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的能力（アカデミックリテラシー）の習得を
目的に、「WASEDA式アカデミックリテラ
シー（3）」も開講しています。
　語学については、少人数の「Tutorial 
English」をはじめ、「英語を学ぶ」「英語
で思考する」「英語で発信する」の3ステッ
プに対応。英語のほかにも28の言語科目
が設置されています。
　学部の専門（主専攻）の枠を超え、第二
の専攻（副専攻）を身につけることも可能
です。今年度は、「平和学」「イスラーム地
域研究」「ジャーナリズム」など、26のテー
マが開講されています。このように、自ら
の目的意識に応じて学びをカスタマイズ
することができるため、学びの選択肢は無
限に広がっていると言えるでしょう。
　こうした教育システムをさらに充実させる
ための拠点が「大学総合研究センター（4）」
です。授業の「見える化」やオンデマンド
で世界に発信する方法など、先駆的な教
育手法の開発に取り組んでいます。
　鎌田総長は、「こうした教育の改革とと
もに、いろいろな人たちのぶつかり合いの
なかで、自分の個性を伸ばしていくという
早稲田らしさを大切にしなければいけま
せん。さまざまな分野で早稲田大学の卒
業生が活躍していますが、皆、教師や同級
生からの刺激によって、自分の才能が大き
く成長したのです」と“早稲田文化の継承
と推進”についても触れています。
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デルとなる進化する大学」の4つをビジョ
ンとし、各ビジョンに対応して「人間力・洞
察力を備えたグローバルリーダーの育成」
「未来をイノベートする独創的研究の推
進」「校友・地域との生涯にわたる連携の
強化」「進化する大学の仕組みの創設」を
“基軸”として掲げています。
　鎌田薫総長は、「策定から4年半を経
過しましたが、2014年度には文部科学
省の『スーパーグローバル大学創成支
援』タイプA型（トップ型）に早稲田大
学の『Waseda　Ocean構想』（後述）
が採択されました。教育研究の質と量
の飛躍的向上を目指す早稲田大学の
改革を一層加速させていきます。Be s t 
Educa t i on、Bes t  Re s ea r chそして
Best Communityを目標として、世界の
教育・研究をリードするWasedaを目指し
ています。すなわちWaseda the Bestの
実現です。教育面での主役は学生で、す
べての改革を学生のためにという観点か
ら進めています」と語ります。

少人数による「対話型、
問題発見・解決型教育」へ

　「Waseda Vis ion 150」では「人間

力・洞察力を備えたグローバルリーダー
の育成」を教育の基軸に置き、そのグロー
バルリーダー育成の鍵として「専門性だ
けでなく幅広い教養を有すること」「留学・
ボランティア・インターンシップ・フィール
ドワークなど実践的な学びを通じて考え
る力を養うこと」を挙げています。その実
現のため、教室で学ぶ授業も一方的な講
義だけでなく、教員と学生、学生同士が
議論を深める場とする必要があるとして、
「対話型、問題発見・解決型教育への移
行」を核心戦略に掲げています。
　「例えば2011年に生まれた子が大学を
卒業する頃には、その65%がいまはない職
業に就くとか、いま人間が携わっている仕
事の45%は機械かコンピュータに取って替
わられるといったことが言われています。そ
ういう事態にきちんと対応できる能力が必
要なわけで、そこで問題発見・解決型教育
が重要になってきます」と鎌田総長が語る
ように、少人数による「対話型、問題発見・
解決型」の授業が飛躍的に増えています。
　具体的には、50人以下の授業が全体
の80％を超え、20人以下の授業も約半
数に達しています。「体験型授業」も充
実しています。その代表的なものが「プ
ロフェッショナルズ・ワークショップ」で

学生を主役に改革推進
Waseda the Bestの実現へ

　早稲田大学は、2012年に策定した計
画「Waseda Vis ion 150」に基づきさ
まざまな改革を推進しています。これは、
「学問の独立」「学問の活用」「模範国民
の造就」という三大教旨（2）を原点として、
現代社会にふさわしい形で大改革を実現
することを目指したもので、2032年の創
立150年を最終目標にしています。
　「世界へ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」「アジアの大学のモ

す。プロフェッショナル（企業・自治体・団
体）、学生、大学の三者で取り組む実践型
の産官学連携プロジェクトで、プロフェッ
ショナルと学生が課題解決に取り組み、
解決策を提案します。参加学生は表面的
な就業体験にとどまらず、「仕事」の本質
が理解できるようになります。つまり、低学
年のうちから社会人と接することで、自分と
のギャップを認識し、大学生活で獲得すべ
きスキルは何かを自覚し学びのモチベー
ションを高めることができるのです。
　一方、ボランティア活動は「早稲田大
学平山郁夫記念ボランティアセンター」
（WAVOC）が主管となって、多様な事業
を展開。実践の場は国内外に広がり、単
位が認定されるボランティア関連のオー
プン科目の拡充にも力を入れています。

全学共通のオープン科目で
教養を深める

　早稲田大学の幅広い教養教育を支え
ているのが、学部・学年を問わず全学生
が履修できる「全学オープン科目」です。
語学や経済をはじめ、科学、医療、国際情
勢、環境、インターンシップ実習など、約
2,300の多様な科目があります。外国語コ
ミュニケーションや学術的文章作成、数学
的思考や統計・情報処理など、大学での学
びを深めていくために必要な学問の基礎

成長
多様性の中で力を合わせる

多様な人々とともに、他者や社会のために
協働することを通じて、

問題解決能力やコミュニケーション能力を磨く。

ACTION 3

多様性を理解する
多様な価値観に向き合い、理解を深め、

自己の考え方や自分らしさを
社会との関連性から見つめ直す。

ACTION 2

多様性に出会う
多様な価値観や文化的背景を持つ人々と

自分から積極的に出会い、
人と人との関わりを体感する。

ACTION 1

振り
返り体験

体験 振り
返り

体験 振り
返り
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早稲田からWASEDAへ――。
限りない多様性という
早稲田らしさを身につけた
“早稲田人”が
今、世界へと飛躍する。

NOTES

鎌田薫総長
（かまた・かおる）

　早稲田大学は、創立150周年を迎える2032年の「早稲田のあるべき姿」
を描いたアクション・プラン「Waseda Vision 150」により、教育研
究の改革を大胆に進めてきました。これまで、入試制度の抜本的改革の
ための「入試開発オフィス」や「大学総合研究センター」の開設などに
取り組んできましたが、2014年度に「Waseda Ocean構想（1）」が文
部科学省の「スーパーグローバル大学創成支援」タイプＡ型（トップ型）
に採択されたことで、その改革の速度を一層加速させています。
　教育面では人間力・洞察力を備えたグローバルリーダーの育成を目指
して、「対話型、問題発見・解決型授業」を積極的に導入、研究面では「10
年で18分野を世界ランキング100位以内にする」を目標に掲げるなど、
世界に貢献する大学へ向けた取り組みに邁進しています。

世界を牽引し世界に貢献する大学として
人間力と洞察力を備えた
グローバルリーダーの育成を目指す

早稲田大学
改 革 力

〒169－8050  東京都新宿区西早稲田1－6－1　入学センター  TEL 03－3203－4331（直）　http://www.waseda.jp

⑴ Waseda Ocean構想
　Waseda Ocean構想では目指す姿として
具体的な数値目標を示している。2013年度の
実数と2023年度の数値目標は以下の通り。
・ 中長期受入れ研究者数
 810人→1,600人
・ 留学経験者
 年間3,076人→10,650人
・ 外国人留学生
 4,415人→9,165人
・ 混在型学生宿舎定員
 1,538人→4,422人
・ 外国人教員等
 760人→1,380人
・ 女性教員
 245人→402人

⑵ 三大教旨
　早稲田大学の建学の理念である「三大教
旨」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
旨となす」と謳っている。このうち「模範国民
の造就」について大隈重信は「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」と述べている。

⑶ WASEDA式
 アカデミックリテラシー
　全学オープン科目の一つ。すべての学問
の基礎となる基盤教育として、英語、アカデ
ミックライティング、数学、情報、統計を中心
に学ぶ。超少人数制の授業やレベルに応じ
たクラス編成、個別指導などにより、実用的
な能力を身に付けることを目指す。2013年
度からはグローバルエデュケーションセン
ター（GEC）が提供している。

⑷ 大学総合研究センター
　早稲田大学の教育、研究、経営の質的向
上に資する大学改革の推進を目的に開設。
入学試験を含む高等教育についての研究・
調査、大学の社会的役割と教育成果に関す
る点検・評価への支援を行う高等教育研究
部門と、ICT・遠隔教育等の先駆的教育手法
の研究開発・普及促進、教員の教育能力開
発、授業改善のためのワークショップ・研修
プログラム、教育内容公開等を行う教育方
法研究開発部門を設置。

世界を生き抜く多様性を学ぶ

中央図書館
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多彩なプログラムで進む
キャンパスのグローバル化

　鎌田総長は「現代社会が直面する課題
の多くは地球規模で考えなければならず、
これからの大学教育はグローバル化の視
点を抜きにすることはできません」と強調
します。早稲田大学の充実したグローバ
ル展開は、その何よりの裏付けと言えるで
しょう。2016年度1年間に在籍した外国
人学生は7,156人、海外に留学した学生
は4,086人にのぼります。海外の大学や
学術機関とも積極的に関係を構築し、現
在91の国・地域の779の大学・研究機関
と協定を結んでいます。
　こうした外国人留学生の受け入れや、
日本人学生の海外留学が容易になるよ
う、多くの学部・学科でクォーター制を導
入。英語による学位取得プログラムも現
在7学部13研究科を数えます。最近では
2017年度に文化構想学部が、日本人学
生と海外からの留学生がともに英語で日
本文化を学ぶ「国際日本文化論プログラ
ム」を開設しています。
　留学プログラムも豊富で、留学先での
単位認定により1年間の長期留学でも4
年で卒業できるものや、派遣先大学の学
位も取得できるダブルディグリー・プログ
ラム（5）などが整備されています。その中
で、グローバル・リーダーシップ・フェロー
ズ・プログラムは、米国トップ大学への1
年間の留学を含む学部4年間で、国際社
会において、強いリーダーシップを発揮で
きる人材を育成するプログラムです。
　「このようなグローバル化につながる基
盤整備は、一朝一夕でできるものではな

く、早稲田大学は20年ほど前から進めて
きました。外国人に対する日本語教育も
戦前から実施しており、そうした蓄積が評
価されて現在の活発な国際交流があるわ
けです。これからはさらなる飛躍の第2ス
テージが始まるといえます。キャンパスで
は外国語による授業を留学生と日本人学
生が一緒に受けるのはもちろんのこと、授
業以外の場面でも異文化交流が進んでい
ます」と鎌田総長は語ります。

世界とのつながりを目指す
「Waseda  Ocean構想」

　大学の国際競争力を高めるために重
点支援を行う文部科学省の2014年度
「スーパーグローバル大学創成支援」
（トップ型）に、早稲田大学の「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
採択されました。世界の七つの海がつな
がっているように、世界の先導的な大学と
早稲田大学が一つにつながり、世界中の
優れた研究・教育者と学生たちが自由に
往来する場を構築することを目指していま
す。その構想の究極の目的は建学の精神
を踏まえ、「早稲田大学が世界を牽引し、
世界に貢献する大学であり続ける」ことで
す。そのために、「10年で10万人のグロー
バルリーダーを輩出する」「10年で18分
野を世界ランキング100位以内にする」こ
とを掲げています。
　具体的には、「1．地球規模の課題の解
決と未来を創造する研究・教育システム
の構築」「2．教育・研究における徹底的
な国際化の推進」「3．教員採用システム
と大学運営ガバナンスの抜本的改革」を

3つの柱にそれぞれの取り組みを示して
います。研究・教育システムの構築では、
すでに国際的に定評のある「国際日本学」
「数物系科学」「ナノ・エネルギー材料」
「ICT・ロボット工学」「健康スポーツ科
学」「実証政治経済学」の6つのモデル拠
点に先行的に集中投資を行うことで、さら
なる評価の向上を目指します。
　鎌田総長は、「10年間で10万人のグ
ローバルリーダーを輩出するということ
は、1年間に1万人卒業するわけですか
ら、卒業生全員がグローバルリーダーとい
うことです。私たちが目指しているグロー
バルリーダーは、国際舞台で活躍すると
か、国際貢献をする人だけではありませ
ん。過疎の山村の地域起こしを志す人も
グローバルな視点を持たないといけませ
ん。現在はすべての課題がグローバルな
波の中にしっかり取り込まれているので
す。どこにいても、どのような分野で活躍
するにしても、“地球市民一人ひとりの幸
せの実現をリードする知恵と志を持ち、地
球規模の視点で思考・実行する人材”が
早稲田のグローバル人材なのです」と説
明します。世界を舞台として活躍する卒業
生だけでなく、グローバルな視点で地域
の活性化やまちづくりをする卒業生もグ
ローバルリーダーというわけです。

QSの世界大学ランキングで高評価
各界で多様な卒業生が活躍

　 昨 年 、英 国 の 大 学 評 価 機 関 Q S
（Quacqua r e l l i  S ymonds）が発表
した「QS Graduate Employabi l i ty 
Rankings 2017（6）」において、早稲田大
学は国内1位、世界26位に輝きました。近
年、社会的な注目度が高くなっている大
学ランキングのなかでも、同社によるもの
は世界的な影響力が大きく、「Waseda 
Vision 150」に沿った取り組みが高く評
価された結果だといえます。
　QS社は研究分野別のランキングも発
表しており「QS Wor ld  Un ive r s i t y 
Rankings by Subject 2017」では、早
稲田大学は全46分野のうち9分野で100
位以内に入りました。これは前年度を大き
く上まわり「10年で18分野を世界ランキ
ング100位以内にする」という目標のちょ
うど半分になります。
　国際的に高い評価を得る一方で、早
稲田大学の最大の特徴は「限りない多様
性」にあります。開学以来、全国各地から
学生が集まり、多くの留学生を受け入れ、

独自の教育システムや国際教育体制など
により多彩な人材を養成してきました。
　政界では、思想家や言論人としても名
高い石橋湛山をはじめ、7人の内閣総理
大臣を輩出。外交官では、第二次世界大
戦中にリトアニアの日本領事代理として
本国の命令に背き、ナチスから逃れてきた
6000人以上のユダヤ人難民に「命のビ
ザ」を発給した杉原千畝が有名で、現在
も多数の卒業生が行政や法曹界で活躍
しています。
　一部上場企業の社長・役員数もトップ
クラスで、国内はもちろん、グローバル企
業や国際機関など世界を舞台に活躍する
卒業生のネットワークの充実も他の追随
を許しません。小説家や詩人・歌人、映画
監督、俳優、音楽家など文化・芸術分野や
スポーツの世界で注目を集めるOB・OG
も枚挙にいとまがありません。
　これら多様な人材を輩出してきた伝統
を生かして、現在もさまざまな取り組みが
行われています。キャリア支援では豊富な
情報や機会を提供するとともに、学生の主
体性を重視して自立を促す「バランスの良
い」サポートを展開。学生が自らの将来を
考える「みらい設計」支援（7）など、ユニー
クな制度も活用されています。インターン
シップでも、大手民間企業やマスコミ、中
央省庁や都道府県などの主要自治体、各
種国際機関での就業体験など、多様なプ
ログラムを用意しています。

充実した奨学金と入試改革で
限りない多様性を維持・推進

　伝統的に数多く在学している地方や海
外出身者の経済的負担を軽減するためも
あり、奨学金制度は驚くほど充実してい

て、250種類以上、受給者数延べ2万人、
交付総額は約130億円に上ります。なか
でも、予約型給付奨学金の先駆けとなっ
た「めざせ! 都の西北奨学金（8）」は特に地
方出身者を対象としており、従来よりさら
に拡充されています。
　多様性の観点からは入試改革も大きな
比重を占めます。「Waseda Vision150」
では「入試制度の抜本的改革」を核心戦
略に挙げ、2013年度には「入試開発オ
フィス」を開設しました。特定の分野に秀
でた「早稲田らしくとがった学生」や、一定
の学力を有した意欲ある学生など、従来
型の入試以上に国内外から多様な学生を
集めることが目的です。
　2018年度からはその一環として「新思
考入学試験（地域連携型）」が始まります。
全都道府県からの受け入れを目指してお
り、グローバルな視野と高い志を備え、社
会的・文化的・学術的に地域へ貢献でき
る学生を求めます。入学後は全学共通で
「地域への貢献」をテーマにした活動も
行い、出願時の志を入学後の学びにつな
げる「高大接続」型の入試制度でもありま
す。さらに基幹理工・創造理工・先進理工
の各学部では、英語学位プログラム入学
試験も新設されます。
　「本当に早稲田で学びたいという個性
豊かな人が、日本中から集まってほしいと
思っています。そのための入試改革です」
と語る鎌田総長は、受験生に向け「早稲
田大学は、多様性や個性を伸ばすことで
社会的使命を果たす大学です。早稲田大
学で自分のやりたいことに果敢にチャレン
ジし、人間力を伸ばしてほしい。もっと飛
躍できる素材がたくさん“転がっている”
早稲田大学で青春を生かしてもらえれば
と思います」とエールを送っています。
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NOTES

⑸ ダブルディグリー・プログラム
　北京大学、復旦大学、シンガポール国立大
学、国立台湾大学、上海交通大学、米国アー
ラム・カレッジなどとの間で実施している留
学制度。指定のカリキュラムを履修したうえ
で所定の要件を満たせば、卒業時に早稲田
大学の学位と派遣先大学の学位の両方を取
得できる。

⑹ 「QS Graduate Employability
 Rankings 2017」
　QS社（Quacquarelli Symonds）は英国
の大学評価機関。毎年9月に公表し、注目を
集める「世界大学ランキング」で知られる。
　今回のランキングの評価指標は雇用者か
らの評価、企業と大学との連携、企業などの
学内採用活動、卒業生の就職率などの項目
で構成されており、早稲田大学の企業との
連携した取り組みや学生の卒業後の活躍が
世界的に高く評価された。

⑺  「みらい設計」支援
　充実した学生生活こそが、自らの将来を
考える「みらい設計」には重要であると考え、
低学年を含む全学生対象のキャリア形成支
援を展開。OB・OGとの座談会やキャリアを
考えるセミナーなどの機会を数多く提供し
ている。インターンシップ先の紹介もその
一つで、中央省庁や都道府県などの主要自
治体、大手民間企業、JETRO（日本貿易振興
機構）、OECD（経済開発協力機構）など、個
人での応募が難しく、かつ就業後の成果が
極めて高いレベルで期待できるプログラムを
「提携プログラム」として紹介している。

⑻ めざせ！都の西北奨学金
　首都圏以外の高校出身の受験生が、家計
の事情で進学を断念することのないよう設
置した入試前予約採用奨学金で、採用候補
者数は約1,200人。一般入試・センター利用
入試の出願前（10～11月）または出願期間
中（1月中）に申し込み、採用候補者として認
定された場合、受験前または合格者発表前
に入学後の奨学金（春学期分授業料免除）
が約束される。これにより入学時には入学金
20万円のみの納入となり、春学期分授業料
の納入は不要となる。
　同制度は従来、入学後に支給されていた
が、2017年度入学者からは入学時の納入
金から授業料を免除することで、入学前の
経済的負担を軽減した。4年間継続する奨学
金であるため、入学後も引き続き家計負担
が軽減され、安心して勉学を継続することが
できる。
（※）指定校推薦入試を対象とした本奨学金の募集
も行っています。詳細は所属する高校の進路指導担
当教諭等にご確認ください。

2014年9月に完成した、政治経済学部が入る3号館

中野国際コミュニティプラザに開設された国際学生寮「WISH」


