体的には、教育と研究の発展に対する情熱と経営マインドを持ち、多様

性と異文化を理解し、主体的に新しいことにチャレンジ・実行できる人材の確保に向けて、

新卒および既卒を定期的に公募し、博士学位取得者、海外学位取得者、海外就業経験者、

外国人等、男女比率を含め、多様なバックグラウンドをもつ専任職員の積極的な採用を進

めている。さらに任期付嘱託職員を対象とした専任職員への登用試験や、育児・介護その

他家庭の事情により退職した専任職員の再雇用制度を設けている。

採用選考においては、客観性を担保するために外部適性テストの活用、面接試験の精度

を高めるために評価者に対する研修等を実施している。また、女性管理職比率の向上を目

標に、女性管理職の公募採用も実施した。

昇格昇給は、「職掌および職級に関する規程」に基づき、専任職員（一般職・医療職）の

昇格要件（在級年数）を満たした者について、人事考課結果等により選考を行い、担当常
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任理事の決裁により法人決定している。また、管理職登用については、公正性・公平性を

担保するために、人事考課に加え、外部機関による第三者アセスメントの結果を参考にし

たうえで、法人会議体付議を経て決定している。

◇業務の多様化、高度化、専門化に対応する職員体制の整備

大学経営における業務の多様化、高度化、専門化が進む中で、高いマネジメント力と専

門性を兼ね備えた職員を養成することが不可欠な状況になっている。Waseda Vision 150

核心戦略 10「教職員の役割と評価の明確化」策定において、職員が担うべき業務機能の全

体を可視化し、必要なスキルや知識情報を整理した４つの表とテキストで構成される「職

員業務スキル基準表」（資料 10-１-10～14）を活用し、高度な判断や創造性、専門性を必

要とする非定型業務とマニュアル化が容易な定型的な処理業務の切り分けを明確にすると

ともに、専任職員、嘱託職員、派遣スタッフの役割を定義した。

専任職員が非定型業務に注力できるよう業務構造改革をすすめている。学内に分散する

処理業務（教務事務、経理、研究費）の集中化、新法人システムの導入による業務改善や

RPA の活用による業務の効率化等により、専任職員の役割を従来型の定型的管理業務から

サービス型業務、意思決定支援業務、高度専門的な管理運営業務、新規事業等を推進する

プロジェクト業務等へシフトさせている。また、広報戦略、資産運用、法務など高度な専

門知識や資格等を必要とする業務については、外部人材を活用するとともに、専任職員の

能力・スキル開発を同時に行っている。

◇教学運営その他の大学運営における教員と職員の連携関係（教職協働・学職協働）

「SDプログラム開発方針」（資料 10-１-15）には教職協働のできる職員の育成を明記し

ている。一例として、新入職員を対象とした教職協働研修では、新入職員が約 10カ月にわ

たって授業運営の支援活動を行うことにより教職協働体験を積み、今後職員が教員と協働

のうえ教育・学修支援においてどのような役割を担い、業務創造・業務改善していくべき

か考察することを目的としている。また、若手職員の発案から始まった「プロフェッショ

ナルズ・ワークショップ」がある。企業が直面している課題に対し、学生と企業のプロフ

ェッショナルズがグループワークを行いながら、企業から提案された課題に対して、学生

が解決策を提案する実践型社会連携教育のプロジェクトである。ワークショップの運営は

職員が中心に担い、教員はオブザーバーとして参加しており、企業、学生、教員、職員に

よる「四身一体」のプロジェクトといえる。

◇人事考課に基づく、職員の適正な業務評価と処遇改善

本学では人材育成を主眼に置いた人事考課（資料 10-１-16）を実施している。目標管理

制度を導入することで、各人が大学のミッションを実現するために、高い目標を掲げ、意

欲を持って成果達成に向けてチャレンジしている。目標設定においては、目標達成に対す

る責任感・当事者意識向上を図るために、箇所ごとに、職員全員の参加する「箇所目標策

定ミーティング」を実施している。また、考課の精度を高めるために、2018、2019 年度に

は、管理職全員を対象として、目標設定・考課スキル向上のための研修を実施した。

考課結果は、昇格・２号昇給・昇給・昇給停止に反映し、成果を収めた者にインセンテ
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ィブを与えることでモチベーションの向上を図っている。

点検・評価項目⑤： 大学運営を適切かつ効果的に行うために、事務職員及び教員の意欲

及び資質の向上を図るための方策を講じているか。

評価の視点１： 大学運営に必要なスタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）の組織的

な実施

＜大学運営に必要なスタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）の組織的な実施＞

◇全教職員に対するスタッフ・ディベロップメント（ＳＤ）の組織的な実施

昨今、頻発している情報漏えい、研究倫理違反、ハラスメントなどの教職員による不祥

事を未然に防止し、大学人としての社会的使命を担うための必須の基本常識を修得するこ

とを目的として、2013 年４月から、全教職員を対象としてオンデマンド形式の「教職員セ

ルフマネジメントセミナー」を開講している。このセミナーは、情報セキュリティ、学術

研究倫理、ハラスメント防止の３つの動画コンテンツを視聴したうえで、確認テストに全

問正解することによって受講が完了することとしている。常に社会環境の変化に全教職員

が対応できるよう、コンテンツや確認テストは３年に１度、見直しを行っている。

◇大学運営を担う者への研修の実施

2018 年 11 月に新理事会が発足した際、全理事・監事を対象に学校法人の役員としての

基本的な知識を身に着け、共通の知識基盤を形成することを目的として、法的責任とコン

プライアンス、学校法人会計・財務分析、大学を取り巻く経営環境を踏まえた経営戦略立

案の進め方などをテーマとした新任役員研修を実施した。

◇職員人材育成

大学のミッションの達成に向けて、職員には、先進的かつ創造的な戦略・施策を企画・

立案し、教員・学生をはじめとしたステークホルダーと協働しながら粘り強く実行してい

くことが求められている。また、グローバルな舞台でリーダーシップを発揮しながら活躍

し、大学あるいは社会に対して新たな価値を生み出していくことが期待されている。

こうした中、2014 年に、全職員が人材育成に関して持つべき心構えである「早稲田大学

職員人材育成行動指針」（資料 10-１-15）、本学が 150 周年を迎える 2032 年までに職員が

目指すべき姿を定め、今後の人材育成プログラム策定の基本方針となる「SD プログラム開

発方針」（資料 10-１-15）、「SDプログラム体系」（資料 10-１-17）、職員に求められる役割

を果たす上で必要となる能力・専門性を明確にした「職員に求められる能力、専門性等」

（資料 10-１-18）、「人材育成イメージ」（資料 10-１-19）を策定した。

とりわけ、マネジメント力、リーダーシップの養成、専門性の向上、グローバル人材の

育成が重要と考え、体系的なプログラムを構築した。2018 年度は 49 のプログラムを実施

し、のべ約 1300 人の職員が受講した（資料 10-１-20）。

このことにより、職員個々の能力・スキル・専門性の向上が図られ、職員に求められる

役割を充分に果たし、大学のミッション達成につながる一方で、職員の活躍する領域が広
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がり、職員個々のキャリア形成の多様化・高度化にもつながっていくことが期待されてい

る。

さらに、2019 年 11 月に職員理事が全職員に発信した「多様性をいかした、強い職員組

織をめざして」（資料 10-１-21）では、業務で発揮するために備えるべき３つの力として

「革新力」「信頼力」「成長力」の行動指針が示され、職員が今後何をめざすべきかについ

て考える契機となった。

また、職員の専門性向上を図るために、職員業務スキル基準表（資料 10-１-10～14）を

作成している。職員業務を分析し、各業務に必要とされるスキルレベルを明確にすること

で、各職員が必要とされるスキル・知識を網羅的・体系的に把握することが可能となって

いる。必要とされるスキル・知識を身につけるための OJT・研修・自己啓発等を改善・新

規開発することにより、職員の資質の向上と、意欲ある職員のキャリア開発に活用してい

る。

上記に加え、2019 年６月から新人事システムを導入し、職員各人の人事関連情報（基本

的な個人情報、異動履歴、給与情報、人事評価結果等）、研修履歴、能力・スキル・資格、

キャリアプランに関する情報等を統合し、必要な人に必要な情報を可視化した「職員ポー

トフォリオ」が使用開始となり、これを人材育成、自己啓発、適正な人材配置、人的資源

分析、採用計画立案等に活用していく。

点検・評価項目⑥： 大学運営の適切性について定期的に点検・評価を行っているか。ま

た、その結果をもとに改善・向上に向けた取り組みを行っているか。

評価の視点１： 適切な根拠（資料、情報）に基づく点検・評価

評価の視点２： 監査プロセスの適切性

評価の視点３： 点検・評価結果に基づく改善・向上

＜大学運営の適切性の定期的な点検・評価、改善・向上＞

本学の事業は中長期計画 Waseda Vision 150 の下に実行されており、Waseda Vision 150

では、半期ごとに前年度に立案した当年度事業計画に対する進捗確認を数値目標および定

性的な指標と織り交ぜながら、全学的な委員会である Waseda Vision 150 推進会議、推進

本部で評価し、半年単位での是正をはかるとともに次年度の事業計画に反映している。

また、Waseda Vision 150 の核心戦略の１つとして、核心戦略 12「進化し続ける大学の

仕組み創設」を掲げており、事務組織のあり方等を含む大学運営については、理事会にお

いて不断の見直しを行っている。例として、Waseda Vision 150 核心戦略７「独創的研究

の推進と国際発信力の強化」、核心戦略９「新たな教育・研究分野への挑戦」実現に向けて、

研究推進部内の組織改編を行い、リサーチイノベーションセンターを設置した。このセン

ターは、既存の研究推進関連箇所の機能である研究戦略機能、オープンイノベーション機

能、産官学連携推進機能など、産官学連携の推進に必要な一連のノウハウや支援機能がす

べて集約されており、研究に関するワンストップサービスを実現し、さらなる研究推進に

向けた組織体制を構築している。
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＜監査プロセスの適切性＞

◇内部監査

「内部監査規程」を改正し、2009 年度から、監査室を総長直轄機関として業務執行ライ

ンから独立させ、公正性および客観性を担保する体制に変更した。監査室は室長を含む７

名体制で、毎年度監査基本計画（資料 10-１-22）を策定して財務監査および業務監査を実

施しており、特に業務監査については、内部統制システム監査（経理処理監査、公的研究

資金監査、公的教育資金監査、資金運用に係る業務監査）として各主管部局による全学的

な執行管理の適正性および業務処理の有効性・効率性について検証するとともに、テーマ

監査も別途実施している。

なお監査結果については、監査対象部局へのフィードバックのほかに、総長、監事、理

事会および学術院長会に報告している。

◇監事監査

2011 年に「監事監査規程」を制定した。2015 年６月には「早稲田大学校規」が定める監

事の定数を従来の「２人」から「２人以上４人以内」と改正し、監事監査体制の強化を進

めている。

監事は、年間を通して 20 回以上開催される理事会に出席して意見を述べるとともに、評

議員会や Waseda Vision 150 推進会議、リスク管理・コンプライアンス推進会議等に出席

するほか、年度ごとに学内数か所の施設視察・部局面談、総長・理事面談等を行っている。

また 2016 年 12 月からは、監事監査支援を行う監査室との連係強化および監事相互の連携

強化を図ることを目的として原則月１回の監事・監査室定例意見交換会を行っており、監

事の希望に従い、大学を取り巻く学内外状況に関する監査室からの情報提供や、学内で進

行中の事業や課題に関する関係部局から監事への説明の場としても活用している。

◇三様監査

三様監査のうち監事監査を担う監事と会計監査人監査を担う監査法人および内部監査を

担う監査室が面談を年３回開催し、会計監査計画、中間報告、決算報告等を受けるととも

に意見交換を行い、三者による連携に努めている。

◇公益通報制度の整備

2009 年 10 月、本学における業務の適正を確保するため、教職員等からの組織的または

個人的な法令違反行為等に関する通報または相談に対する適切な仕組みを定めることによ

り、法令違反行為等の早期発見、防止および是正を図るとともに、公益通報者保護法に基

づき、公益通報者、公益通報に係る調査に協力した者および被通報者の人権を保護し、も

って本学に対する社会的信頼の確保と向上に資することを目的として「公益通報者等の保

護等に関する規程」を制定し、公益通報制度を整備した。通報に対する対応は同規程に基

づき、教職員５名および学外者２名の委員で構成される公益通報対応委員会が行っており、

事務局は監査室が務めている。
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（２）長所・特色

◇世界に信頼され常に改革の精神を持って進化し続ける大学の仕組み構築

本学は 2012 年に、建学の理念に基づき創立 150 周年にあるべき姿を見据えた中長期計画

Waseda Vision 150 を策定した。その中で、Waseda Vision 150 実現に向けて 13の核心戦

略および核心戦略実現のためのプロジェクトを設置し、あわせて 2032 年の数値目標を設定

することで、Waseda Vision 150 実現に向けた具体的な施策を実行している。

また、Waseda Vision 150 の推進に向けて、総長を本部長、２名の副総長を副本部長と

する Waseda Vision 150 推進本部と総長が指名する理事、ビジョンに基づく 13 の核心戦略

の実行責任者である理事・本部部長等を構成員とする Waseda Vision 150 推進会議を設置

し、各核心戦略・プロジェクトの進捗状況の検証と改善を行うことで、実効的な PDCA サイ

クルの構築を行っている。あわせて進捗状況は「Waseda Vision 150 Annual Report（資料

２-20【ウェブ】）」を作成し、ウェブサイトを通じて広く社会に公開している。

本学は、他大学に先駆けて、具体的な数値目標を設定した中長期計画を策定し、その進

捗状況も含め広く社会に公開していること、総長のリーダーシップのもとで実効的な PDCA

サイクルをいち早く構築していることは長所・特色と言える。今後も、たゆまぬ検証・改

善を繰り返しながら、世界に信頼され常に改革の精神を持って進化し続ける大学を目指し

ていく。

◇監査体制の強化

本学では、総長の下に監査室を置き、室長を含めて７名の体制を組んでいる。これは、

私立大学の中では非常に充実したものと言われている。また、公的研究資金に関する監査

は国から研究機関に義務付けられているため競争的研究費の配分を受けている大学はいず

れも実施しているが、公的教育資金についても定期監査の対象としているのは珍しい取り

組みと言える。

また、公益通報への対応には委員会方式を採り、かつ監査室が事務局を務めることで、

業務ラインによる対応に比べて独立性、公正性および客観性をより担保する体制となって

いる。

（３）問題点

本学は約 1900 人の専任教員、約 800 人の専任職員、約 5 万人の学生が在籍する大規模大

学である。多様なステークホルダーに対し、大学運営に対する考え方および現状をいかに

共有していくかが継続した課題である。

この課題に対して、2018 年 11 月に就任した田中愛治総長は、本学が世界トップクラス

の大学になるという「決意と覚悟」を今、全教職員が持つ必要があるとし、全教職員がこ

の価値観を共有することを目的として、2018 年 11 月に全教職員、学生を対象とした「新

総長・新理事会（理事・監事）の紹介・学内説明会」の開催、および 2018 年 12 月から 2019

年４月にかけ学内全箇所を訪問し、教職員との意見交換を実施した。

今後も、大学運営に対する考え方を共有し、あらゆるステークホルダーが同じ理念のも

とで一体となった大学運営を目指していきたい。
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（４）全体のまとめ

本学は、建学の理念に基づき創立 150 周年にあるべき姿を見据えて 2012 年 11 月に策定

した中長期ビジョン「Waseda Vision 150」に基づき、５年を１つの STAGE と位置づけ、STAGE

ごとの実行計画に沿って各種施策を進めている。また、大学運営に係る各種規程を整備す

るとともに、教学・法人部門の役職者の選任方法・権限を明確に規定し、公正な大学運営

を実現している。あわせて、事務組織規程に基づき適切な事務組織体制を構築するととも

に、規程に基づいた職員の採用、昇給、昇格の実施、業務の多様化・高度化・専門化に対

応した様々な SD プログラムを用意し、高度職員人材を育成する仕組みを構築している。

この大学運営の適切性については、Waseda Vision 150 における全学的な PDCA サイクル

の中で自己点検・評価を実施し、不断の改善・向上に努めている。とりわけ、Waseda Vision

150 の核心戦略の１つとして、核心戦略 12「進化し続ける大学の仕組み創設」を掲げてお

り、総長のリーダーシップのもとで実効的な PDCA サイクルを他大学に先駆けいち早く構築

している。

これらの状況から、大学運営に関する取り組みは、大学基準に十分適合していると言え

る。
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第２節 財務

（１）現状説明

点検・評価項目①： 教育研究活動を安定して遂行するため、中・長期の財政計画を適切

に策定しているか。

評価の視点１： 大学の将来を見据えた中・長期の計画等に則した中・長期の財政計

画の策定

評価の視点２： 当該大学の財務関係比率に関する指標又は目標の設定

＜Waseda Vision 150 実現と財政計画＞

◇事業・財務計画会議の設置

Waseda Vision 150 実現のためには、相応の財政基盤を永続的に構築していくことが必

要である。よって、本学では事業計画と予算を一体審議し、中期財政計画（資料 10-２-１）

の立案および単年度予算の編成・執行に関する総合的な検討・調整を行うことを目的とし

て事業・財務計画会議を設置した。毎年の予算編成も、事業・財務計画会議（資料 10-２-

２）での審議を通じて行われており、予算を重点的に配分する施策等を確認している。な

お、事業・財務計画会議の議長は総長であり、常任理事および理事等で構成され、スピー

ド感のある方針の検討がなされている。

＜財務関係比率に関する指標・目標の設定＞

◇中期財政見通しと財政指標の設定

本学は、Waseda Vision 150 を実現させるため、入試・教育・研究・国際等の各分野に

おいて改革を一層推進していく方針である。そのためには一定の投資が必要となり、その

財源として、寄付金や補助金、研究費等の外部資金の獲得のほか、効率的な資金運用によ

る資産運用収入の確保に努めるとともに、経費の削減も必要となる。大学を取り巻く環境

が一段と厳しくなる中で、本学の将来計画を実現していくには、経常的な収支で投資を含

む支出を賄っていくことを目標として、経常収支差額の一定額確保を財政指標としている。

財務指標の目標値を設定する上で、財務計画の裏付けを有した事業計画立案のために、

３か年の中期見通しを作成の上、単年度事業計画並びに予算計画を策定し、これに基づい

て経常収支差額 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

上の確保を財務指標の目標に設定している。この目標数値は、施設設備を維持する財源を

確保し、安定的な財務基盤を構築するために、毎年度継続的に確保する必要がある目標額

として設定している。

＜主な財務比率＞

本学では、前述のとおり事業計画を背景とした財務計画の中で必要となる経常収支差額

を財務指標の目標として設定しているので、具体的な財務関係比率は目標に設定はしてい

ないが、以下の関係比率のいくつかは決算時に確認している。
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◇事業活動収支計算書関係比率

教育の質向上のため、教員数を増やしており、その点では人件費比率・人件費依存度と

も上昇傾向にある。なお、奨学金制度の拡充や各種研究費の増加、また情報化や国際化の

推進等に伴い、教育研究に重点的に予算配分してきた結果、「教育研究経費比率」は全国平

均を上回っている。

◇貸借対照表関係比率

貸借対照表関係比率のうち「自己資金構成比率」は、有利子負債の圧縮等によって年々

改善してきているが、「流動比率」や「消費収支差額構成比率」については、教育研究環境

の整備・充実を最優先課題として取り組んでおり、支出全体が増加傾向にあるため改善が

進んでいない。

点検・評価項目②： 教育研究活動を安定して遂行するために必要かつ十分な財務基盤

を確立しているか。

評価の視点１： 大学の理念・目的及びそれに基づく将来を見据えた計画等を実現す

るために必要な財務基盤（又は予算配分）

評価の視点２： 教育研究活動の遂行と財政確保の両立を図るための仕組み

評価の視点３： 外部資金（文部科学省科学研究費補助金、寄附金、受託研究費、共

同研究費等）の獲得状況、資産運用等

＜Waseda Vision 150 実現に向けた財務基盤確立のための取り組み＞

◇財務指標の策定プロセス

前述の通り、事業・財務計画会議にて、事業計画と中期を含めた予算計画を一体で審議

している。そこでは、収入の大部分を占める学納金収入のシミュレーションを行い、施設・

設備計画（情報化投資計画含む）、人事計画、重点施策を含めた議論を行っている。財政指

標は毎年度見直すこととしており、事業計画や事業の達成状況をふまえた柔軟な対応が可

能である。

＜教育研究活動の遂行と財政確保の両立を図るための取り組み＞

◇予算の集中化（重点項目）

教育研究の発展のためには、一定の投資が必要となるが、そのすべてのニーズに対応す

ることは難しい。よって、事業・財務計画会議において、事業計画に沿った内容の事業を

重点項目として選定し、特別な予算措置を行うこととしている。

◇財源確保策

重点項目の財源を確保するとともに、目標とする財務指標を達成するために収支構造の

見直しと予算の有効活用を継続的に実施している。具体的には、必要性・有効性・優先度

の観点から自己点検を行い、収支の状況によっては前年度予算比マイナスシーリングを行
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うなどの対応を行った。このように、ニーズに合わせた予算措置は行うものの、財源には

限りがあるため、新規支出の一定額を自力で捻出する等の取り組みを同時に行っている。

また、本学の目指す教育・研究施策の充実・発展に必要な財政基盤の安定・強化を図る

ため、中長期的な資金確保の有力な一助とすることを目的として、運用収入による財政基

盤の強化を図っている。資金の運用においては、リスク・リターンのバランスを適切に取

り、過少のリスクによって収益機会を逃すことなく（ローリスクローリターン）、また過大

なリスクによって全体の元本を大きく毀損することのないよう（ハイリスクハイリターン）、

いわゆるミドルリスク・ミドルリターンの運用を基本方針としている。年間 20億円ほどの

運用収入を確保しており、奨学金等の原資として活用している。

2018 年度からは、本学が Waseda Vision 150 を推進していくための財政基盤をさらに強

化していくことを目的とした「Waseda Endowment」（資料 10-２-３）を新設し、限定され

た一部の資金についてミドルハイリスク・ミドルハイリターンの運用を長期的安定的に展

開することで、従来以上の高収益を目指している。

＜外部資金の獲得状況＞

◇科学研究費助成事業、受託研究費等の受け入れ状況

科学研究費助成事業や受託研究費等の外部資金の積極的な獲得を推進しており、各年度

の受入実績は次のとおりである。

表10-１ 文部科学省科学研究費助成事業の推移 （単位：件・百万円）

年 度 2013 2014 2015 2016 2017 2018

申請件数（新規） 964 1,075 1,081 1,090 1,074 1,149

採択件数（新規） 344 353 342 344 307 341

全国における順位 12 13 12 12 14 12

採択件数（新規＋継続） 883 929 946 982 964 950

全国における順位 12 12 12 12 12 12

科学研究費（直接経費） 2,125 2,040 1,981 2,097 1,906 2,104

科学研究費（間接経費） 638 612 594 629 572 631

※採択件数・全国順位・直接経費・間接経費の数値は、文部科学省が公開した統計数値（「採

択率・採択件数上位30機関」）による。

表10-２ 受託・共同研究の実績の推移 （単位： 件・百万円）

年 度 2013 2014 2015 2016 2017 2018

受託研究費（件数） 399 366 401 412 411 482

受託研究費（金額） 3,378 3,261 4,072 4,081 3,991 4,754

共同研究費（件数） 323 372 327 373 485 634

共同研究費（金額） 1,233 908 1,019 1,150 1,054 1,280
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◇寄付金の受け入れ状況

Waseda Vision 150 実現のため、寄付金額の増加を目的に校友をはじめとして広く支援

を呼びかけている。月初には理事会で寄付受入目標の達成状況を特記事項とともに共有し

ている。なお、2019 年度には創立 150 周年に向けた募金体制について、理事会集中討議等

で検討を繰り返し、「国内」だけでなく「海外」についても、寄付者層をカテゴライズし、

担当理事統括のもと戦略を立ててアプローチをしていく体制を整備した。以下、各年度の

受入状況を記載する。

表10-３ 寄付件数・金額の推移 （単位： 件・百万円）

年 度 2013 2014 2015 2016 2017 2018

寄付件数

（金銭・物品）

10,278 11,793 13,832 15,126 17,318 17,128

寄付金額

（金銭・物品）

4,322 3,565 4,219 3,710 3,771 3,872

（２）長所・特色

毎年の予算編成の段階から財務指標を定め、経費の削減を行い、捻出した財源により新

規事業を展開することで、財務体質の悪化を抑制しながら教育研究を充実させている。施

設設備面でも、新しい教育を支える各キャンパス整備事業を自己資金によって推進してお

り、財務比率でみても、「自己資金構成比率」を 80％以上維持しながら、かつ「教育研究

経費比率」を 30％以上確保してきている。現段階では安定した財政運営が行われ、教育研

究を遂行するための財政的基盤がほぼ確立されている。

事業計画と予算を一体で審議する事業・財務計画会議の設置により、事業の優先順位づ

け等について実態に即した検討ができるようになった。その成果として大型装置や毎年増

加するデータベース資料費への予算配分等新たに戦略的に予算配分するなど、教育研究活

動の遂行と財務体質の維持の両立を実現している。

（３）問題点

増え続ける教育研究ニーズや各補助金事業の継続のために、新規財源を確保し続けるこ

とが必要である。しかしながら、今後収入増を多く見込めないことから、教育研究環境の

維持・向上のために、一層の経費削減を実行しなければならない。このためには、単なる

予算のマイナスシーリングにとどまらず、既存の諸制度の見直しを行うようなことが必要

である。また、予算統制面では、予算執行の適切さを確保しながらも、一層の効率化が求

められており、物品調達の合理化などの調達制度の見直しを図らなければならない。

（４）全体のまとめ

事業と予算を一体的に検討する事業・財務計画会議を設置し、毎年の予算編成の段階か

ら経常収支差額の目標額を定め、同時に教育研究の重点事業に予算を配分することで、教

育研究活動の遂行と財政確保の両立を図っている。その結果、施設設備面でも、各キャン
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パス整備事業を自己資金によって推進させており、財務比率も一定水準以上を確保してい

る。現段階では安定した財政運営が行われ、教育研究を遂行するための財政的基盤がほぼ

確立されている。更に、寄付金や外部資金の獲得、運用収入等の収入の多様化を図り、よ

り自由度の高い資金を確保することで、一層の教育研究活動の推進を目指す。



131

終章

序章および各章で記載しているとおり、本学では、創立 150 周年である 2032 年を見据え

た中長期計画「Waseda Vision 150」を 2012 年に策定し、これら施策の検証と改善を繰り

返しながら不断の改革を実行している。具体的には、総長のリーダーシップの下、総長を

本部長、２名の副総長を副本部長とする Waseda Vision 150 推進本部と、総長が指名する

理事、ビジョンに基づく 13 の核心戦略の実行責任者である理事・本部部長等を構成員とす

る Waseda Vision 150 推進会議を設置して推進することとしている。ここでは、各核心戦

略・プロジェクトの進捗状況の確認を行い、その進捗状況等に鑑み、プロジェクトの新設・

統廃合や数値目標の見直しを行い、新たな計画・施策の推進を行っており、まさに Waseda

Vision 150 における PDCA サイクルを構築しているのである。また、これら施策の進捗状

況については毎年度の Annual Report として学外にも広く公開している。

公益財団法人大学基準協会における機関別認証評価において、このたび本学が受審する

第３期認証評価では内部質保証がより重要視されているが、今回の自己点検・評価を通じ、

内部質保証システムの構築・実質化が進んでいることがあらためて認識できた。また、同

協会が設定する 10の大学基準について、いずれも十分に満たしていると判断することがで

きた。このことは、本学においては 2004 年の学校教育法改正に伴う機関別認証評価制度導

入前から自己点検・評価を実施してきているが、特に 2012 年の Waseda Vision 150 策定以

降、大学内でのあらゆる組織において、施策の検証と改善を繰り返しながら PDCA サイクル

を回転させること、即ち自律的に自己点検・評価が実施されており、各組織において恒常

的にトランスフォーメーションが行われていることがその一因となっているのであろう。

今回の点検によって、今後、さらなる大学改革を進めるうえで解決しなければならない

課題についてもあらためて把握することができた。本学が Waseda Vision 150 の目的を達

成し、「世界で輝く WASEDA」となるために、さらなる教育研究活動の改善に向けた取り組

みに邁進していきたい。

以 上


