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　理工学術院は2008年の理工学部創設100周年
の前年の2007年に再編された基幹理工学部、創造
理工学部、先進理工学部の三つの学部および対応す
る大学院の三つの研究科が母体となっています。加
えて理工系関連の埼玉県本庄キャンパスにあります
大学院の国際情報通信研究科、環境・エネルギー研究
科、北九州キャンパスにあります大学院の情報生産
システム研究科および理工学研究所と各務材料技術
研究所を傘下に置く理工学術院総合研究所、これら
すべての組織の教員が学術院に所属しています。い
わば早稲田大学の理工系の活動をほとんど担う教員
の統合組織です。2010 年の４月からは、我国では
初めての試みである、異なる大学間で共通の専攻を
持つ三つの共同大学院が東京女子医科大学、東京農
工大学、東京都市大学との間で発足しました。
　早稲田大学では2012年の11月に2032年の
大学創立150周年に向けた将来計画とアクション
プランを公表して、現在、その実行に向けて活動し
始めたところです。その中で早稲田大学理工系にお
ける教育・研究は100年以上の伝統の上に築かれ、
常に先進性や創造性を求めてきました。そのレベル
は我国や諸外国の中でもトップレベルにあると自
負しています。教育面では学部の１年、２年時は各
分野を横断する英語、領域教育に加えて数学、物理、
化学、生物、情報などの基礎教育と、伝統的で実践的
な実験教育に重点が置かれ、３年時から大学院にか
けて各分野の専門教育が行われております。その中
で英語は従来の英語教育から脱却し、英語の理解
力、表現力、発表力、文章力などの実践的な英語教育
が理工系外国人教員を中心に行われています。すな
わち理工系学生の卒業後の国際的活躍に備えた授
業が展開されています。2010年９月からは文部科
学省の「国際化拠点整備事業（グローバル30）」とし
て、留学生を対象にした、英語のみで授業が行われ
る「国際コース」（日本人学生も参加可能）が始まり、 

現在３年目に入っています。すでにキャンパスには
これまで以上に多くの留学生が学び、自然と国際的
な環境や雰囲気が醸成されてきています。
　一方、研究面では、理工学の多くの分野で国内の学
協会ばかりでなく海外の学協会からも注目される研
究が数多く発表され、国際会議や国際シンポジウム
に教員ばかりでなく多くの大学院生が参加し、高い
評価や賞を得ています。
　研究の展開に伴い、博士課程の学生の教育にも重
点が置かれています。早稲田大学の博士課程対象の
奨学金制度や、大学の場だけでなく、企業を含めた多
くの場で活躍できるように専門外の幅広い知識が習
得でき、広い俯瞰力を養成できる博士キャリアセン
ターなどの設置によって博士課程の進学者数が以前
に比べ大きく増加しています。
　ところで前世紀の20世紀は、科学技術の長足な
発達に伴い、人類の生活は豊かになり、確かに便利に
なりました。その一方で負の遺産とも言うべき、環境
汚染やごみの問題、資源の枯渇問題、地球温暖化防
止等は21世紀の極めて大きな課題となっておりま
す。また、人口増加に伴う食糧危機、地域による貧富
の差の拡大、人種や宗教間の問題、世界経済安定問題
等々、地球規模の大きな課題を21世紀は抱えてお
り、人類にとって真の幸福と豊かさを検証すべき時
期に来ています。これらの問題の解決には新たな思
想と新たな科学技術のパラダイムシフトが求められ
ています。理工学術院では最先端の教育・研究を展開
して、我が国の震災の復興に寄与するとともに、21
世紀の諸課題の解決にも積極的に取り組み、21世
紀を担う、国際感、倫理観を持った元気のいい多くの
若者を世の中に送ることが私どもの使命と考え、教
育・研究に邁進しております。
　卒業生の皆様の今後の国内はもとより国際社会で
の活躍と、新入生の皆様の今後の成長を強く期待し
ております。
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大石 進一

次世代を造る人へ

基幹理工学部長　
研究科長

Oishi, Shinichi

後藤 春彦

集り散じて  人は変れど

創造理工学部長
研究科長

Goto, Haruhiko

西出 宏之

実践的な力を身につけて
「先進のその先へ」

先進理工学部長
研究科長

Nishide, Hiroyuki

メッセージMESSAGE

　基幹理工学部・研究科にご入学の皆様に一言申し上げます。
理工学の英知は数学によって記述されています。ニュートン
が天体の動きが微分方程式で記述できるといったのが近代
科学の夜明けです。一方でミクロの世界があり，そこでは量
子力学が支配します。また、相対性理論によって宇宙が記述
できます。量子力学も宇宙論も含めて自然は微分方程式で記
述できるというのが現代科学の基盤になっています。そのよ

　みなさん、大学入学および卒業という人生の節目を迎え、気分
を一新されていることと思います。
　早稲田大学の校歌『都の西北』に謳われる、「集り散じて  人は 
変れど…」の一節がこころに染み入る季節を迎えました。
　この機会にぜひとも考えていただきたいことがあります。そ
れは、皆さんが、なぜ、創造理工学部にある専門学科を選択され
たのかという自己への問いかけです。
　この５学科は大隈重信が近代日本を創造するために設立し
た理工科のうち、当初から設置を想定していた学科の系統を
引き継いでいます。その意味では、伝統的な学問の色合いを強
く感じられるかもしれません。確かに近代日本の礎をみなさ

　西早稲田キャンパスに集まる新入生の皆さん、われらが母校
から散じて飛び立つ卒業生・修了生の皆さん、おめでとうござい
ます。
　早稲田大学のミッションの一つは「研究の早稲田」。「その一翼
を担う」が先進理工の旗です。「先進」、先に進むにはまず起点す
なわち皆さんの学科の専門科目をしっかり修得し、高学年から
は実践的な専門の力を鍛錬します。「実践的な力」とは、社会の問

うな世界観に皆さんは魅了されるでしょう。宇宙全体でも素
粒子は無限個ないと思われるのに、数学では自然数の集合の
ように無限個の要素をもつものを存在していると考えます。
この数学のフィクションが強大な威力を発揮して、微分方程
式も解けるようになるのです。このような数学の基礎の上
に、基幹理工学部・研究科の各学科・専攻の科目が配されてい
ます。皆さんは何を学び、その上でそれを幸せな社会の構築
にどう役立てるのか、これからの人生のグランドデザインを 
していってください。
　また、ご卒業・ご修了の皆様にお祝い申し上げます。本学術院
の卒業生は社会からリーダーとして認知されてきました。研鑽
されてきたことと真に心からこのような社会を構築したいとい
う熱き情熱で幸福な次世代社会を築いていっていただくリー
ダーとしてご活躍頂ければと思い、エールを送ります。

んの先輩たちが築いてきた事を誇りに思います。しかし、今
日、わが国は人口が減少する縮減時代を迎え、社会の大きなシ
フトチェンジが求められています。あらたに、縮減社会のデ
ザインという役割が創造理工学部に課せられていると自覚 
しています。
　私たち、「創造」を冠したスクールに所属している学生と教員
は何を創造することを目指しているのでしょうか。私自身の理
解は「人間を中心に据えた社会的文化的環境の創造」です。机上
の数式やモデルだけでなく、また、研究室や実験室だけでなく、
創造理工にはフィールド、すなわち、現場が存在します。それは、
教育・研究の場が学外に存在するということと同時に、教育・研
究成果を還元すべき実社会と共生しているということを意味し
ます。学園と社会のダイナミックな相互補完関係の中で、理工学
を基礎とする革新的なエンジニアリング、デザイン、マネジメン
トを学ぶのが創造理工学部です。
　「集り散じて  人は変れど、仰ぐは同じき理想の光」。皆さんの 
前途が輝かしいものとなるよう、教職員は努力を惜しまないこ
とをお約束します。

題や課題にチャレンジしてその道筋を示す、あるいは自分で解
決していくプラクティカルな力、ということです。ぜひ先進理工

「ラボリーダー」のメッセージを見てください。皆さんの先輩が
研究室を代表して紹介しています。自分のアイデアを実験で実
証したい、国際会議で発表しました、次回は英語のプレゼンスキ
ルを磨いて･･･。ワクワクする研究内容の報告と次の課題への挑
戦、共同研究など社会との接点でマナー・常識も身に付けながら
主体的な提案もして、「早稲田で修学した誇り」が醸成されます。
皆さんの参加により研究活動そのものも、より豊かになってき
ています。すべての研究業績はSciVal® Expertsにより広く世
界に発信しています。
　高い専門性と幅広い視野を身につけた卒業生・修了生の皆さ
んが、世界に貢献する道を拓くべく、高い志をもって社会に羽ば
たかれることを期待しています。

リーディング理工学博士プログラムを開始しました
～早稲田流の5年一貫博士教育でグローバルリーダーに～

2014年度より基幹理工学部の入試・教育体制が変わります

第1期生の活動がスタートしています！
上： 2007年ノーベル物理学賞受賞者Peter Grünberg先生と

のディスカッション風景
下：連携機関Monash大学（豪）でのミニシンポジウム開催

　「研究の意欲・挑戦の志・資質」をもつ理工系学生を対象として、
リーディング理工学博士プログラムを開始しました。理工系リー
ダー人材を育成するために、学業に専念できる経済的支援とあ
わせ文部科学省が推進する「博士課程教育リーディングプログ
ラム」（2012-18年度）のひとつとして採択されたものです。
　学生皆さんの専門を起点にしながら、より高い研究スキルと
方法論、課題を設定し解決できる広い視野、コミュニケーション
力などを身に付けたワンランク上の博士教育を目指しています。

  基幹理工学部は、2014年度から(1)情報系の再編、(2)学系別
入試の導入、(3)国際コースの発展を柱とする入試・教育制度の
大幅な変更を実施します。
(1) 情報系の再編：現在の「情報理工学科」に加えて「情報通信学

科」を新設し、情報通信分野の教育・研究拠点を基幹理工学部
内に設置します。これに伴い、大学院「情報理工学専攻」を「情
報理工・情報通信専攻」に再編し、基幹理工学部・研究科は7
学科5専攻体制へと生まれ変わります（図１）。

(2) 学系別入試の導入：現在の学部一括入試を発展的に解消し、
3つの学系別に学生募集を行う学系別入試へと移行します。
学系別募集人員や入試科目は表１のように変更され、受験生
や在学生にとって自分の進路をより明確に指向することが
可能となります。しかし、基幹理工学部の教育理念は引き続

き継承し、1年生は週1時間程度の学系別授業の他は全て共
通で理工学の基礎を徹底的に学習し、2年進級時には学系毎
に学科進級振り分けも実施します。 

(3) 国際コースの発展：現在３学科が参加して実施している国際
コース（外国人学生対象、９月入学、４年間一貫英語教育）を
更に発展させ、６学科が参加する定員60名の新しい教育プ
ログラムを外国人のみならず日本人学生にも開放します（表
２）。英語による教育・研究活動を通して、世界中で活躍でき
るグローバルな人材の育成を目指します。

  上記のように、2014年度から基幹理工学部は将来を見据
えた改革により、新しい時代に即した人材の育成を行ってい 
きます。

文：基幹理工学部　教務主任　太田 有

図１  基幹理工学部・研究科の新体制 表１  基幹理工学部の入試制度改革

表２  基幹理工学部の国際コース

学系 Ⅰ 学系 Ⅱ 学系 Ⅲ
各学系から進級

できる学科と定員
数学科（50名）
応用数理学科（20名）

機械科学･航空学科（150名）
電子光システム学科（80名）
情報理工学科（40名）
情報通信学科（40名）
応用数理学科（40名）

表現工学科（45名）
情報理工学科（35名）
情報通信学科（35名）

学系別定員 70名 350名 115名
一般入試募集人員 40名 210名 65名

入試科目 数学、英語、理科
（物理、化学、生物から2科目選択）

数学、英語、理科
（物理、化学）

数学、英語、理科
（物理、化学、生物から2科目選択）

数学・応数  サブコース（仮称） 情報・電子光・表現  サブコース（仮称）
各サブコースから進級

できる学科と定員
数学科（5名）
応用数理学科（5名）

電子光システム学科（5名）
情報理工学科（15名）
情報通信学科（15名）
表現工学科（15名）

サブコース別定員 10名 50名

リーディング理工学博士プログラム概念図

水準の質を保証します。国内外のリーディングカンパニーとの連
携も多く、これら企業での研究者としての道も準備されています。
　同じ志をもった世界の仲間と切磋琢磨するなかで、「近い将
来、イノベーションに挑戦したい」「科学技術の国際的リーダー
になりたい」と自信をもって言える人材を送り出します。積極的
な参加を期待します。

文：リーディング理工学博士プログラムコーディネーター
先進理工学部長・研究科長　西出 宏之

次々世代のグリーンイノ
ベーションにつながる「エ
ネルギーの理工学」を、熱気
溢れ、世界で競う西早稲田
キャンパスでの研究に参画
しながら学修するプログラ
ムには特色があります。一人
ひとりのテーマに沿って、海
外大学の研究室に3ヶ月滞
在しての共同研究、さらに
3ヶ月の海外企業インター
ンシップに派遣します。欧米
副査も参加する学位審査な
どを通し、博士として世界
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学生生活 CAMPUS LIFE

防災科学技術に対する国民の信頼回復に向けて

スマートに自動で節電するデマンドレスポンスへの期待

国際コースに入学して

    My name is abdulghani, I’m 18 and currently a freshman at 
waseda university. 
    Deciding to come to japan was not an easy decision to make, 

but I’m really glad everything turned out well. 
    The students in waseda are very friendly, and the clubs are 
also very welcoming.
    Everyday here is a learning experience, I feel my life has 
become much more productive since i enrolled.
    Choosing waseda university was definitely a great choice. 
    That’s not to say i don’t feel homesick but at the end of the 
day it’s definitely priceless experience you gain by studying 
here. 
    I’m really looking forward to spending the next four years here!

　東日本大震災により防災分野の科学技術に対する国民の信頼
が失われました。地震と津波の予知の失敗、 原子力発電所の重
大事故、 津波防潮堤の崩壊に代表される防災社会基盤施設の不
全、 液状化による多数の住宅とライフラインの被害、 さらには
臨海コンビナートでの火災と爆発の発生などが科学技術に対す
る不信感を増大させています。「安全社会の創成」の拠り所の一
つは科学技術への信頼です。それが東日本大震災によって脆く
も崩れてしまいました。
　首都直下地震をはじめとして将来の巨大災害に備えるために
は分野横断的な取り組みが不可欠であるとは論を待ちません。
理学、工学分野に加え、人文社会科学、情報科学、さらには医療分

　東日本大震災後の電力不足リスクや電力価格上昇リスクを踏
まえて、いつ・どれだけの電力を使っているかの把握や、電力を
効率的にコントロールする、エネルギーマネジメントシステム

（EMS）が喫緊の対策として最重要視されています。なかでも期
待が集まっているのは情報通信技術（ICT）を活用し、賢く節電
する需要応答（デマンドレスポンス＝DR）の実現です。DRとは
電力使用情報の見える化や、柔軟な電気料金メニューなどを駆
使して需要家のエネルギー管理と制御を目指すものです。
　早稲田大学でも2012年11月1日、当研究室が中心となり、
経済産業省の協力を得て「Energy Management System 

（EMS） 新宿実証センター」を立ち上げ、EMSの標準化接続・制

野を含めた連携が必要です。工学分野では従来からの土木・建築
分野に加え原子力工学や石油・化学分野の参画も重要です。人文
社会科学分野では、災害が人と社会に与える影響の分析やリス
ク低減のための社会システムのあり方について取り組む必要が
あります。また、情報技術の高度な発達を踏まえた災害情報の収
集や伝達は情報科学分野が担うべき役割です。科学者と技術者
によるこのような取り組みが、安全社会の構築に貢献し、科学技
術に対する国民の信頼回復への道につながると考えています。早
稲田大学は首都圏にある有力な総合大学の一つです。まさにこの
ような横断的取り組みを推進する役割を担っているといえます。

文：社会環境工学科　教授　濱田 政則 

御を推進するため実証実験をスタートさせました。具体的には、
学内に実際に模擬住宅を建て、スマートメーター、エアコン、電
気自動車、ヒートポンプ給湯機、燃料電池や蓄電池などを相互に
連携させ、リアルタイムに宅内の最適制御を行うことで、電気料
金が高い時間帯には電力使用量を自動で抑制するなどの技術

（ピークカット・ピークシフト）を開発するというものです。
　こうした制御技術により今後、計画停電の回避や急な節電要
請への貢献も可能となり、消費者にとっても快適さと無理のな
い節電が実現していくと考えています。

文：電気・情報生命工学科　教授
先進グリッド技術研究所長　林 泰弘 

From the Middle East to the Far East

経済産業省でのインターンシップを経験して

寺田 翔太

インターンシップの魅力

基幹理工学部　表現工学科　
４年

Terada, Shota

りました。そんな折に経産省でインターンシップを受け入れて
いることを知り経産省のクリエイティブ産業課にインターン
シップの応募をしました。
　インターン期間中は１日１日が刺激的でした。会議やインタ
ビューを通して、様々な分野の有識者や文化人、日本に興味のあ
る外国人留学生たちなどと会って話す機会があり、そこはさす
が経産省という感じ。色々な人の話を聞く中で、自分の将来やり
たいこともなんとなくですが見えてきました。
　社会勉強になるのはもちろんのことですが、ふつうの大学生
活の中では会えないような人たちに会うことができるのはイン
ターンシップのひとつの魅力ではないでしょうか。

　私は去年２ヶ月ほど、経済産業省でインターンシップを経験
しました。
　もともと日本のコンテンツ産業や伝統文化といったものに興
味があり、経産省の掲げる「クールジャパン戦略」にも興味があ

EMS新宿実証センター　電気自動車 EMS新宿実証センター　模擬住宅内

液状化地盤による埋設管の被害（1964年新潟地震）液状化によるマンホールの浮上 液状化による家屋の傾斜 石油化学コンビナートの側方流動による地盤変位

Abdulghani, Abdulghani

創造理工学部　社会環境工学科
１年
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西早稲田英語キャンパスツアーガイドを体験して 学生復興アイデアコンテストで最優秀賞を受賞して

先端技術大賞特別賞を受賞して

下向 真代 藤田 悠人  長谷川 寛  船田 雅

岸本 彩

言葉の壁を超えて 日本の未来のために

社会への貢献をめざして

先進理工学部　電気・情報生命工学科　　
３年

創造理工学研究科　経営システム工学専攻　　
修士１年

先進理工学研究科　物理学及応用物理学専攻　
修士２年

Kishimoto, Aya

Fujita, Yuto   Hasegawa, Hiroshi   Funada, MasashiShimomuki, Mayo

産業技術分野総合研究所での技術研修

松本 莉奈

刺激的で魅力的な環境

基幹理工学研究科　情報理工学専攻
修士１年

Matsumoto, Rina

　私自身が高校生の頃ツアーに参加しとても有意義だったこと
から、今度はガイド側になろうと決意し今に至ります。日本語
だけでなく英語でガイドを務めることもあります。もともとは

　私は大学４年生の頃からお台場にある産総研（AIST：産業技
術分野総合研究所）でバイオインフォマティクス分野の技術研
修をさせていただいています。昔から深海魚が好きで、生物と

英語が不得手だった私は猛練習をせねばならなかったのはもち
ろんですが、私の時間割や生活を記したアルバムをお見せして
います。言語の壁を越えて日本語で話すときと同様に多くの情
報を伝えたい、そして興味を持っていただきたい、そんな思いか
ら作りました。英語キャンパスツアーを行うようになり、日本
語でガイドをするときも意識が変わりました。より参加者の皆
様の表情を見るようになり、どんな情報を求めていらしている
のか汲み取ろうとし、これまで以上に一方通行ではない対話を
するようになりました。ツアーガイドという役目を通して、これ
からも様々なことを吸収していきたいと考えています。

情報を掛け合わせた研究テーマを探していたところ、この分野
を見つけました。技術研修をする上で一番大変だったことは、 

“研究所まで通うこと”でした。自宅から電車で約１時間かけて、
週に２回通いました。卒論提出時期が近づいたときは終電近く
まで研究所に残り、実験や執筆を行いました。なかなか思うよう
な実験結果が出ず、途方にくれてしまったことも何度もありま
したが、指導員の方の助けもあり、最終的には無事卒論を完成さ
せ、提出することができました。技術研修はハイレベルな研究
員の方々の生の議論や研究成果などに触れることができ、非常
に刺激的で魅力的な環境でした。

　もともと時間の経過と共に人々の復興に対する意識が低く
なってきていることに問題を感じていました。調査した結果、

「復興に対する関心はあるが、行動に移せていない」という人が
多くいることが分かり、出来るだけハードルが低く、そして長期
的に復興に貢献できる仕組みが必要であると感じました。そこ
で、お釣りの下二桁を貯金していき、被災地商品を購入できると
いう仕組みを提案しました。
　コンテストでは、多くの審査員の方々にこのアイデアを評価
していただき、最優秀賞を受賞することができました。今後はア
イデアの実現に向けた活動と共に、日本の未来のためにもっと
勉強していきたいと思います。

　東日本大震災から1年が経った頃、これからどうやって人々
と復興を繋いでいけば良いのかということに関心があり、私た
ちは宮城県仙台市で開催された学生復興アイデアコンテストに
出場しました。

　この度、第26回先端技術大賞の学生部門特別賞を頂き、指導
教官の片岡淳准教授をはじめ、研究を行う中でご協力頂いた皆
様やこれまで支えて下さった皆様にこの場を借りて深く感謝

申し上げます。この先端技術大賞は、自然科学分野における独創
的・進歩的な研究を推進するために若手研究者を表彰する制度
です。私は現在、「放射線の可視化」ということを主題に、高精度
に放射線を測るための測定技術の開発を行っています。今回、
この技術を医療分野に応用し、癌の画像診断装置の一種である
PET装置の解像度向上に向けた研究が評価され、このような光
栄な賞を頂くことができました。近年、放射線に対する社会の関
心はますます高まっていると感じます。医学をはじめ、環境放射
線の測定等幅広い分野へ自身の研究を応用することで社会に少
しでも貢献できれば幸いです。
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共同先端生命医科学専攻での研究生活 充実した留学生活

「日本・中国の環境実践研究」を受講して

金光 直彦 孫 宇環

絵内 祐樹

社会人博士として入学 茶道を通して学んだこと

現場を知る

先進理工学研究科　共同先端生命医科学専攻　
博士 1 年

情報生産システム研究科　
修士 2 年

環境・エネルギー研究科　
修士１年

Enai, Yuki

Yuhuan, SunKanemitsu, Naohiko

カンヌ国際映画祭での作品上映

　私は、昨年共同先端生命医科学専攻に第3期生として入学し
ました。元々は家電メーカーでエンジニアとして働いていたの
ですが、学生時代に携わった医工学領域の研究が忘れられず、研
究室の先輩が設立した医療機器ベンチャー企業に転職、その後

本大学院へ籍を置きました。
　1年目の現在は講義を中心とした学生生活ですが、本大学院
のテーマである医療レギュラトリーサイエンスの基、医薬品や
医療機器の承認審査制度といった内容を第一線の研究者や企業
の方々から直接お話しを聴くことが出来、非常に有意義なもの
となっています。また同期や先輩方もほとんどが社会人で、その
出身も企業や行政と多岐にわたり、様々な立場からの意見は非
常に勉強になります。
　学位取得後は博士課程での知識、経験をもとに企業や研究者
に対して医療機器の審査面でコンサルテーションする業務につ
きたいと考えています。

指しています。あるとき、IPSが位置する北九州学術研究都市
の留学生ネットワークの催しで初めて茶道を体験しました。 
IPSでは毎年海外からの研究者を招いて国際シンポジウ
ムを開催していますが、2012年のシンポジウムでは茶会
を同時開催し、私もドイツ人留学生らとともに温かいお茶
で海外からの研究者を迎えました。実際の茶会を体験した
ことで茶道とはおもてなしの心なのだと実感することがで
きました。和の心やものを丁寧に扱うことなどを学び、精神
的な成長にもつながったと思います。茶道を通して学んだ 
ことが研究にも活き、より充実した学生生活を送ることができ
ました。

　私は日本文化に憧れていたことがきっかけで、日本への留学
を決めました。情報生産システム研究科（IPS）に入学し、シス
テムLSI設計自動化の研究を行ってきました。各演算のタイミ
ングと演算器の電圧の最適化を検討し、消費電力の削減を目

　私はこの夏、環境・エネルギー研究科設置科目である、「日
本・中国の環境実践研究」にて、北京・東北を訪れ、北京大学の
学生と共に環境問題や震災復興に関して共同研究を行いま
した。本プログラムへは世界へと視野を広げることや語学力

　2010年4月、自分が脚本とプロデュースを担当し、マレー
シア人ウー・ミンジン氏が監督した映画「ザ・タイガー・ファクト
リー」がカンヌ映画祭に招待されたという知らせを受け、私はと

の向上が動機となり参加しました。北京では中国のエコタウ
ンの見学や環境政策のヒアリング、東北では被災地の視察や
各地域の復興計画・政策のヒアリングを行い、最終発表にて
これらの課題を抽出し分析・考察しました。これらの活動を通
して両大学の学生の絆は深まり、北京大学の学生の勤勉さ語
学能力の高さに刺激を受けました。また、被災地を訪れた際に
は報道だけでは伝わってこない現状があり驚愕しました。三
現主義と言われるように自らが体験し感じることの重要さ
を痛感しました。現在、研究にて被災地の復興住宅のエネル
ギー設計を行っておりこの教訓を研究に活かしたいと思って 
います。

ニス国際映画祭に招待された短編映画「金魚」等）と同様、国際情
報通信研究科の修士、博士課程における私の研究の一環です。私
は映画を通じてのマレーシアと日本の文化の橋渡しを考えてお
りました。この「ザ・タイガー・ファクトリー」は、研究室と大学か
ら支援を受けて制作され、マレーシア・日本合作として紹介され
ました。
　早稲田大学がこの作品を制作する機会を与えてくれたおかげ
で、この成功を収めることができ心より感謝しております。この
後、「ザ・タイガー・ファクトリー」は東京国際映画祭においても
スペシャル・メンションを受賞しました。

「ザ・タイガー・ファクトリー」
カンヌ国際映画祭2010年

Edmund, Yeo

国際情報通信研究科
博士２年

ても驚き、すぐに両親
と私の指導教授である
安藤紘平先生に連絡し
ました。「ザ・タイガー・
ファクトリー」は長い
カンヌ映画祭の歴史
のなかで、中国語のマ
レーシア映画として、
初の招待作品という名
誉に恵まれました。
　この作品は、私が監
督した多くのほかの短
編映画（2009年ヴェ
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ごあいさつMESSAGE ごあいさつ MESSAGE

「2013年度  学部・大学院１年生ご担当の先生から」

小薗 英雄

藪野 健

高口 洋人甲藤 二郎 古谷 誠章菅原 俊治 渡邊 大志戸川 望 山名 早人

小松原 明哲 吉本 一穂齊藤 良行

谷口 正信

山本 知之

堤 正義

湯浅 一哉

小泉 淳 青木 隆朗

栗原 正典 古川 行夫

齋藤 潔
熊 遠報

教授
数学科

教授
表現工学科

教授　建築学科教授　情報理工学科 教授　建築学科教授　情報理工学科 専任講師　建築学科教授　情報理工学科 教授　情報理工学科

教授
経営システム工学科

教授
経営システム工学科

教授
電子光システム学科

教授
応用数理学科

教授
電子光システム学科

教授
応用数理学科

教授
物理学科

教授
社会環境工学科

准教授
応用物理学科

教授
環境資源工学科

教授
化学・生命化学科

教授
機械科学・航空学科

教授
社会文化領域

※外国学生（留学生）担当

Kozono, Hideo

Yabuno, Ken

Takaguchi, HirotoKatto, Jiro Furuya, NobuakiSugawara, Toshiharu Watanabe, TaishiTogawa, Nozomu Yamana, Hayato

Komatsubara, Akinori Yoshimoto, KazuhoSaito, Yoshiyuki

Taniguchi, Masanobu

Yamamoto, Tomoyuki

Tsutsumi, Masayoshi

Yuasa, Kazuya

Koizumi, Atsushi Aoki, Takao

Kurihara, Masanori Furukawa, Yukio

Saito, Kiyoshi

Xiong, Yuanbao

新たな創造を目指して再出発

早稲田の理工にようこそ

息の長い思索の端緒を学問する時間インプットとアウトプット

学生となった皆さんへ。入学祝いに変えて

国際性を持つ

真の物理学を愛でるために

メリハリを付けた実りある学生生活を 色 な々ことに興味を持って

大学はゴールでなくスタート 大学生活で重要なこと

自ら新しい価値、明るい未来の創出を！！
古人寸陰を惜しむ、此れを念えば、
人をして懼れしむ。

　皆さん、入学おめでとうございます。
　皆さんは難関な入学試験を見事に突破した優秀な若者です。しかし、試
験は既存の知識について問う指標に過ぎません。実際、試験には必ず「正
解」があります。理工学の新たな発見は、答えがあるかないか分からない
世界への挑戦が基本です。これまでの粘り強い学習体験を基礎に、科学技
術立国の明日を担う真に優秀な人材となることを期待して止みません。

　早稲田の理工はいわば可能性の坩堝です。数学、物理、化学、語学など
の考え方をベースに藝術と工学の様々な分野が皆さんを待ち受けていま
す。専門分野だけではなく、是非もう１つ今迄関心を寄せた事の無かった
領域を学んで下さい。大学と家を行き来するだけでなく、道草をお勧めし
ます。都市を歩き回り、語り、食べ、道に迷う事は必要です。「場」を知り「記
憶」を形成するからです。文理を問わず、豊かな「発想」を期待しています。

　皆さんは、生徒ではなく、学生となりました。何が変わるのか？　それ
は“自分で考え行動する”そして“その行動には責任を持つ”ことが求め
られるということです。教えられることから学ぶことへの転換といえるで
しょう。これは大変なことですが、楽しさ溢れることです。時代と社会は
大きな変曲点を迎えています。そこに向かって羽ばたくために、どうか素
晴らしい大学生活をお過ごし下さい。

　新入生の皆様、ご入学おめでとうございます。大学生活への期待と緊張
感をもって臨んでおられることと推察致します。大学ではこれまでに増して
目標設定をすること、粘り強く柔軟にその目標を追求していくことが大切で
す。方法論さえ誤らなければ目標を達成できる能力を皆さんは持っている
ことを確信します。目標を決め、さらにそれを達成する方法を考えることが、
これからの大学生活のすべてであるといっても過言ではありません。

　入学おめでとうございます。大学も諸事グローバルに動いており、グロー
バルな心を持つことが、重要になって来ています。皆さんは、これまで目
に見えない周囲からの「支え」があって今日に至っています。最近、若者
の内向き志向が言われていますが、皆さんも国外に出られて、必ずしもこ
の「支え」があるとは限らない環境で自己表現をする稽古をお勧めします。
この自己表現力が国際性だと思っています。

　ご入学おめでとうございます。皆さんはこれまで授業を受け、教えてもら
うという「インプット」が中心だったと思います。でも、皆さんが社会に出る
と、アイデアを出し、商品を出し、部下を指導するという「アウトプット」が仕
事になります。では、皆さんがいつ「インプット」思考から「アウトプット」思考
にシフトするか、常日頃から考えながら４年間を過ごして欲しいと思います。

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。物理学科に入学した皆さ
んは、物理が好きで、物理が得意でここにおられることと思います。しかし、
真の物理学を味わうのは、これからなのです。皆さんの目の前には、皆さ
んの想像を超える物理学の世界が広がっています。それが見えるかどうか
は、皆さん次第。お手伝いしますので、魅惑あふれる物理学の世界を堪能
して頂きたいと思います。

　社会環境工学科に入学された皆さん、おめでとう。社会環境工学科は皆
さんを取り巻く自然環境や社会環境、生活環境、都市環境など、私たちが
健康で快適に、また安全に暮らしていくために必要となる知識や技術を学
ぶ学科です。学科の授業はもちろん大切ですが、それに加えて、いろいろ
なことに興味を持ってチャレンジしていただきたいのです。どうか実りの
ある学生生活を送ってください。

　新入生のみなさん、入学おめでとうございます。
　応用物理学科は、物理学を基礎として、理学と工学にまたがる広範な領
域を学ぶことができる学科です。４年次には原子核・素粒子理論から情報・
物理工学に至るまで、様々な分野の研究室に配属されて卒業研究に取り組
むことができます。せっかく手に入れた貴重な環境です。是非、色々なこ
とに興味を持って、積極的に、能動的に学んでください。

　ご入学おめでとうございます。ほっと一息ついている人も多いと思いま
すが、皆さんは今、高校までとは異なり、自ら考え、学ぶことが求められ
る生活のスタート地点に立っています。環境資源工学科では全地球を対象
に教育や研究を行っていますが、自然を相手にしているだけに未解明な部
分も多く、それ故に十分な基礎力・理解力の上に立った柔軟な方法論の創
出が大切になります。世界に通用する社会人の卵となって卒業できるよう、
共に励みましょう。

　大学生活は、高校までと比較して、自由です。研究、課外活動など、多
くの成果をあげることもできるし、全く何もせずに大学生活が終わるかも
しれません。主体性を持って過ごしてください。講義、実験、卒業研究など、
自分の力で粘り強く取り組んでください。途中で投げ出さずに、最後まで
やり遂げることが大切です。そして、先生や友人との交流を通して、将来、
自分が進む道を見つけて下さい。

　新入生の皆さん入学おめでとうございます。
　これまで日本は技術力で世界を圧倒してきました。しかし、技術力だけ
では評価されない時代となってきました。新しい価値観の創出が求められ
るのです。決して難しく考える必要はありません。失敗を恐れず、高い壁
を乗り越え、自ら明るい未来を切り拓く。これらを得意とするのが早大生
です。早稲田大学の時代が来たのではないでしょうか？皆さんの力に期待 
します。

　入学（留学）おめでとうございます。
　異国他郷での生活は、様々な喜びや辛さがありますが、ほんの僅かな時
間も大切にし、人より倍以上の努力で専門知識の勉強のみならず、多様な
人間、文化に出会い、自ら心を開き、多くの友人、幅広い人間関係ネット
ワークを作って下さい。日本で作った小さいネットワークでも将来、皆さ
んの成長に伴なって成長し、世界で大きく活躍できる源になると確信して
おります。

※数学科では他に、山崎昌男先生が、クラス担任を担当しています。

※機械科学・航空学科では他に、浅川基男先生、宮川和芳先生が、クラス担任を担当しています。

草鹿 仁 高西 淳夫 岩田 浩康 上杉 繁
教授　総合機械工学科 教授　総合機械工学科 准教授　総合機械工学科 准教授　総合機械工学科

Kusaka, Jin Takanishi, Atsuo Iwata, Hiroyasu Uesugi, Shigeru

求めよ、さらば与えられん！

野田 優 細川 誠二郎 小堀 深
教授　応用化学科 准教授　応用化学科 専任講師　応用化学科

Noda, Suguru Hosokawa, Seijiro Kohori, Fukashi

自ら考え、解を創る

　ご入学おめでとうございます。高校までは知識を覚え、問題ごとに一つ
だけある正解を導き出すことが重要でした。しかし実社会には未解決の多
様な課題があり、その解も複数有り得ます。大学は、講義で習った専門知
識を消化して自分のものとし、研究で自由に考え試行錯誤し、時には共同
で解を創る、重要な鍛錬の場です。実社会に解を提供できる人材に成長す
るよう、共に励みましょう。

　建築学科入学おめでとう。みなさん、「早稲田建築」という言葉を知っています
か？ 学報や公式ウェブサイトにもあるこの言葉は、本学科の門をくぐった先輩方
の100年以上に渡る思索の継続が孕む成熟の総体です。人生の若年期に大震
災を体験した諸君の未来の思索は、早稲田建築をさらに豊かに複雑にするでしょ
う。本学での学生生活を通してその端緒をそれぞれに学ばれることを望みます。

　早稲田は人材の宝庫。自分と興味の近い友人を見つけ、切磋琢磨しつつ長所
を伸ばせば、頼りになる武器が仕上がるでしょう。他方、“この人はすごい！”と思
える知識・技術や発想力を持った先生・先輩・友人と出会うことも大切です。新
たな引出しが増え、人間としての幅が広がります。これこそ大学進学の醍醐味
です。ただし自ら求める心が必要です。さぁ勇気を持ち新しい扉を開きましょう！
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村田 智洋

鈴木 進補

森 達哉 下嶋 敦

岡田 敦美

梅津 光生

竹山 春子

園池 公毅 師岡 愼一

庄子 習一 匂坂 芳典

教授
情報生産システム研究科

教授
機械科学・航空学科

准教授
情報理工学科

准教授
応用化学科

准教授
社会文化領域

教授
共同先端生命医科学専攻

教授
共同先進健康科学専攻

教授
生命理工学専攻

特任教授
共同原子力専攻

教授
ナノ理工学専攻

教授
国際情報通信研究科

Murata, Tomohiro

Suzuki, Shinsuke

Mori, Tatsuya Shimojima, Atsushi

Okada, Atsumi   

Umezu, Mitsuo

Takeyama, Haruko

Sonoike, Kintake Morooka, Shinichi

Shoji, Shuichi Sagisaka, Yoshinori

大学院へようこそ

次世代のために何ができるか

ネットワーク研究の魅力と挑戦 新時代の材料創製を目指して

広い世界に可能性を求めて

出会いを楽しく、有効に

社会で活躍できる人材に！

延長戦ではなく 健康に気を付けて
大学院生活を楽しみましょう

学際的な知識を高めるチャンス 大きく大きくなろう

　大学院入学おめでとうございます。どんな研究に取組もうかと思いが膨
らんでいると思いますが、修士課程で最も大切なことは、自分で研究テー
マを決め、目的を正しく理解し、課題を見つけ、知識を集め、自ら解を探
索し、結果を客観的に評価するという研究・開発のプロセスを、指導教員
のもとでみっちりと学ぶことです。卒業後に遭遇する多くの未知の問題に
立ち向かうための智力を養う環境が大学院にはありますので、ぜひ活用し
てください。

　私が学部に入学した 24 年前とは日本の状況が大きく変わり、産業界
も厳しい状況に置かれています。このような逆境の中、早稲田にはもの
づくりを真剣に学びたいという意欲的な学生がまだ多く、同時にそのよ
うな学生を是非採用したいという企業も多いことが励みになっています。
学生たちの学ぶ意欲に最大限応えられるよう研究・学習機会を提供し、
頭と足腰が強い人財を育成して国際社会へ輩出することが使命と考えて 
います。

　インターネットは重要な社会的基盤であると同時に災害・障害・攻撃に
対して高い頑強性が求められています。頑強性を実現する鍵は、対象の深
い理解にあります。対象をつぶさに観察し、挙動や入出力の関係を把握す
ることで始めて抜本的な対策を立てることができます。対象の理解を深め
るためには様々な知識や技術の習得とそれらの統合が必要となります。そ
れはとても刺戟的で楽しいものです。みなさんとチャレンジングで魅力的
な研究に取り組む事が楽しみです。

　本年４月より応用化学科の一員となりました。無機化学をベースとして、
環境・エネルギー・医療分野への貢献が期待される各種ナノ材料の合成に
取り組んでいます。特に、持続可能な社会の実現へ向けて、ケイ素、酸素
などのありふれた元素からなる高機能材料を、省エネルギー・低環境負荷
のボトムアッププロセスで構築することを目指しています。これまでの大
学・企業での経験を活かして本学の教育・研究の発展に尽くしたいと思い
ます。

　伝統と活気ある早稲田の理工で皆様と共に学び、研究してゆけること
は、私にとって大きな喜びです。私の専門は地域研究ですが、今までス
ペインからラテンアメリカ、歴史学から人類学と、複数の地域や分野を
横断してきました。学際領域は無限の可能性を秘めていることを実感し
ています。学生さんが人文社会との隣接領域にも目を向けて、新たな
視点や可能性を見出していけるよう、微力ながらお手伝いをできればと 
思っています。

　東京女子医科大学・早稲田大学の共同専攻の４期生の皆様、入学おめで
とうございます。先進医療を、医療現場に迅速かつ安全に導入することに
貢献できる、いわゆる目利きになっていただく環境が TWIns に整備され
つつあります。博士の３年間、教員や、先輩諸氏とともに大いに楽しみ、“自
分独自のレギュラトリーサイエンス”の構築を目指してください。学生さ
んは年齢構成もバックグラウンドも様々で、この出会いを有効に生かして
充実した学生生活をお送りください。

　入学おめでとうございます。本専攻は、私立大学（早稲田大学）と国立
大学（東京農工大学）との連携による国内初の共同専攻です。
　理学・工学・農学の領域融合型で先端的な大学院教育により、社会でリー
ダーとなる研究者の育成を目指し、研究能力だけでなく、幅広い教養、国
際感覚及び高い倫理観を有する人材を養成することも理念としています。
研究、そして社会で活躍するために必要な知識を是非この専攻で身につけ
て下さい。

　大学院に進学する時の気持ちは、高校を卒業して大学に入学した時に比
べて、新鮮味がもしかしたら少し減ってしまっているかもしれません。な
んとなく、学部の延長戦のような気がしている人も多いように思います。
しかし、学部が教育中心であったのに対して、大学院は研究が中心となり
ます。単に学部の延長戦として考えるのではなく、大学院でしか出来ない
ことを積極的に経験してください。

　入学おめでとうございます。４月から楽しい、大学院生活が始まり 
ます。でも、楽しむためには、心と体の健康が重要です。では、健康にな
る秘訣は
　①定期的な運動。   ②疲れたら休む。   ③大学以外の友達を作る。
　私は30数年にわたる会社生活の経験があります。わからないこと、困っ
たことがあったら、是非　私の部屋のドアをノックしてください。
世話好きなクラス担任より

　ご入学・ご進学おめでとうございます。ナノ理工学専攻は、異なる学部
教育を受けたバックグラウンドの違う学生が一緒に知識の習得・研究を行
う学際的専攻として 10 年の歴史を持っています。今や数多くの産業の
基盤技術として浸透しているナノテクノロジーの基礎を広く学び、分野の
違う学生どうしのディスカッションを通して多角的な視点を持つことを望
みます。

　入学おめでとう。皆さんの大学生活は、ご両親をはじめ社会のサポート
で成り立っています。自らの志を立て、良く遊び、良く学び、有意義な時
間を十二分に満喫してください。今後の自分を決めるのは諸君自身の行動
です。勉学を楽しみ（苦しみ？）、かけがえのない友人を作り、悩み、成
長して下さい。日本と世界を眺める機会を持ち、大きく大きくなっていた
だくことを社会が願っています。

合田 亘人 紙屋 雄史武田 直也 吉田 徳久

教授
生命医科学科

教授
環境・エネルギー研究科

准教授
生命医科学科

教授
環境・エネルギー研究科

Goda, Nobuhito Kamiya, YushiTakeda, Naoya Yoshida, Tokuhisa

創造する未来 柔軟な思考力と情熱で
果敢な挑戦を

　新入生の皆さん、入学おめでとうございます。人から与えられるのでは
なく、自分自身で豊かにできるもの・していくべきものが、大学生活だと
思います。触れる知、関わる人、訪れる地、のいずれの世界もさらに広が
ることと思います。独善に陥ることなく学び、健全に人と交わり、主体的
に考え行動し、未来をどうか大きく創造して下さい。

　“環境・エネルギー”はわが国にとっても世界にとってもいまや最重要
の課題です。私達の環境とエネルギーの将来をどう切り開いていくべきな
のか？どうすればそれが実現するのか？いまだ明らかになっていません。
科学技術、政策や経済、そして市民生活の視点から、新入生諸君が柔軟な
思考力と情熱をもってこの難題に果敢に挑戦されることを期待します。よ
うこそ環境・エネルギー研究科へ！

岡野 俊行 小林 正和 松本 隆 渡邊 亮
教授　電気・情報生命工学科 教授　電気・情報生命工学科 教授　電気・情報生命工学科 教授　電気・情報生命工学科

Okano, Toshiyuki Kobayashi, Masakazu Matsumoto, Takashi Watanabe, Ryo

無限のネットワーク

　入学おめでとう。昨日のライバルは今日の友。輝ける成長の時季に、同
じ時空に居合わせることになった仲間と、まずは絆の杯を交わそう。そし
て、失敗を恐れず前に進もう。言うまでもなく教員は脇役、みなさんが主
役。互いを知り、助け合い、高め合おう。電気・情報生命工学科の新入生
一人一人が織りなす無限のネットワークと、そこで醸成される相乗効果に
期待しています。

数学科 ●小薗英雄 教授　●山崎昌男 教授
応用数理学科 ●谷口正信 教授　●堤正義 教授
情報理工学科 ●甲藤二郎 教授　●菅原俊治 教授　●戸川望 教授　●山名早人 教授
機械科学・航空学科 ●浅川基男 教授　●齋藤潔 教授　●宮川和芳 教授
電子光システム学科 ●齊藤良行 教授　●山本知之 教授
表現工学科 ●藪野健 教授
建築学科 ●高口洋人 教授　●古谷誠章 教授　●渡邊大志 専任講師
総合機械工学科 ●草鹿仁 教授　●高西淳夫 教授　●岩田浩康 准教授　●上杉繁 准教授
経営システム工学科 ●小松原明哲 教授　●吉本一穂 教授
社会環境工学科 ●小泉淳 教授
環境資源工学科 ●栗原正典 教授
社会文化領域 ●熊遠報 教授 ※外国学生（留学生）担当
物理学科 ●湯浅一哉 教授

応用物理学科 ●青木隆朗 准教授
化学・生命化学科 ●古川行夫 教授
応用化学科 ●野田優 教授　●細川誠二郎 准教授　●小堀深 専任講師
生命医科学科 ●合田亘人 教授　●武田直也 准教授
電気・情報生命工学科 ●岡野俊行 教授　●小林正和 教授　●松本隆 教授　●渡邊亮 教授
生命理工学専攻 ●園池公毅 教授
ナノ理工学専攻 ●庄子習一 教授
共同先端生命医科学専攻 ●梅津光生 教授
共同先進健康科学専攻 ●竹山春子 教授
共同原子力専攻 ●師岡愼一 特任教授
国際情報通信研究科 ●匂坂芳典 教授
情報生産システム研究科 ●村田智洋 教授
環境・エネルギー研究科 ●紙屋雄史 教授　●吉田徳久 教授

2013年度  学部・大学院１年生ご担当の先生

※本誌制作時の一覧です。4月現在のご担当の先生は、配布資料やＨＰ等で確認してください。
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内藤 順子

村岡 洋一 山本 勝弘

浅野 茂隆 笠貫 宏

南沢 享

専任講師
社会文化領域

教授
情報理工学科

教授
機械科学・航空学科

特任教授
化学・生命化学科

教授（任期付）
共同先端生命医科学専攻

教授
生命医科学科

Naito, Junko

Muraoka, Yoichi Yamamoto, Katsuhiro

Asano, Shigetaka Kasanuki, Hiroshi

Minamisawa, Susumu

よりよい世界の創造にむけて

詰まらない失敗 これまでの５０年、これからの５０年

感謝と反省を込めて 新たな科学の創生へ

早稲田の医学研究に期待します　ラテンアメリカを中心に「周辺的存在」といわれる人々の生活の場で文
化人類学的調査研究をしています。現場からの思考には、自己相対化が不
可欠です。人は自らが慣れた環境に応じた価値観と思考傾向を持ってお
り、そのことに自覚的になって初めて、あらゆる分野の研究も開発も、本
当の意味で人の暮らしに活かせると考えています。分野の垣根をこえて、
理工の皆さんとよりよい世界の構想・創造に向かえることを楽しみにして 
います。

　処世訓を一つ。昔、海外で開催されたさる国際会議に招待され、旅費は
Return Ticket と言われたのを意味が分からずに片道切符と勘違いし
て、帰りの切符を自分で購入してしまった経験があります。ことほどさよ
うに、生兵法は怪我のもと。少しでも分からないことがあったら、勘に頼
らずきちんと調べることが必要です。インターネットの時代で、何でもす
ぐに調べられると思うと、かえって調べ忘れてしまいます。切符の二重払
いくらいで済めばいいですが、大事故を招いたら大変です。お互いに気を
つけましょう。皆さんの今後のご発展を祈念します。

　学生時代を含めると、早稲田大学には半世紀近く在籍したことになりま
す。この50年、日本は戦後からの脱却をバネに所得倍増，列島改造政策な
どを経て飛躍的な経済成長を遂げました。この間、早大理工は様々な分野
で大きく社会に貢献してきました。しかし今日、少子高齢化と共に経済問
題、環境・エネルギー問題など深刻な課題に直面しています。人工物の著し
い発達に比べると人の心は地域・時代によらず共通で変わらぬ面があると
思います。これからの50年は言うまでもなく今の20代の人たちの肩に
かかっています。50年後の科学技術は予測もつきませんが、それを実現
するのは人の意思であり心であることを忘れず、平和で実りある社会を築
いて欲しいと思います。

　9年間の長きにわたって皆様に期待され温かいご支援を賜りながらもそ
のご厚情に十分にお応えできないことを、常に悔やんできました。この様
な中で感じ続けていたことは、複雑性と流動性が増し先が益々見えにくく
なっていく現代社会にあっては希望のある未来を約束するキュウビック・
グランド・ストラテジーが描け異分野とのコミニュケーション能力を有す
るる真のリーダーの存在が益々必要になっているということです。このよ
うなリーダーに求められるのは、時間的・空間的な広い意味での大局観を
もって有限な空間における事象の関連性を科学できる能力です。医学・医
療領域ではとくにそう感じます。本学の学生の一人でも多くの方がこのこ
とを理解されより一層勉学に励まれ、そのために必要な素養を身に着けて
いかれることを強く期待しています。私自身は退任後もこれまでの反省の
上に立ちながら「生涯現役、以一貫之」の心意気をもって、本学発展のために
少しでもお役に立てればと思っております。

　東京女子医科大学退任後、早稲田大学に奉職した期間は短いものでした
が、両大学の共同大学院という日本で初の環境で、医療レギュラトリーサ
イエンス（RS）という新たな領域の学問体系化に挑戦できたことは、私に
とって、たいへん刺激的で、幸運であったと思います。RSは21世紀にお
ける科学技術と人・社会の新たな関係を構築するための予測・評価・決断科
学であり、自然科学と人文社会科学の融合・創造科学です。本学生が、健康・
医療に関わる多数の学問領域が協力する研究活動に接し、多次元かつ学際
的な分析力・総合力を学ぶことを願っています。諸先生方に心から感謝 
致します。

　理工学の基礎を持つ医学研究者の育成、という使命に基づき、生命医科 
学科を新設学科として立ち上げる、という希有な機会に恵まれ、5年少しの
歳月を早稲田大学で過ごさせて頂けたことに改めて感謝申し上げます。 
今後の研究・教育の視点形成に極めて有意義な経験をさせて頂きました。
志の高い学生達との出会いも良い思い出です。早稲田大学における「医学」 
研究や人材育成の在り方に関してはこれからも大いに議論されてゆくこと
かとは思いますが、早稲田ならではのダイナミックな展開を大いに期待し
ております。

佐藤 政充 橋田 朋子

岩崎 清隆

※ 着任時期等の都合によりこの欄でご紹介していない先生もおります。

准教授
生命医科学科

専任講師
表現工学科

准教授（任期付）
共同先端生命医科学専攻

Sato, Masamitsu Hashida, Tomoko

Iwasaki, Kiyotaka

基礎研究の重要性を再認識する 実世界の体験を豊かにする
情報メディアデザイン

先進医療技術の
イノベーションとレギュレーション

　先進理工・生命医科学科の准教授に着任となりました。細胞分裂機構の
解明を目指しています。昨今、基礎研究の重要性が叫ばれており、理学研
究に携わる者として身が引き締まる思いです。理学とはゼロから１を生
み出す基礎の学問であり、理学と応用が手を組んでこその科学・技術で
す。私がこれまで東大・理・生物化学および英国がん研究所で教わってき
た理学の面白さ・尊さを今度は本学で若き学生たちに伝えることが自分の 
使命です。

　モノからコト（体験）まで多様なレイヤーで、情報メディアの重要性が高
まっています。人が直感的かつ自然に扱えるインタフェース、人のよい気
持ちや能力を優しく引き出すメディア技術、人と人との連鎖的な体験を生
むインタラクション手法などをキーワードに、本学では日常生活/実世界
を豊かにする情報メディアのデザインに取り組みます。人を理解し技術と
表現を駆使できるデザイン・エンジニアの在り方についても、探求したいと
考えています。

　本年 4 月より、共同先端生命医科学専攻教員の一員として、『医療レギュ
ラトリーサイエンス』という学際領域の学問体系の構築へ研究・教育の両
面から取り組むことに、大きな責任と希望を抱いております。私は本学機
械工学科で工学者としての基礎を学び、一貫して、医療現場が抱える課題
を解決する医工学研究の実践と、革新的医療機器の実用化、普及を促進す
る医療技術評価学の深化に取り組んでいます。自然科学と人文社会科学の
融合による決断の根拠となる医療レギュラトリーサイエンスを共に構築
し、社会に実装していくリーダの育成を目指します。

WASEDA理工パートナーズ WASEDA Faculty of Science and Engineering Partners

2010年4月に理工学術院でスタートした理工センター社会連携チームによるプロジェクトです。理工学術院の教育・研究に賛同いただいたパートナーズ企業から、 
毎年一定額の協賛金をいただき、大学（理工学術院）から提供する各種企画・プログラムなどを通じて、企業と大学（理工学術院）との連携の展開・充実を図ります。 
現在、「企業との交流会」、「理工学生キャリア形成支援プログラム」、「理工学生就職支援プログラム」、「WASEDA理工パートナーズ奨学金」、「ユニラブ支援」などの 
企画・プログラムを実施してます。

「WASEDA理工パートナーズ」とは

50音順（2013.2.22現在）

学生支援（奨学金新設）
施設等環境整備

旭興産㈱
グリー㈱
㈱サイバーエージェント
㈱寺岡精工
電気化学工業㈱
㈱東京機械製作所
㈱ドリームキャリア

●学生との直接交流 ●技術力・研究力の周知
●研究者との直接交流 ●企業名認知度向上

資金
確保

企業力
向上

新しい何かがはじまります！

各種プログラムの提供

人材育成プログラム 　

早大理工

企業人材確保
共同研究（製品開発） 等々…

学生確保
研究活動の発展 等々…

長瀬産業㈱
日本無線㈱
富士ゼロックス㈱
㈱富士通ゼネラル
武蔵エンジニアリング㈱
早稲田大学生活協同組合

各種プログラムの効果

協賛企業

早稲田大学
西早稲田キャンパス

企業DAY
研究者等交流会
テクノロジー＆

キャリアナビゲーション
広報スペース等の提供

各種プログラム（一例）
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ロームフェア2012（12月13日・14日） 冬の西早稲田キャンパス（1月17日）

リニューアルした54号館（4月24日）

理工ガールズイベント（8月28日）

キャンパスの新緑（5月17日）

基幹理工学部入学式（4月1日） 創造理工学部入学式（4月1日）

オープンキャンパス（8月4日・5日）

理工スポーツ大会（6月9日）

先進理工学部入学式（4月1日）サークル新歓（3月30日）

秋の防災訓練（11月29日）

9月学位授与式（9月15日）

外国学生新入生ウェルカムパーティー（10月18日）

国際コース新入生オリエンテーション（9月19日）

ペアレンツ・デー（11月3日）春の西早稲田キャンパス（4月5日）

秋の西早稲田キャンパス（11月15日）

小中学生のための科学実験教室「ユニラブ」（8月7日）

理工展（11月3日・4日）


