


2

メッセージ

大石 進一

世界に羽ばたく

理工学術院長

OISHI, Shin’ichi

MESSAGE

CONTENTS

世界に羽ばたく　大石 進一──────────────────────────────── 02

人生の礎となる貴重な体験を　太田 有──────────────────────  03

創造の精神　菅野 重樹───────────────────────────────────  03

予言者は存在するか？　竹内 淳────────────────────────────  03

最速・省エネの両立を目指したマルチコアプロセッサ及び
並列化コンパイラの製品化───────────────────────────────── 04

オンライン講義「津波と高潮」始まる─ ───────────────────────── 04

貼れる電極：電子ナノ絆創膏の開発に成功─ ───────────────────

05
NHK学生ロボコン初優勝─ ───────────────────────────────── 05

挑戦の先にあるもの　西村 優美──────────────────────────── 06

「建築」というリアルな体験　島村 知弥─ ───────────────────── 06

共同研究をきっかけとした新たな研究への挑戦　鉄 祐磨─ ───── 07

大学院生の自覚　永原 新───────────────────────────────── 07

産学連携の共同研究を通じて　山﨑 真莉沙─ ──────────────── 08

最先端に挑戦すること　谷山 ゆき─ ───────────────────────── 08

再び、早稲田へ　飯嶋 一雄──────────────────────────────── 09

国際的な視野が広がる環境　中川 寛淑─ ──────────────────── 09

1年間を通して　松浦 加奈─ ─────────────────────────────── 10

快適なキャンパスへ　充実する施設───────────────────────── 10

2016年度  学部・大学院1年生ご担当の先生から─────────────── 11

ご着任の先生から─ ─────────────────────────────────────── 14

ご退職の先生から─ ─────────────────────────────────────── 16

西早稲田キャンパスの１年─ ─────────────────────────────── 18

ごあいさつ

学生生活

ニュース

メッセージ

イベント

　皆様、卒業、入学おめでとうございま
す。この大きな転換点に立たれて、皆さ
んは「何々をしよう」と目標を定められ
ていると思います。多分、その「やりた
いこと」が心の底からの目標であれば、
回りに同じ目標を持っている人は見つ
からない、あるいは、極めて少ないこと
も多いと推察します。しかし、経験上、
世界を見渡すと10人は同じ目標をも
つ人がいることが殆どです。従って、目
標実現のために、議論しながら、目標に
向かっていくためには、この10人の
中から知り合いを作り充実した議論に
よってより洗練された夢の実現を考え
ていかなければなりません。自ずと世
界に羽ばたくことが必要となり、また、
そのような友を作ることは最高の喜び
となります。早稲田大学はこのような
出会いを作るように、あるいは、そのよ
うな機会を作るために、学生の皆さん
を助走させるよう、国際化を達成して
きました。

　さて、日本は、今、研究や製品開発に
イノベーションが求められています。
目標自身を作り出し、未来を想像して
その実現によるリスクを下げながら、
良い点を生かしていくことが求められ
ています。一方、日本には、日本がかつ
て多くの公害を抱えこれを克服してき
た社会的、技術的な成果があります。空
気を綺麗にする技術（低炭素化技術）、
水を綺麗にする技術、公害を克服した
経験（社会的な経験や社会制度設計を
含む）は、多くの国に大きな貢献をする
ものと思います。早稲田大学の研究開
発としては、そのような技術をそれら
の国にチューニングすることに貢献す
ることも念願していると思います。
　今、理工学術院では学部英語学位プ
ログラムを一層整備し、世界に目を向
けた研究重点領域を6つから8つ設定
して、国際化を一層推進しようとして
います。共に世界に羽ばたいていきま
しょう。
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太田 有

人生の礎となる貴重な体験を

基幹理工学部長　
研究科長

OHTA, Yutaka

　基幹理工学部・研究科に入学された皆さん、ならびに学部・ 
大学院を卒業・修了された皆さん、おめでとうございます。
　新入生の皆さんは、大学生として大きな期待と希望を胸に、早
稲田の門をくぐられたことと思います。これから始まる大学生
活では、今後の皆さんの長い人生の礎となる貴重な体験を積ん
で頂きたいと思います。理工系の学生には、「高度な専門知識」は

もとより、現在のグローバル社会で活躍できる「卓越した語学
力」および自ら深く考えて結論を導出する「思考力」と、その結
果を柔軟に応用する「展開力」が必要とされています。基幹理工 
学部での勉学や研究活動を通してこれらの基礎力を身に付けて 
ください。これらは皆さんが将来、どのような道に進んでも、 
その先を照らし、皆さんを導く道標になってくれることで 
しょう。
　卒業生、修了生の皆さん。皆さんは基幹理工学部・研究科で
培った基礎力を如何なく発揮し、卒論、修論を通して最先端の研
究に触れることで、多くの経験や新しい発見をしたことと思い
ます。今後の皆さんを導いてくれるのは、基幹理工学部・研究科
で学んだ基礎力と、共に早稲田で学んだ多くの友人であること
は間違いありません。是非、この貴重な体験を今後の人生に活用
し、新しい社会で活躍されることを期待しています。

菅野 重樹

創造の精神

創造理工学部長
研究科長

SUGANO, Shigeki

　創造理工学部・研究科に入学された皆さん、そしてこれから社
会へ旅立つ卒業生、修了生の皆さん、おめでとうございます。
　新入生諸君は「創造」という冠に何を期待するでしょうか。 
また、卒業・修了生諸君は何を得たでしょうか。私は、「創造」とは
自分自身や社会の進む道を新たに切り拓くことだと考えていま
す。その力である創造力を涵養するためには、個々の知識の吸収

だけではなく、知識と知識のつながりを知ることが必要です。 
新しいつながりに気付いたとき、イノベーション、技術革新が起
きます。気付くには経験を積むこと、それも実社会と結び付いた
体験をすることが効果的です。創造理工とは、まさにその経験を
身に付けるための実学を提供する場です。創造理工が含む領域
は、都市計画・設計、自動車や知能ロボットの開発、医療・福祉、品
質管理、生産システム計画、防災、環境、資源・エネルギーと様々
ですが、いずれも人と社会に関わる実学です。創造理工の新入生
諸君はこれから創造力を身に付ける実学への一歩を踏み出し、
卒業・修了生諸君は培った創造力を社会で試すことになります。
　現代の人や社会は解決すべき多くの課題を抱えています。 
その際に大切なのは、「創造」を意識することで、未来を考え、 
新しい道標を見つけることです。諸君のさらなる前進を期待し
ています。

竹内 淳

予言者は存在するか？

先進理工学部長
研究科長

TACKEUCHI, Atsushi

　ご卒業ならびにご入学おめでとうございます。皆さんは、門出
を迎えて大いなる夢を抱いていることと思います。
　私が学生だった頃に流布していた未来像の一つは、「21世紀
前半には人口爆発と化石エネルギーの枯渇が大問題になってい
る。しかし、困難の中でも世界の距離は縮まり、民主的で世界的
な政府のもとに平和な社会が実現されつつあるだろう」という
ものでした。

　さて、現実はどうでしょうか。地球温暖化、少子高齢化、シェー
ルガス革命、アラブの春など、想定外の事象が現代世界を揺さ
ぶっています。前途が見通せない人生の分岐点に立ったとき、
自らの合理的判断に従うか、カンや誰かの予言に頼るか、選択は
様々でしょう。変革期には声の大きな予言者（？）も登場するか
もしれません。平和で豊かな時代であれば判断のミスは許容さ
れますが、時代が苛酷であれば人の生死をも左右します。幸い
にして先人が苛酷な時代での判断をギリシア・ローマや中国の 
古典として書き残してくれました。その歴史の事象を多く眺め
ると、やがて一つの事実に気づきます。それは、予言者は存在 
せず、ただ、理性の力で未来を予測し未来に備えるものが、より
高い確率で生き残り、何事かを成し遂げうるということです。 
この世紀をよりよく生きるために、世上の声に惑わされず、大学
で培った自らの思考力で未来を切り開いていかれることを期待
します。

オンライン講義「津波と高潮」始まる

最速・省エネの両立を目指したマルチコアプロセッサ及び並列化コンパイラの製品化

　情報処理技術は、スマホ、IoT、自動走行車、ガン治療装置から
スパコンまで多くの先端機器の必須技術となっている。このよ
うなシステムでは、計算能力の向上と低電力化が常に強く求め
られている。
　この要求を満たすため、情報理工学科笠原研究室ではマルチ
コアプロセッサと呼ぶコンピュータの新しい頭脳部と、それを
効率良く低電力で動作させる自動並列化コンパイラというソフ
トを、産官学連携で研究開発している。2011年には、笠原教授
がリーダとして推し進めた複数国家プロジェクトの成功が評価
され経済産業省支援で、グリーン・コンピューティング・システ

ム研究開発センターが本学に設置された（図1）。ここでは企業
と協同で、「災害・病気から命を守る」、「省エネで環境を守る」、

「世界唯一技術で国際競争力を強化する」、ことを目指し研究を
行っている（図2）。また、新産学連携モデルの創出を目指し白井
克彦前総長を中心に、笠原・木村研が発明した特許・開発ソフト
等の知財に基づくベンチャー企業「オスカーテクノロジー」社
が、技術・経営・知財・営業のトップリーダと共に起こされた。ま
もなく、最初の製品版ソフトが販売され、数年後にはこの早稲田
発技術を用いた製品が皆さんの周りで見られる予定である。

文：情報理工学科　教授　笠原 博徳

コースの入り口

図1 グリーン・コンピューティング・システム研究開発センター 図2 マルチコアプロセッサとコンパイラの産官学連携研究 笠原博徳教授

講義の様子

　早稲田大学が制作したオンライン講義“Tsunamis and 
Storm Surges:Introduction to Coastal Disasters”が
2016年1月18日に開講しました。3月21日まではいつでも
登録して聞き始められます。その後も聴講のみはいつでも可能
です。
　登録は無料で、所定のレポートを提出すれば、修了証が得られま
す。レポートを提出しない聴講も歓迎します。この講義では津波や
高潮について英語で解説しています。1/26現在で聴講者は2000
人ほどで、米国（385人）、日本（234人）、インド（125人）、英国（91
人）、スペイン（70人）など、122か国から聴講者が集まっています。

　EdxはMITとハーバードが提唱した遠隔講義の国際的な大
学間組織で、日本では早大の他に東大、京大、阪大、東工大が加盟
しています。
■WasedaXのページ
https://www.edx.org/school/wasedax
この講義は私の40年間の研究成果を注ぎ込んだものですの
で、レベルの高い研究成果に裏打ちされた興味深い講義となっ
ています。大学生や大学卒業生が聞くのに最適ですので、津波や
高潮に興味のある周辺の学生へもご紹介頂ければと思います。

文：社会環境工学科　教授　柴山 知也
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貼れる電極：電子ナノ絆創膏の開発に成功

NHK学生ロボコン初優勝

　粘着剤が無くても皮膚に安定に貼れる電極（電子ナノ絆
創膏）が、本学先進理工学研究科と Italian Institute of 
Technology (IIT) との共同研究により開発されました。本研
究は、武岡研究室で開発されたナノ絆創膏の技術を応用したも
ので、藤枝俊宣助教（JSTさきがけ兼任・4月より本学高等研究
所講師）、先進理工学専攻一貫制博士課程（リーディング理工学
博士プログラム）3年山岸健人氏とIITのFrancesco Greco
研究員（2月より本学の准教授兼任）らが連続式印刷技術を用い
て大量製造法を確立できた点が実用性の観点から重要な成果と
なりました。この電極は、ポリ（3,4-エチレンジオキシチオフェ
ン）: ポリスチレンスルホン酸（PEDOT:PSS）から作られる膜

厚240ナノメートルの薄い青色のフィルムで、直接身体に装着
できるので違和感なく筋電位や心拍などの生体情報を感度良く
計測できます。非常に柔らかいためにナノレベルで皮膚表面に
フィットし、激しい運動による皮膚の伸縮や発汗条件下でも破
れたり剥がれたりすることはなく、石鹸で洗うと簡単に剥がれ
るために皮膚へのダメージも心配ありません。従って、アスリー
トの運動計測から在宅医療や装着型ロボットなど幅広い適用が
期待されています。精巧な電子回路やセンサーを実装させるこ
とで、貼れるフレキシブルエレクトロニクスが夢ではなくなっ
てきました。

文：生命医科学科　教授　武岡 真司

挑戦の先にあるもの

「建築」というリアルな体験

西村 優美

島村 知弥

基幹理工学部　表現工学科
５年

創造理工学部　建築学科
４年

NISHIMURA, Yumi

SHIMAMURA, Tomoya

生活は決して楽しいことばかりではありませんでしたが、それ
だけに日頃から心がけている「常に課題と向き合い克服するた
めに努力する」姿勢が実を結び、大学入学が許可されるレベルの
語学試験に合格したときの喜びはひとしおでした。 
　その姿勢は帰国後の研究生活でも生きていると思います。 主
にロボットの制御技術に関する研究を行っていますが、手探り
の状態でもめげずに続けることで、徐々に全体像が見えてきて、
そこからは研究が面白くなりました。 
　留学は「自分の可能性」を教えてくれました。挑戦したいこと
を諦めないでほしいと思います。私にとって、語学は現在でも 
趣味の延長線上にあり、研究の合間の息抜きになっています。

2015という事業がありました。
　エネマネハウスでは、未来のZEHの技術や新たな住まい方を
提案し、工務店の方々と一緒に施工しました。企画段階から私た
ち学生が中心となって議論を重ね、建物が建った時は圧巻で、達
成感に包まれました。実際に施工現場で建設に関わり、これまで
の授業で学んだことをリアルに体験でき、一層専門的な知識を
身につけることができました。卒業論文もその住宅の環境性能
について書き上げました。
　今後は「実際に家を建てた」という経験を生かし、建築設備の 
更なる前進・ZEHの普及を担う技術者になれるよう、研究に 
励みたいと思っています。

　私は、学部3年の秋から1年間ドイツに留学していました。 
第2外国語としてドイツ語を勉強していたことや、英語さえで
きれば良いという考え方が好きではないことから、留学先を選
びました。手違いで1ヶ月住む家がない状態から始まった留学

　私は建築学科の高口研究室に所属しています。研究室では、
授業とは異なり、企業や他大学との共同研究など、主体的な研
究が行われています。その中の一つ、大学がゼロエネルギー住
宅（ZEH）を実際に建設してその性能を競う、エネマネハウス

　早稲田ROBOSTEPは2013年11月に設立されたNHK
学生ロボコン及びABUロボコン（NHK学生ロボコンで優勝す
ることで出場できる世界大会）での優勝を目指して設立され
たサークルで、2015年6月に開催されたNHK学生ロボコン
2015で優勝し、8月に開催されたABUロボコンでベスト8に
入りました。昨年のロボコンの内容はロボットでバトミントン
するというもので、例年にない難しいものです。その中で私たち

回の結果に満足せず活動を
続けてまいりたいと思いま
す。最後に日本大会、世界大
会を通して菅野先生、もの
づくり工房の方々を初めと
したROBOSTEPを支援
していただいたすべての
方々に感謝を申し上げると
ともに、今後ともよろしく
お願いいたします。

文：総合機械工学科3年
ROBOSTEP　三宅 章太

は手動操作で動かす2台のロボットを製作し、調整、操作練習を
重ね大会ではサークルとして初出場ながら良い結果を収めるこ
とができました。操作性を追及し、できるだけ簡単な機構を用い
大会で操作人の思うように動かせる機体を製作できたことが勝
因であると考えています。一方で私たちは初出場ということも
あり、自動化などの技術力は他大に比べてまだまだであるとい
うことも実感した大会になりました。今後勝ち続けるために今

ロボコン2015に出場した機体 集合写真（右から3人目が筆者） 工場での作業 現場施工 エネマネハウス2015最優秀賞受賞

DSH試験に最高レベルで合格 世界各国から集まった学生と共に 友達と過ごす休日もスピーキングの良い練習
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共同研究をきっかけとした新たな研究への挑戦

最先端に挑戦すること

鉄 祐磨

谷山 ゆき永原 新

山﨑 真莉沙

先進理工学部　生命医科学科
４年

先進理工学研究科　化学・生命化学専攻
修士２年

基幹理工学研究科　数学応用数理専攻
修士１年

創造理工学研究科　地球・環境資源理工学専攻
修士１年

TETSU, Yuma

TANIYAMA, YukiNAGAHARA, Arata

YAMAZAKI, Marisa

大学院生の自覚

産学連携の共同研究を通じて

　私は3年の冬に生命医科学科の武岡研究室に配属されてか
ら、高分子超薄膜（ナノシート）の研究をしています。今年度か
ら、総合機械工学科の藤江研究室と「ナノシート型ひずみセン
サーの開発」を目指して共同研究を行う機会を頂きました。私は

　研究室に入って3年間、新規タンパク質に関する研究に力を
注いできました。研究の魅力は、「最先端」を感じられるところだ
と思います。世界中で誰も知らないことを明らかにしていくの
は大きなやりがいと達成感を感じられる仕事です。

ひずみなどの工学には疎いのですが、材料を得意とする私達と、
ロボット工学を得意とする方々の知識と経験を融合させること
で今までにない薄さのひずみセンサーの開発に挑戦することが
できました。
　夏には、実体情報学博士プログラムの工房に伺い、作製した
ひずみセンサーを用いて皮膚のひずみの測定を試みました。
自分の手で作ったひずみセンサーが、皮膚のひずみに反応し
て抵抗値が変化した時は、鳥肌が立ちました。生命医科学科
で培ったことを持ち出し、臆することなく他分野の人と協力
することでこそ、新たな研究に踏み込んでいけることを実感 
しました。

　研究生活では、共同研究や学会参加を通して多くの研究者と
ディスカッションする機会を頂きました。特に他大学や他学科
との共同研究では、定期的に意見交換する中で思いもよらない
実験のヒントを頂いたり、学内にはない設備の中で実習を行う
など大変刺激的で、自分の研究内容や意見を「アウトプット」す
ることと「広い視野と教養」の重要性を実感しました。
　4月からは企業の研究職として、人々の健康を支える製品づ
くりに携わる予定です。研究生活で得た経験を生かし、他者との
意見交換の中で自身を磨き上げ、常に「最先端」に挑戦し続けた
いと思っています。

　私は修士1年の10月に京都大学の研究会にて講演させてい
ただきました。研究に注力する動機となったのは大学院生に
なった自覚と親への感謝の気持ちです。当初、研究室の教授との
共同研究についていくのが精一杯な毎日でしたが、私自身成長

　私は現在、企業との共同研究で、新しい無機材料の作製とその
物性についての研究をしています。この無機材料は、もともと所
属研究室で開発されてきたものですが、企業が興味をもち、主に

すべく、教授より先に研究室に行き研究を始め、教授より遅く帰
るという事を心がけ毎日研究に没頭しました。その結果、無事講
演を終える事ができ、続く11月の研究会でのポスター発表で
も最優秀賞をいただくことができました。答えがまだない問題
への挑戦とそれに注いだ努力に対し、発表を経て多くの人に評
価される達成感を得ることができました。
　今の研究室には1期生として配属されましたので、研究室の
基盤を作り上げるためにこの経験を生かし自分の研究以外にも
後輩の指導、研究室の雰囲気を大切にするなど気を配り、さらに
飛躍したいと思います。

吸着や触媒等の分野への実用化を目指して共同研究となったも
のです。その中で、大学での基礎研究と企業での開発研究の視
点や進行の違いに戸惑い、様々な問題に直面してきましたが、
日々、先生や学内外の方々に相談しながら対処してきたことで、
多角的に問題を検証して解決する力を身に付け、自分の研究ス
タイルを確立することができました。また、私の研究対象として
いる材料は先行研究が少ないため、近い分野の論文を読み、また
実験結果から様々な可能性を模索して研究に臨んでいます。自
分の研究した材料が即実用化する可能性があることが、企業と
の共同開発研究の面白みと思います。

明治大学でのポスター発表 京都大学での講演 研究室にて丸野教授、後輩らと
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中川 寛淑

飯嶋 一雄 松浦 加奈

情報生産システム研究科
修士 1 年

先進理工学研究科　共同先端生命医科学専攻
博士３年

環境・エネルギー研究科
修士 1 年

NAKAGAWA, Hirotoshi

IIJIMA, Kazuo MATSUURA, Kana

国際的な視野が広がる環境
快適なキャンパスへ　充実する施設

再び、早稲田へ 1年間を通して

　私はサレジオ高専の専攻科から進学してきました。高専時代
に国際会議で研究発表した際、日本国内では受けられないほど
大きな反響があり、各国によって求められていることが違うと
身をもって感じました。そのような経験から国際的な視野を広

西早稲田キャンパスでは学生の皆さんが快適な学生生活を送れるよう、近年さまざまな施設の設置あるいは改修が進んでいます。

　2013年4月、11年ぶりに早稲田の杜に戻った。2002年に
大学院理工学研究科（修士課程）を修了し、企業に勤めるように
なってからも「博士号」への憧れを抱き続けていた私は、恩師・梅
津光生先生のすすめもあり共同先端生命医科学専攻を受験、入

　私は「環境に配慮した小型モビリティ」について研究を行って
います。この研究で開発した小型モビリティを1月に行われた

「彩の国ビジネスアリーナ2016」に出展し、その説明係を担当

げたいと考え、理工学術院の中でも国際色の強い情報生産シス
テム研究科に進学しました。現在の研究はパワーモジュールに
使用されるシリコンカーバイド半導体の導電性接合部分の検討
であり、留学生と意見交換をしながら行っています。研究だけで
なく、バドミントンサークルでも留学生を交えて活動していま
す。これほど留学生と密に関われる環境はなかなか無いと考え
られ、国際的な視野を広げるのに恵まれた環境で活動に励めて
います。また、北九州独自の学外奨学金が充実しているため研究
に専念できています。研究の後は北九州の料理や温泉を楽しん
でいます。

学したのだ。現在は医療機器のレギュラトリーサイエンスとい
う新たな学問領域を研究している。大学・仕事・家庭の両立に悪
戦苦闘しながらも日々、全力投球で頑張っている。アカデミアの
研究活動でしか学べないことがたくさんあり、身に付いたスキ
ルが仕事でも大いに役立っている。大学院へ再び通って本当に
良かったと心の底から思っている。これを読む学生の中では、修
士課程修了後に就職する人が多いと思う。しかし、私のように古
巣へ戻り再び早稲田の門をたたくことも可能である。「開かれた
門」それが早稲田の真髄だ。私は現在そして未来も早稲田を楽し
んでいきたい。

させていただきました。告知番組を見て研究に興味を持ってき
てくださった方もいらっしゃいました。来場者に研究の説明を
したり、逆に意見をいただいたり、貴重な経験ができました。以
前の私は，このような人前で話すことが苦手でした。しかし、こ
の1年を通して変わることができたと感じています。学部時代
とは異なり、大学院では授業や学会など発表する機会が増えま
した。回数を重ねることで克服できたのだと思います。
  授業では、自分とは分野が異なる人にどのように説明すればわか
りやすいか考えさせられました。また、地域調査や稲刈りなど実際に
現場に行き、現物を見ることの大切さを学べた1年でもありました。

61号館  ラーニングコモンズ

61号館  ものづくり工房

56号館  理工カフェテリア

中庭

63号館  ラーニングスペース

53号館  パウダールーム

キャンパス内各所に新しい発想を生み出すさまざまなタイプの学びの場ができています。

女子学生の要望に応え、設置さ
れました。

白と木目を基調とした、落ち着いた空間にリニューアルされました。

広々とした開放感があるスペースに。ベンチも多数設けられ、休憩場所とし
てもより便利になりました。（写真は2015年11月の「第62回理工展」）

新たな機器装置類も導入され、ますます自由なものづくりが可能です。
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「2016年度  学部・大学院１年生ご担当の先生から」

シュレヒト・ヴォルフガング

教授
社会文化領域

SCHLECHT, Wolfgang

好奇心を絶やさずに! 

　入学（留学）おめでとうございます。日本での新たな生活にむけ、期待と不安
で胸がいっぱいのことと思います。これがはじめての海外生活だという人も多
いかもしれません。でも心配することはありません。早稲田大学は国際色豊か
で、100カ国近くの国々から学生がきています。日本人の友達をつくるのはも
ちろん大事なことですが、他の国々や文化圏の学生たちとの交流も糧となるに
違いありません。早稲田大学がある東京という都市もまた魅力的な所で、展覧
会や芝居、コンサートや映画など、いつも様々な「新しいもの」に触れることが
できます。勉学に励みつつ、たくさんのことを体験し、発見してください。ここで
得たものは、きっと今後の人生の宝物となることでしょう。

古井 健二

准教授
環境資源工学科

FURUI, Kenji

新時代の社会を創造しよう

　経済と環境のバランスを保ちつつ、自立した社会を形成するにはどうした
らよいのか？将来迫り来る資源・環境問題に関する危機を回避するための
技術・方策を確立することは私たちに課せられた緊急かつ重大なテーマで
す。4年間の学生生活を通し、こういった課題に挑戦するための知識と技術
を習得し、一人一人が考える力を養い、友人や先輩、教員との交流を通じ幅
広い視野を持った人材に育ってくれることを期待しています。

長谷川 剛

教授
応用物理学科

HASEGAWA, Tsuyoshi

何事も楽しもう

　入学、おめでとうございます。学業はもちろんのこと、サークル活動やボラ
ンティアなどの社会貢献活動も含めて、早稲田大学における学生生活を存分 
に楽しんで下さい。上手く行かないこと、自分の思い通りにならないことも 
沢山あります。だからこそ、成し遂げたときの喜びも大きくなるのです。日々
の地道な努力を怠らず、色々なことに挑戦して下さい。早稲田大学にはその
環境が用意されています。

山田 章一

教授
物理学科

YAMADA, Shoichi

真の自立を！

　入学おめでとうございます。これからの生活に胸を躍らせていることで
しょう。大学は、勉学・スポーツ芸術・サークル活動と様々なことが自由にでき
るところです。大いに楽しんでください。困難に当たった時は、引きこもって
誰かが助けてくれるのを待つのではなく、自分から一歩踏み出し、積極的に
助けを求めましょう。それも大事なことです。

翁 嘉華

准教授
経営デザイン専攻

WENG, Jia Hua

「経営」をデザインできる人財に！

　当専攻では、企業最前線で活躍している経営陣の方々を招いて講話をし
て頂く授業や、PBL （Project Based Learning）型の授業、そして就職 
目的とは異なる実社会での経験をするためのインターンシップ科目等、 
将来、企業の経営に関わる為に必要な、豊富且つ独創的な授業を多数用意 
しております。
　是非今日から皆さん自らが、社会に出たら「経営」をデザインできる人財に
成れるように頑張って頂きたいと思います。

田辺 新一

教授
建築学科

TANABE, Shin-ichi

実力はステップで伸びる─機会を作ろう

　ご入学おめでとうございます。人間の実力は毎日少しずつというよりも、
階段のようにある日突然伸びます。そのためには実力を伸ばす機会を作る
ことが必要です。早稲田大学にはそのようなチャンスが多くあります。学科内
での講義や課題だけではなく、学部を越えた活動に参加するのも良いでしょ
う。受け身になって授業を消費するのではなく、積極的に学ぶことをお勧め
します。

楫 元 永井 保成

教授
数学科

准教授
数学科

KAJI, Hajime NAGAI, Yasunari

わからないことがある喜び

　入学おめでとうございます。みなさんはこれまで、学ぶべきことの範囲が
決められた中で勉強されてきましたが、大学ではそのような天井は取り除か
れ、みなさんの上には最先端の未知の問題へと通じる青空が広がっていま
す。大学で学ぶ中で難しくてなかなか理解できないと感じる時、それはまさ
にみなさんが無限に開かれた学問の世界に足を踏み入れた瞬間です。わか
らないことがたくさんあることの喜びをかみしめてください。

吉田 誠 滝沢 研二

教授
総合機械工学科

准教授
総合機械工学科

YOSHIDA, Makoto TAKIZAWA, Kenji

次世代を担う機械工学エンジニアを目指して

　ご入学おめでとうございます。総合機械工学科では、ロボット・医療・宇宙
開発・自動車と多岐にわたる分野において最先端研究を行っています。研究
には理論・実験・数値解析という3つの方法があり、これらの技術を獲得して
もらいます。実験・レポートと大変な授業も多くございますが、次世代の技術
を担うエンジニアになれるよう、教員一同精一杯指導させていただきます。
頂点を目指して頑張っていきましょう。

中島 達夫 石川 博

教授
情報理工学科

教授
情報理工学科

NAKAJIMA, Tatsuo ISHIKAWA, Hiroshi

より広く世界を見よう

　皆さんはこれからの学生生活で新しい物を見る機会が増えると思います。
このとき、新しいことに興味を持って自分の世界を広げることにより、いま
まで見えなかったことが見えるようになり、それが各自の大きな成長につな 
がります。自分がいままで興味を持ったこともないようなところに本当に 
自分が望む未来があるのかもしれないです。皆さんが、好奇心を持って様々
な学問にチャレンジすることを願ってやみません。

柏木 雅英 丸野 健一

教授
応用数理学科

准教授
応用数理学科

KASHIWAGI, Masahide MARUNO, Kenichi

自分の足で世の中を歩いて行ける力を

　ご入学おめでとうございます。厳しい入試を突破し、晴れて早稲田大学の
一員となった皆さんを心から歓迎します。今までは、入試という明確な目標
があって、「誰かにやれと言われたこと」を高いレベルでやれば親や先生から
認められたわけですが、世の中に出ると、「何をすれば良いか」「それはどうす
れば出来るか」を手取り足取り教えてくれるようなことはなくなります。大学
では、自分で考えて目標を設定し、それを実現出来る、本当の「力」を身に着
けて欲しいと思います。皆さんが有意義な学生生活を送られることを願って
います。

武藤 寛 柳尾 朋洋

准教授
機械科学・航空学科

准教授
機械科学・航空学科

MUTO, Hiroshi YANAO, Tomohiro

自由と責任　挑戦を楽しむ

　入学おめでとうございます。大学はこれまでと違い、自由が多く、講義等へ
欠席しても文句を言われません。いや、誰も文句を言ってくれません。自分の
行動、判断には自分で責任を持って、その上で、色々なことに挑戦して下さい。

“単位を取る”ことも未知の学問分野への挑戦であり、その積み重ねが、社会
へ出てからの挑戦にも役に立ちます。大学生活において本気で挑戦する全て
の経験が、その先の人生の大きな礎となることでしょう。

嶋本 薫

教授
情報通信学科

SHIMAMOTO, Shigeru

バーンスタインの教え

　有名な指揮者のバーンスタイン氏は学生の個別指導も行っていましたが、
ある時学生が自分がプロの演奏家になれるかどうかを彼に尋ねたところ、彼
は即座になれないと回答しました。納得の行かないその学生が理由を尋ねる
と、彼は何故なら君がそれを私に尋ねたからと答えたそうです。皆さんはこ
れから早稲田大学においてその答えの持つ意味をよく考え、自問自答し勉学
に全力を注いでください。

山中 由也 史 又華

教授
電子物理システム学科

准教授
電子物理システム学科

YAMANAKA, Yoshiya SHI, Youhua

大学生活のスタートは目標から

　ご入学おめでとうございます。いよいよ待望の大学生活が始まります。こ
れから4年間の大学生活は皆さんの人生にとって最も夢と希望にあふれた、
かけがえのない大切な時期になると思います。このタイミングで、まず自分
の将来を見据えてしっかりとした目標を立ててください。10年後、20年後
の自分に自信と誇りを持てるように、悔いを残さない充実した大学生活を
送ってください。クラス担任として、心から皆さんを支援したいと思います。

小峯 秀雄 森本 章倫

教授
社会環境工学科

教授
社会環境工学科

KOMINE, Hideo MORIMOTO, Akinori

活力ある未来を一緒に築きましょう！

　ご入学おめでとうございます。
　早稲田大学・社会環境工学科では、2011年の震災からの復興はもちろ
んのこと、豊かで活力のある未来・社会を構築するための技術者育成を行っ
ています。入学された皆さん一人一人が、未来の主人公です。そのためにも、
当学科の充実したカリキュラムのすべてを習得するように努力をしてくださ
い。また、本物の技術者に成長するための基礎力の向上を心がけてください。
共に学びましょう！

渡邊 克巳

教授
表現工学科

WATANABE, Katsumi

自律による自由な表現へ

　新入生の皆さん。ご入学おめでとうございます。
　表現工学科は、科学技術と芸術表現を融合・横断することによる新しい
価値の創造と、その意味を問うことによる人間と世界の理解を目指します。 
基幹理工学部の中でも特に「なんでもあり」な表現工学科では、自律した 
生活・研究態度がとても重要です。これからの責任をともなった自由を謳歌
して、人生の可能性の広さと深さを楽しんでください。

高橋 真吾 永田 靖

教授
経営システム工学科

教授
経営システム工学科

TAKAHASHI, Shingo NAGATA, Yasushi

「理解する」を理解する

　「知らざるを知らずとなす是これ知るなり」という言葉を聞いたことがあり
ますか。「知らない事は知らないと自覚すること、これが本当の知るというこ
とである」という意味です。分かったつもりでも、もう一度「なぜ」と問うてみ
ると分かっていないことが分かります。なぜを繰り返すことで、理解すること
の楽しさが分かってきます。大学で真の学びの楽しさを味わってください。
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薄葉 季路

准教授
数学科

USUBA, Toshimichi

難しいけれど美しい数学

　本年4月より数学科において研究・教育に従事することとなりました。早稲田
大学という伝統ある大学の一員となれることは大変うれしく、同時に大きな責任
を感じています。私の専門は数学基礎論ですが、その中でも公理的集合論と呼
ばれている分野です。集合論は近代数学の基礎付けを与えるだけでなく、無限
の組み合わせ論や数理論理学の技術を総動員する、非常に精妙かつ美しい数
学の一分野となっています。
　このような難解ですが美しい数学を、学生の皆さんと一緒に学び、研究してい
ければと思っています。

史 又華

准教授
電子物理システム学科

SHI, Youhua

国際競争力の向上へ

　私の専門は電子工学です。特にIoT（Internet of things）社会に向けて、
エネルギー利用効率を向上させるLSI（大規模集積回路）設計技術、環境にや
さしく自然エネルギー収集・利用技術、安全・安心な情報処理技術等に関す
る研究を取り組んでいます。本年4月より電子物理システム学科の一員とな
りまして、新入生の皆さんと同様に、夢と希望に満ち溢れています。これから、 
国際競争力を高める教育と研究を目指して全力を注ぎたいと考えており 
ます。

小川 哲司

准教授
情報通信学科

OGAWA, Tetsuji

未知の世界に対峙し得る知の獲得を目指して

　音や映像、人間の行動情報の理解・認識に関する研究を通じて、人間の機
能・行動原理を理解・解明するとともに、メディア情報の有効な活用方法を
探求しています。未知の環境においても頑健に動作し、日々蓄えられていく
データを活用して自動で成長するパターン認識システムの構築がその基礎
となりますが、これは人の成長過程にも通じるところがあります。研究者・教
育者としての基礎を学んだ早稲田大学で、皆さんが未知の課題に対峙し得る
力を習得するためのお手伝いができる喜びと責務を感じています。

岩崎 秀雄 岩本 伸一 高松 敦子 牧本 俊樹
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

IWASAKI, Hideo IWAMOTO, Shinichi TAKAMATSU, Atsuko MAKIMOTO, Toshiki

2020年に向けて

　ご入学おめでとう。皆さんが入学した電気・情報生命工学科では、幅広い専
門科目を学ぶことができます。このため、好きな専門分野に必ず出会うことが
できると思います。さて、皆さんが学部を卒業する2020年には東京オリン
ピックが開催されますので、東京が良い方向へ変わろうとしています。同様に、
皆さんも学部での4年間を無駄遣いせず、2020年に向けて高い志を持って
成長して下さい。

岩﨑 清隆

教授
共同先端生命医科学専攻

IWASAKI, Kiyotaka

グローバルリーダーへ！

　新入生の皆様、博士課程へのご入学おめでとうございます。国の根幹の1
つとも言える医療の発展へ期待は大きく、より効果と安全性が期待できる先
進的な医薬品、医療機器、再生医療技術をいかに日本そして世界の患者に迅
速かつ安全に届け、持続的に普及させてゆくか、その科学的手法の確立が求
められています。グローバルリーダーとなるべく大いに学び、充実した大学
生活をお送りください。

鹿又 宣弘

教授
化学・生命化学科

KANOMATA, Nobuhiro

ツアーガイドを活用しよう。

　何もかもが新しい学生生活。旅に例えるなら諸君は旅人、手に入れたばか
りの学部要項はガイドブック、そしてクラス担任はツアーガイドである。私は
諸君の先輩であり、ツアー経験者でもある。全て手取り足取りでは旅がつま 
らなくなるので、それは差し控えるが、道に迷いそうになったら相談あれ。 
隠れた観光スポットを紹介しよう。上昇志向の相談も大歓迎。ガイドの使い
方は旅人次第である。

山路 哲史

専任講師
共同原子力専攻

YAMAJI, Akifumi

大学院は社会と学問の架け橋

　入学・進学おめでとうございます。大学院は社会と学問の架け橋です。皆さ
んがこれから学ぶこと、研究することは社会につながっています。是非、在学
中に色々なことにチャレンジし、その先に広がる社会とのつながりも考えて
みて下さい。困ったとき、迷ったときは遠慮なく相談にお越し下さい。

加藤 尚志

教授
生命理工学専攻

KATO, Takashi

創造能の発揮と展開を！

　入学おめでとう。このタイトルですが、これから始まる大学院の日々にとて
も大事です。未知の発見で賞賛をあびる自分、それは無理だ、と言われ続け
た実験をやり遂げる自分、画期的技術を考案する自分、仲間と切磋琢磨して
生涯の友を得る自分。しかしそれらは、ただ天から降ってくるものではありま
せん。油断と怠惰がなければ、あなたの現実になることでしょう。どうぞ、わく
わくの日々を！

立野 繁之

准教授
情報生産システム研究科

TATENO, Shigeyuki

レベル1　冒険の始まり

　入学おめでとうございます。君たちはRPGで言うところの冒険者Lv1で
す。これから様々なクエストをクリアしながら経験値を獲得し、冒険者として
のレベルを上げていくことになると思います。ギルドに入って職人スキルを
上げたり、ダンジョンの奥で宝箱を見つけたり、時には強敵相手にパーティ
が全滅することもあるでしょう。自分なりの進め方で、大学生活という名の
フィールドを思う存分楽しんで冒険してください。

柴田 重信

教授
共同先進健康科学専攻

SHIBATA, Shigenobu

新たな発展の研究活躍の場

　ご入学おめでとうございます。本専攻は、早稲田大学と東京農工大学との
連携で共同専攻という形式で開設されたものです。両大学の得意とする、 
工学、理学、農学の融合を見据えて設立され、博士課程でありながら、種々
の学習カリキュラムも用意していますので、色々な角度から学習できること
を期待しています。研究能力だけではなく、幅広い教養や国際的感覚なども 
身に付けて社会に通用する人材を供給することも、本専攻の使命と考えて 
います。

庄子 習一

教授
ナノ理工学専攻

SHOJI, Shuichi

幅広く興味を持とう

　ナノ理工学専攻は、学部で勉強した物理、電気や化学等の基礎知識をベー
スとして融合領域に挑戦することを教育の目的としています。新しい科学技
術の進展に寄与するため、是非幅広い分野に興味を持ち、自分の知識を大い
に広げてください。

納富 信 吉田 徳久

教授
環境・エネルギー研究科

教授
環境・エネルギー研究科

NOTOMI, Makoto YOSHIDA, Tokuhisa

持続可能な社会創りのリーダーたれ！

　ご入学おめでとうございます。パリ協定の採択で温暖化政策は新たな段階
に入りましたが、一方でエネルギー経済は混迷を極めています。いま、 省エ
ネ、創エネ、蓄エネの3技術の革新が急務です。そして、混沌とした世界の環
境・エネルギー事情を社会・経済の幅広い視点から読み解き、持続可能な社
会創りを進める必要があります。そのリーダーを目指して、共に学び、考え、
そして行動していきましょう。

朝日 透

教授
先進理工学専攻

ASAHI, Toru

グローバルリーダーを目指せ！

　ご入学おめでとう！ 本専攻では、国際社会が抱える複雑に絡み合う課題に
取り組める理工系博士人材を育成します。産官政界と協働し、深い専門知識

（専門力）、課題設定・解決に資する広い視野（俯瞰力）、未知な世界にも挑戦
する志（進取力）を5年間かけて涵養します。仲間と切磋琢磨し、世界を舞台
に活躍できるリーダーを目指し、研究のみならず様々な活動を通して自らの
付加価値を大いに高めて下さい。

清水 佳奈

准教授
情報理工学科

SHIMIZU, Kana

計算機が主役の新しい生命科学

　例えばDNAの塩基配列やタンパク質の立体構造など、生命に関わる情報
を計算機科学の手法を駆使して解析し、新しい知見を発見するのが生命情
報科学です。私が卒論研究に取り組んだ当時、早稲田大学ではまだ、専門的 
に扱われていなかった研究分野です。この度母校に戻り、生命情報科学の 
研究室をスタートできるのを大変嬉しく、また、感慨深く思います。まずは、 
爆発的に増大するゲノム情報の解析に取り組み、皆さまと一緒に画期的な 
成果を挙げられるように頑張りたいと思います。

門間 聰之 山口 潤一郎 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

MOMMA, Toshiyuki YAMAGUCHI, Junichiro KOHORI, Fukashi

応用化学科新入生の皆さんへ

　ご入学おめでとうございます。応用化学科は「役立つ化学・役立てる化学」を
標榜し、十分な基礎知識と柔軟な応用力の修得を皆さんに課しています。学部
4年間で「使える化学」を身に着けるため、必修科目や実験科目、選択科目に自
主的に取り組み、理解を深めてください。化学を武器として、世のため人のた
め自然のために活躍できる特別な人材となることを期待しています。

朝日 透 竹山 春子

教授
生命医科学科

教授
生命医科学科

ASAHI, Toru TAKEYAMA, Haruko

自分の可能性を広げよう！

　ご入学おめでとうございます。生命医科学科では、生命科学を理工学、医
学の分野から幅広く学び、新しい研究の発展を目指しています。また、そこで
活躍できる人材の育成にも力を入れています。国際的なリーダー人材を育成
するために多様な海外プログラムにも学生を積極的に参加させています。是
非、新しい環境で自分の可能性を広げる努力をしてください。将来の夢を実
現させましょう！
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「ご着任の先生から」

※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。

酒井 潤一

教授
機械科学・航空学科

SAKAI, Junichi

それぞれ…

　わずか、16年間であったが、極めて濃密で夢のような時間でした。これも
ひとえに、教職員、学生の皆さんのお陰です。ありがとうございました。ところ
で、宇宙船地球号は先の見えない混沌とした暴発寸前の時代を迎えていま
す。未来に向けて、どのようにリスクを取るべきか、考える時期です。最早、垣
根など無用です。「それぞれに」多様な価値観を認め合うことが必須です。物
理的にこそ大きくはないが、心の多くを占めるこの学び舎は「それぞれの早
稲田」の醸成の場です。型にはまらず、殻を破って、経験を積み重ね、輝ける
未来を目指しましょう。思いを言葉にすることにより行動が変わり、ひいては
習慣が、さらには人格が、ついには運命が変わるはずです。これからも材研に
掲げてある「與世無求」を大事にしていきます。

渡辺 仁史

教授
建築学科

WATANABE, Hitoshi

既成概念にとらわれない「自由な発想」を

　さらに多様化が予想される新しい時代を切り開くのに一番必要なものが
「デザインセンス」だと信じています。建築のように見える形をデザインする
時代は終わり、これからは見えないもの（人の動きや時間など）を想像しプレ
ゼンテーションする力が求められます。そのためには、現在の自分の専門分
野の他に、もう一つか二つ、これは絶対に他人には負けないという別の専門
を持つことです。そこから異なる人とのつながりが生まれ刺激を受けること
で、別の視点から思いもよらない発想やアイディアを生み出すことができる
ようになります。そのようなセンスを身につけて、それぞれの専門分野に新
しい光を灯す起爆剤となることを在校生に期待します。

筧 捷彦

教授
情報理工学科

KAKEHI, Katsuhiko

理工の外へ踏み出そう

　選んだ学科での勉強だけで大学生活を終えてはいけない。教室に通って
覚え込み、実験・実習をこなすので終わってはいけない。趣味を持とう。読書
をしよう。多様な人と話す機会を持とう。講習会に参加する、学会に参加す
る、コンテストに応募する、友達を作り、議論をし、ともに何かを目指して汗
をかく。社会を考え、世界を考える。その中で何をやって行くべきか。そして
やってみる。うまくいくこともある。でも、ほとんど失敗するだろう。そしたら、
また考える。またやってみる。正解などない。自分で求め、編み出していくし
かない。そうした試みを繰り返せるのが大学時代だ。さあ，理工の外へ踏み出
そう。

朴 容震

教授
情報通信学科

PARK, Yong-Jin

ヒューマンネットワーキング

　韓国の漢陽大学で32年勤めた後、早稲田大学に教授として5年、特任教
授として1年を過ごしました。この間の約40年の大学生活でいくつかの国
際学会・組織で役員として、活動する機会を得ました。その活動で感じたこと
は、“Small World”です。ある組織で一緒に仕事をした人と別の組織で、ま
た一緒に仕事をするということが多々ありました。研究・仕事をするときはひ
とりではできず、他の人々の手助けが必ず必要です。私はいかに多くの人か
ら助けられたかを痛感しています。このような経験を通して言えることは、誰
でもそれぞれ、人との出会いがあります。その出会いを大切に自分のヒュー
マンネットワークを作ることがいかに重要かということです。

小林 恵吾

准教授
建築学科

KOBAYASHI, Keigo

建築という架け橋

　オリンピックの祭典に沸く日本の裏側では、世界的に見ても未だ類を見な
いほどの高齢化や、人口減少、未婚化、地方の過疎化や都心への一極集中、空
家問題や災害復興といった、あらゆる社会的課題が山積みです。日本におい
て、私たちが示すこうした課題に対する答えは、今後の世界に対しての答え
でもあります。建築はこれらの課題解決において大きく貢献できる分野であ
り、その探求に勤めると同時に、こうした広い視野のもと、ローカルとグロー
バルの架け橋として活躍できる学生の育成にも力を尽くしたいと思います。

椎名 孝之

教授
経営システム工学科

SHIINA, Takayuki

最適化手法の現実問題への応用

　本学旧工業経営学科在学中から、オペレーションズ・リサーチの研究を
行ってきました。この方法は、数理モデルを用いて問題を解決するための手
段となるもので、工学的システムの設計から、組織の運用、企業経営まで、多
種多様な場面に応用されています。しかし、現実の問題では、不確実な状況
下でのリスクを含んだ意思決定を行わなければならず、多くの課題が残され
ています。皆さんとともに、現実問題に幅広く適用可能な最適化手法の研究
を行いましょう。

村田 克

准教授
環境資源工学科

MURATA, Masaru

EHSリスクの視点

　環境リスクには、環境の要因と人間の要因とが関わっています。例えば
PM2.5の問題は大気への発生や粒子挙動の問題であり、ヒト感受性や人
間活動の問題でもあります。人や物、感染症までも簡単に国境を超える現代
において、環境と健康、さらに安全も含めたEHS（Environment, Health 
and Safety）の課題のリスクを、適切に評価し対策する研究と、グローバル
でかつ個々の人間への視点を持って見つめる教育を、本学で大いに進めた
いと思います。

上田 太郎

教授
物理学科

UEDA, Taro

生物物理学？

　現象を抽象化し基本原理を見出していくというのが物理学の指向で、一
方、みなさんが高校で学んだ生物学は、うんざりするほどの多様性と暗記の
科目であったと思います。そうすると生物物理学などという学問領域が成立
しうるのかと思われるかもしれませんが、生命現象もそのつもりで突き詰め
ていくと基本的な共通性が見えてきます。私は、特に生物の「動き」に着目し、
その基本原理を学生さんと一緒に物理学の視点で解きほぐしていきたいと
思っています。

安田 賢二

教授
物理学科

YASUDA, Kenji

母校の空気に再び触れて

　今年から出身学科で教鞭をとらせていただくこととなりました。西早稲田
キャンパスに戻ると昔から変わらない懐かしい建物と新しい建物が混在し過
ぎ去った時の長さを感じます。しかし、中に入ると昔と変わらない早稲田の
空気に触れることができ、とてもわくわくしています。科学も普遍的基盤（基
礎科目）の理解の上に日進月歩の科学的発見、技術革新があります。早稲田
での基盤教育と最先端研究に挑む環境を自分なりに構築してゆきたいと
思っています。

須賀 健雄

専任講師
応用化学科

SUGA, Takeo

分子も人も繋がりを大切に

　プラスチック・ゴム・繊維から電子部材まで多くの高分子材料が身の回り
で活躍しています。分子を自在に繋ぐことで、高分子の鎖が織りなすnm寸法
の模様を精密に制御し、複数の機能を組み込んだ新素材の開発を目指して
います。基礎研究と実学の両立を意識した応用化学の伝統を引き継ぎ、本学
学生の才能・個性を伸ばし社会に貢献する人材（研究者・技術者）の連鎖を生
み出すべく全力で教育、研究に励んでいきたいと思います。

山口 潤一郎

准教授
応用化学科

YAMAGUCHI, Junichiro

分子のものづくりの面白さと可能性

　分子という機能の最小単位には無限の組み合わせが存在し、それを組み
立てる「面白さ」だけでなく、ぼくたちの努力により成功の「可能性」を生み出
すことに適しています。組み立てを実現できるのは合成化学。その化学の面
白さと可能性を伝えるために大学教員となり、はや8年経ちました。無限の可
能性のある学生たちに、化学の面白さを伝えることができる、難解な話でも
最後には笑って、「化学って面白いよね！」といえる研究者を目指しています。

木賀 大介

教授
電気・情報生命工学科

KIGA, Daisuke

合成生物学：生命の起源から設計まで

　種々の生物のゲノム情報の公開に加え、遺伝子を望むように組み合わせ
たDNAも発注可能です。であるならば、試験管内に「人工生命」をつくること
で、生命の起源を追体験し、また、産業面で活用できそうに思えませんか？こ
の研究路線が発展していますが、組み合わせの数が膨大なため、数理モデル
に基づく設計も必要です。学際色の強い本学科で、このようなWetとDryの
融合研究を学べる日本随一の場とするよう皆さんと精進します。

増田 千利

教授
機械科学・航空学科

MASUDA, Chitoshi

お礼

　材料技術研究所に着任して14年になりました。最後に機械科学・航空学
科に移りました。公私にわたり教室および材研の先生方に助けていただき、
教育と研究の仕事に打ち込んできました。深く感謝しています。これまで敬愛
する先生方にお会いできましたことは本当に幸運でした。さらに多くの学生
さんと一緒に議論して成長する姿をまじかに見られて、若返ることができた
ことに大変感激しています。これからもこの感激を忘れずに、気持ちを新た
に学びの心を大切にしていきたいと思っています。皆様のご活躍をお祈りし
ています。

「ご退職の先生から」

藤江 正克

教授
総合機械工学科

FUJIE, Masakatsu

充実の教員人生

　21世紀に始まった私の教員人生は早稲田流でした。卒業式・修了式で24
回も壇上に上って呉れた研究室の歴代学生諸君、学生は超一流、設備は？、
教授は？、の具現化です。一方、30年の企業研究開発経験で痛切に感じてい
た日本の大学は先進諸外国と比べ博士学生が弱く、加えて早稲田大学は博
士課程の学生数も少ない、ということに対して大きな変化が起こりました。こ
の15年、21世紀COEからSGUまで博士学生に対する国の支援が欧米並
みになったことに加えて、早稲田大学も体制が整ってきて、それが学生諸君
の意識に根付いてきたということです。私の研究室でも30人近くの博士号
修得者が殆ど企業に就職という嬉しい結果が出ました。
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「ご退職の先生から」

学部入学式（4月）

オープンキャンパス（8月）

国際コースオリエンテーション（9月）

ペアレンツ・デー（11月）

理工展（11月）

創立記念日（10月21日）

小中学生のための科学実験教室「ユニラブ」（8月）

※都合によりこの欄でご紹介していない先生もおります。

森戸 晋

教授
経営システム工学科

MORITO, Susumu

学ぶことの楽しさを存分に味わおう

　振り返ると、学生時代を含めて40年も早稲田大学にお世話になったこと
になります。この間、私は学ぶことの楽しさを存分に味あわせていただきま
した。学ぶ楽しさは、数学の問題を解けたときの、あの「やった！ うれしい」
という気持ちであり、その延長線上にあります。答が知られていない問題に 
取り組む醍醐味、解けたときの喜びは答のある問題のときよりずっと大きい
でしょう。
　よりレベルの高い楽しみを味わうためには、それなりの努力が必要です。
大学は、意欲ある皆さんが、いくらでも深く学び、学ぶことの楽しさを高めて
くれる環境を提供しています。早稲田での40年に感謝すると同時に、早大
理工に学ぶ皆さんのますますのご活躍を期待します。

逢坂 哲彌

教授
応用化学科

OSAKA, Tetsuya

早稲田にて半世紀

　早稲田大学に入学したのは昭和40年（1965年）、博士号の後、大学助手
を拝命、アメリカ留学を経て教鞭をとりました。在学から数えると、早稲田に
半世紀、よくも長くお世話になったものだと思っています。アメリカで電気化
学と信号処理の新しい融合研究を世界に先駆けて学び実行できました。それ
をもとに新しい研究を進められたのも、早稲田大学の進取の精神と学の独立
という環境のもと、多くの優秀な学生たちと、ともに教育研究を楽しめたおか
げです。この分野で世界トップのアメリカ電気化学会会長を務め、さらには、
早稲田大学にスマートエナジーシステム・イノベーションセンター（通称：電
池ビル）を設立でき、これからも早稲田大学の初代特任研究教授として大型 
研究を進められることは、光栄なことです。則天去私の座右の銘に従って、 
まだしばらくはお世話になります。

名古屋 俊士

教授
環境資源工学科

NAGOYA, Toshio

正念場を超えた先に

　環境資源工学科で教授として30年間お世話になりました。研究室の良き
学生や公私にわたり多くの方々に助けられ、恵まれた環境で研究と教育に
勉められ、ここまで無事に来ることが出来ましたこと、改めて感謝しており
ます。微力ながら頑張った研究の成果のご褒美として天皇皇后両陛下から 
頂いた園遊会の招待が、皆様から頂いたものへの最大のお返しと思っており
ます。
　孟子の「やめてはいけないところでやめてしまう人間というのは、何事に
おいても中途半端で終わる」という言葉が好きです。新入生の皆様、やめず
に正念場を超えた先には、想像以上の展望が開けてきます。必ずやり遂げる
と言う強い意志で勉強と研究に立ち向かってください。

井上 宏子

教授
電気・情報生命工学科

INOUE, Hiroko

何でもトライして見ましょう

　私から皆さんへのメッセージは、勉強、読書、サークル活動、何でもトライ
して見ましょう、ということです。結果が予想される場合でも、やって見ると
意外に違っている場合もありますし、新たな発見もあるものです。食わず嫌
いは止めましょう。
　私も未だに知らない世界が多いことを実感していますので、これからはい
ろいろな事にトライしてみようと思っています。
　行動によって考え方が変わるということも分かって来ているようですの
で、皆さんも何でもトライ！

石渡 信一

教授
物理学科

ISHIWATA, Shin'ichi

人生の一区切り

　何時の頃からか、私は科学者に憧れるようになりました。小学6年の
1957年、当時のソ連による世界初の人工衛星スプートニク１号の打ち上げ
が、一つのきっかけだったかもしれません。以来、無我夢中で勉学に励み（格
闘し）、大学院で研究の楽しさを実感し、海外での研究生活ののち、早稲田に
職を得たのでした。正直に言えば学生時代の私の考えは、自分の好みの追究
が生活の糧になるならこれほどの喜びはないという、少年時代の純粋な志と
は異なる利己的なものでした。それが学生たちと過ごし、ともに学び、難題に
挑戦することを通して、若い人たちの研究活動の姿の中に喜びと生きがいを
見出すようになったのでした。早稲田での37年、人生の一区切りを迎え、次
は何を生きがいにするか、思案中です。

キャリアイベント

学位授与式（３月）




