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　早稲田大学は、戸山キャンパス記念会
堂（37号館）を老朽化に伴って建て替え
ることを決定しました。スポーツミュー
ジアムや学習スペースなども併設した多
機能型スポーツアリーナ（新37号館）と
して新設されます。アリーナは地下2階
地上1階部分に配置し、屋上にあたる地
上部には緑豊かな丘状の広場を設ける
など、先進的な設計の施設となります。
2015年7月からは「さよなら 記念会堂」
と銘打った、各種スポーツ・学生団体に
よるイベントを開催。8月上旬以降に、取
り壊し工事が開始され、完成は2019年
3月の予定です。
　新しいスポーツアリーナには地上4階
建ての高層棟も併設。交流ラウンジやス
ポーツミュージアム、学生たちがディス
カッションを行うラーニング・コモンズを
設置します。
　アリーナを地下に置くという特性を生
かし、地熱を利用した空調システムや雨
水の循環システム、太陽光発電システム
等を組み合わせ、「スーパーローエミッ
ションビルディング」と「ゼロエネルギー
アリーナ」の実現を目指します。また、非
常時には防災施設としての役割も果た
し、周辺地域にも貢献していきます。

　現在の記念会堂は早稲田大学の創立
75周年を記念して1957年に建てられ、ス
ポーツ施設としてだけでなく、卒業式や

入学式、早稲田祭等、大学の式典会場と
して多くの学生に親しまれてきました。
大隈記念講堂と並ぶ“大学の顔”と呼
べる施設で、1964年の東京オリンピック
ではフェンシングの会場にもなりました。
　新しいアリーナも大学の各種式典で
使われる予定です。また、屋上の緑化さ
れた小高い広場「早稲田の杜」は、学生
たちの憩いの場として、戸山キャンパス
の景観を大きく変える、新たな大学の顔
になっていくでしょう。

多機能型スポーツアリーナ
断面図（完成イメージ）

生まれ変わる戸山キャンパス記念会堂
多機能型スポーツアリーナが2019年完成予定

スポーツアリーナの全景（完成イメージ）

アリーナの内部（完成イメージ)アリーナの屋上部分にあたる人工の丘状広場
「早稲田の杜」（完成イメージ）
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日本一に輝いた早大野球部
地元・東伏見を凱旋パレード

※ 本パレード実施については、東伏見商栄会、田
無警察署、西武鉄道、西東京稲門会、ワセダクラ
ブ、ジョナサン東伏見店をはじめ、地域住民の皆
様の多大なるご支援、ご協力をいただきました。

　今春、早稲田大学野球部は東京六大学
野球春季リーグで優勝、さらに第64回全
日本大学野球選手権大会も制し、日本一
に輝きました。その練習拠点となり、硬式
野球場や安部寮が位置する東伏見の街
は、選手たちの生活を支えている野球部の
本拠地。地域の方々への感謝の気持ちを
込めて、6月27日に「東伏見優勝パレード」

が開催されました。
　当日は、川口浩野球部長（政治経済
学術院教授）、高橋広監督、河原右京主
将ほか、野球部の選手たち総勢40名が、
早稲田大学応援部、ワセダチアリーディ
ングチーム“Teddy Bears”とともに行
列をつくり、西東京市富士町から東伏見
グラウンド入口まで約800mを行進。沿

道に詰めかけた東伏見の住民や、熱心
な野球部ファン等、およそ500人が激励
の言葉と拍手を贈り、町全体がお祭り
ムードに包まれました。

パレード後、東伏見グラウンドにて

東伏見優勝パレードの様子 高橋監督を胴上げする選手たち

全日本大学野球選手権優勝の瞬間



4月23日、早稲田小劇場どらま館の開館を記念して、
「都の西北から劇場文化を発信する」をテーマに大隈記念講堂でトークショーが開催されました。

世界を舞台に演劇の第一線で活躍を続ける平田オリザ氏と、
学生時代に演劇サークルで活動していた鎌田薫総長。2人による熱い演劇対談に、
会場を埋め尽くす700名の学生ら観客が湧きました。その内容をご紹介します。

1928年に坪内逍遙先生が演劇博物館を創設したとき、
早稲田大学には、演劇界を盛り上げ、
演劇の持つ可能性を追求するという使命が下ったのかもしれません。
早稲田と演劇の切っても切れない、密な関係に迫りました。

対談
■ 劇団青年団主宰　平田オリザ氏

■ 鎌田 薫総長

■ ［司会］　岡室美奈子演劇博物館館長

出席者
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早稲田小劇場どらま館
復活の意味

岡室　本日は、早稲田小劇場どらま館の
開館を記念して、鎌田総長と現代口語演
劇で知られる平田オリザさんに、早稲田
の演劇と日本の演劇文化について思う存
分語り合っていただきたいと思います。ま
ず、お二人の演劇との出会いについてお
聞かせください。
平田　8歳上の姉に連れられて小学5 〜
6年生からつかこうへいさんとかの舞台を
観ていました。自ら足を運ぶようになった
のは大学生の頃。野田秀樹さんが私の地
元の駒場小劇場と紀伊國屋ホールで交
互に上演していた、今から考えると夢のよ
うな時代を体感しています。
岡室　70年代に当時の演劇界を牽引し
ていたつかこうへいさんの芝居で育って、
80年代には野田秀樹さんの演劇をご覧に
なって、90年代になると宮沢章夫さんたち

と静かな演劇ブームを作られたんですね。
総長はいかがですか。
鎌田　高校入学のときに東京に来て、新
劇を観るようになりました。当時は大劇
場中心で66年頃からアングラ演劇が隆盛
になりました。大学入学後は、「自由舞台」
に入って裏方をしていました。「自由舞台」
は、戦後すぐに創立されて、外国の演劇祭
に招待されるほどの名門劇団でしたが
全共闘運動の高まりの中で解散をしまし
た。OB・OGには現在活躍中の演劇人も
多いです。
岡室　サミュエル・ベケットの「ゴドーを待
ちながら」を大隈講堂で上演されたとか。
鎌田　「自由舞台」ではなく他の劇団の
照明を請負ったときのことですね。大隈
講堂は前方の照明が足りないので、小型
トランスをもって屋根裏に上ってスポット
ライトで照らしていたのですが、徹夜で仕
込みをしたのと暖かさで、不覚にも寝てし
まったんです。暗転のときに、私が持って

いたスポットが消えずに、困らせてしまい
ました（笑）。
岡室　「自由舞台」の先輩である鈴木忠志
さんや別役実さんが、卒業後に劇団「早
稲田小劇場」を旗揚げして、喫茶店「モン
シェリ」の2階に同名の劇場を作ったのが
1966年。1976年に鈴木忠志さんが富山県
利賀村に拠点を移した後は、劇集団流星
舎（代表：森尻純夫氏）が運営を引き継
いで劇団の拠点とし、劇場名を早稲田銅
羅魔館と改名しました。その後、木造から
鉄筋コンクリートの5階建てビルに改築さ
れ、1997年に早稲田大学がその劇場を引
き受けて「早稲田芸術文化プラザどらま
館」として学生の演劇公演に使っていまし
たが、耐震基準を満たしていなかったた
めに取り壊しになってしまいました。それ
がこのたび、興業ができる劇場として復活
したわけです。
鎌田　新しい劇場の名称は、「早稲田小劇
場どらま館」です。鈴木忠志さんが立ち上
げ、あの場所で公演していた劇団の名前を
頭につけることを快く許してくれました。
岡室　早稲田小劇場どらま館は、72席の
小さな劇場ですが、天井の高さがあり開
放感があって使い勝手がよい設計になっ
ています。座席と舞台はいかようにも組み
替えることができますし、3階の調整室か
らも舞台が見やすく設計されています。ど
んどん活用していただきたいですね。
平田　小さくても本格的な劇場を使うこ
とで、劇団の力は鍛えられると思います。
100人以下の席数は学生劇団1にはちょう
ど良いですね。
岡室　また、総長たってのご希望で、南門
通り商店街を盛り上げるため、一階には
売店が設けられます。
鎌田　早稲田は学生演劇のメッカです。
早稲田小劇場どらま館の開館を機に、か
つての勢いを復活させたいですね。もっ
と大きなことを言えば、東京の演劇シー
ンを盛り上げるくらい、活用してほしいと
願っています。ちなみに小野講堂も、もと
もとは小劇場として設計され、非常に立
派な設備を整えています。大隈講堂、小野
講堂、そして早稲田小劇場どらま館が活
用され、早稲田がブロードウェイのような
街になればよいと思います。

100人以下の席数は学生劇団
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両立させるか、ですね。今回は、こけら落
としで、平田さん作・演出の「アンドロイド
版『変身』」を公演しました。国際的に評
価の高いプロの劇団をお招きできること
は素晴らしいことだと思います。また、プ
レ公演では早稲田出身者中心の3つの劇
団が公演しました。演劇に関わっている
学生たちにとっては、早稲田の先輩が身
近な場所で素晴らしい作品を公演してく
れること自体が、励みになるのではないで
しょうか。

早稲田の街を祝祭空間に

鎌田　私は、早稲田小劇場どらま館の復
活を機に、早稲田の街を恒常的な祝祭空
間にしていきたいと考えています。生き
生きとして、風格があり、卒業して何年か
経って戻ってきても温かく受け入れてくれ
るような文化的で、娯楽が揃った街にして

日本にも
豊かな劇場文化を

岡室　最近は学生劇団が上演にフリース
ペースを使うことが増えていますが、そも
そも劇場とは何でしょうか。
平田　基本的に私たちは、劇場文化を定
着させたいと考えています。日本のお客
様は劇場に足を運ぶとき、有名な俳優が
出演しているとか、せいぜい有名な演出
家が演出しているという理由で演目ごと
に考えますが、欧米の場合は劇場が提
供する年間プログラムを信頼して会員に
なったりして、習慣性を持って通う場所に
なっています。
　早稲田小劇場どらま館は、早稲田大学
が運営することに大きな意味があります
ね。米国のイリノイ州立大学がある街は、
人口約8万人のうち約5万人近くが大学関
係者ですが、大学が社会的責任を持って
大中小の劇場を運営、維持し、街の公的
文化政策の一端を担っています。プリン
ストン大学には、構内に劇場も美術館も
あって、研究者たちは校内で気軽に一流
の舞台や絵画を鑑賞することができま
す。日本の大学にも、頭を鍛える場だけで
なく、心を慰める場所が必要だと思いま
すね。
岡室　なるほど。早稲田小劇場どらま館
の運営にあたって、どのようなことが大切
でしょうか。

平田　大切なのは、誰のための劇場かとい
うことです。サークル活動をするだけの劇
場か、市民のための社会貢献的な機能を
持つのか。目的はいろいろあるでしょう。た
だ、早稲田大学の場合は、サークル活動と
いっても学生劇団がそのままプロの劇団2

に育ち、演劇文化を支えてきたという特殊
事情があります。一方で、演劇研究の授業
はありますが、実技の授業はありません。
早稲田小劇場どらま館がどこを目指すの
か、2〜3年くらいかけて議論をして、決まっ
てくるのでしょうか。
岡室　確かに早稲田大学には、坪内逍遙
が演劇博物館3を1928年に創立した頃か
ら演劇研究と教育の歴史と伝統がありま
すが、実技の教育はしていません。でも演
劇はずっと盛んで、プロの劇団や演劇人
を多く輩出しています。その早稲田大学
が劇場を持ち、どこを目指すのかは、重要
なポイントですね。
鎌田　そもそも早稲田小劇場どらま館
を復活させたのは、スチューデントコンペ
ティション4における学生からの提案も
きっかけの一つでした。そうした意味で
は、学生の側のニーズに応えることが第
一の目的だと思います。一方で、学生だけ
に任せておくのではなく、大学としてのポ
リシーを持って劇場文化を広く発信して
いきたいですね。当面は二兎を追いたい
と考えています。
岡室　学生の利用と外部の利用をいかに

2

劇団青年団主宰　
平田オリザ氏

を復活させたのは、スチューデントコンペ
ティション

が演劇博物館

いっても学生劇団がそのままプロの劇団

1
劇団「森」公演の様子
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大学内だけでなく早稲田の街や新宿の
飲み屋で学び、育ってきました。これを機
に学生街の活気を取り戻したいと願って
います。新宿にも芝居の拠点がいくつか
あるので、連携しながら新宿演劇祭など
ができたら良いですね。夢物語かもしれ
ませんが、夢は頑張れば現実になると思
いますので、努力したいと思います。
平田　それだけの施設をお持ちなので
すから、大隈講堂はともかく、小野講堂と
早稲田小劇場どらま館の管理運営を一
体化させ、演劇の専門家に運営を任せた
ほうがよいと思います。桜美林大学には
演劇専修がありプルヌスホールという劇
場がありますが、館長と芸術監督を置き、
将来公共ホールで仕事をしたいと考えて
いる人を研究補助員として有期雇用してい
ます。まず大学側が、劇場は専門性が高い
場所であるという意識改革をすることが
必要だと思います。
岡室　早稲田大学では、演劇の実践的な
教育をしているわけではないので、どのよ
うに劇場運営ができる人材を育てるかと
いう課題があります。
鎌田　それはあまり気にしなくてよいの
ではないでしょうか。早稲田大学の伝統
の一つですが、大学で勉強したこと以外
の分野で大成する人も多いわけですか
ら、必ずしも教育としてやらなくてもよい
という考え方もあります。学生たちの自由
な発想と実体験の集積の組み合わせに

期待してはいかがでしょうか。
岡室　早稲田小劇場どらま館での実践
を通じて、劇場を運営できる学生が出てく
るとよいですね。そのためにも平田さんが
おっしゃるように専門的な能力を持った
スタッフがいることは大切だと思います。
最後に、早稲田小劇場どらま館に対する期
待をお聞かせください。
平田　ぜひとも成功させてください。早
稲田小劇場どらま館が成功すれば、大学
が劇場を持つことが当たり前であること
の証明になります。私も可能な限りお手伝
いしたいと思います。
鎌田　かつて日本の小劇場文化6を盛り
上げた「早稲田小劇場」の心意気を若い
世代に引き継ぎ、発展させていかなけれ
ばならないと思います。学生諸君には、そ
れに見合った覚悟で公演をしていただき
たいと思います。

いきたい。大隈講堂、小野講堂、早稲田小
劇場どらま館の3つの劇場や演劇博物館
の前舞台でそれぞれの規模に応じた演
劇やダンスを公演し、相乗効果を発揮し
ていければよいですね。
岡室　大隈講堂は、かつて「天井桟敷」5

の旗揚げ公演が行われるなど、重要な演
劇の拠点でしたね。
鎌田　学生サークルも自分たちの輪に閉
じこもるのではなく、学外に目を向けてほ
しいと思います。昔から早稲田の学生は、

5

3 4 6

　
鎌田 薫総長

［司会］

岡室美奈子演劇博物館館長

　大隈講堂は、かつて「天井桟敷」

　かつて日本の小劇場文化
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　フランス語圏ヨーロッパ・北米における現代舞台美術
（演劇、ダンス等）を研究しています。文化政策が充実し
ているフランスは、ヨーロッパでも有数の豊かな劇場文
化が醸成されていて、パリは世界中の面白い作品がつ
ねに上演されている、私には夢のような場所です。途轍
もない作品を見て、“昨日までと同じ自分ではいられなく
なるような衝撃”を受ける―そんな経験が私の原点に
あります。学生のみなさんにも、自分を超えた異質な何
かと出会って、揺さぶられる経験を大切にしてもらいた
いですね。そういう力のある作品、それらを生み出す文
化的な背景、政治経済的な制度を研究し、ひいては日本
の舞台芸術の発展にも貢献できれば、と思っています。
　授業では、伝統ある早稲田の演劇映像コースという
看板に恥じない（ ! ）ように意識しながら、古代ギリシャ
から現代に至るまでのヨーロッパ演劇を体系的に講義
し、現代の舞台芸術をめぐる様々な問題を取り上げてい
ます。学生がレビューシートに寄せてくれた問いに授業
で一つ一つ回答し、別のアプローチからの説明を試み
るなど、理解を深めてもらうための努力をしています。 
　また、演劇を総合的に理解することの重要性も伝え
たいと考えています。伝統的な演劇研究では戯曲（テ
クスト）を読むことに重点が置かれてきましたが、現代
演劇において、テクストは絶対に必要不可欠なもので
もない。その演劇を生み出した政治的、社会的、経済
的な背景、稽古場や劇場の中で作品がつくられていく
過程の全体を知ることが、演劇のより深い理解につな
がります。そうした総合的な視点は、現代の演劇界が
必要としている人材にも求められていると思います。
　どらま館が生まれ変わったことをきっかけに、教員と
学生、理論と実践がもっと接点を持ち、いい意味で火花
を散らすことができれば、新たに面白い演劇が早稲田
から生まれるのではないかと期待しています! 

藤井慎太郎
文学学術院教授

翻訳を担当し「小田島雄志・翻訳戯曲賞」を受賞した
ワジディ・ムワワド作「炎 アンサンディ」の脚本

早稲田大学では、
坪内逍遙先生以来の演劇研究の伝統があり、
様々なアプローチで研究が進められています。
3人の研究者に、研究と教育の2つの側面から
早稲田演劇への思いを語っていただきました。
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　私は俳優としての実体験から、演劇という手法を2つの
側面から教育に生かしたいと考え、その手法を開発して
います。一つは、演じることによって他者を理解するとい
う側面です。日常ではしばしば、相手の気持ちが理解で
きないことでトラブルが起こりますが、他者を演じること
によって、自分の視点や解釈が、たくさんある中のたった
一つでしかないという気づきを得ることができます。もう
一つは、芸術的な側面です。身体を使って動きながら他
者の気持ちを想像することで、自分には無かった新しい
発想が生まれます。
　授業では、将来的に各々の仕事の中で課題を解決する
際、多様な人々の目線に立った上で、社会に対し働きかけ
る方法を自らの力で導き出せるような仕掛けを実践して
います。それは、他者の目線に立つことが大前提となるボ
ランティアや地域づくりに対して、演じることで「その人に
なってみる」というシンプルな方法です。学生たちは障が
い者就労支援NPOや高齢化団地など、それぞれが関心
を持った現場でフィールドワークを行い、そこで見た現実
をそのまま再現します。発表の場では観客である履修生
や現場の方々に演者としても参加していただき、共に現場
の課題を掘り起こし、今後何をすべきかを議論します。学
生たちからは「分かっているつもりで、分かっていなかっ
たことに気付くことができた」「演じることを通して、自分
のモノの見方や価値観を認識し、リセットできた」といっ
た声が多く上がります。授業修了後に履修生達が自ら「あ
くと〜社会とつがる演劇プロジェクト」という団体を立ち
上げ、様 な々現場で活動しています。
　日本の社会を牽引する立場となっていく早稲田大学の
学生たちが、他者を理解する手法を獲得していけば、社
会はもっと良くなると信じています。演劇は、自分の発想や
限界を超えたことに出会えるもの。演劇が持つ力を多くの
人に知ってほしいですね。

ローマの支配下にあったユダヤを舞台に、人はなぜ他者を排斥し攻撃
しようとするのかを問い、出演者・参加者共に解決策を探る試み。
●2015年11月26日〜 29日 早稲田小劇場どらま館にて

石野先生監修・出演の舞台＆ワークショップ 出演者・スタッフ募集中

石野由香里
平山郁夫記念
ボランティアセンター助教

　私の専門は1960年代の小劇場演劇第一世代、いわゆる
アングラ演劇です。私が生まれる前のことなのでリアルタ
イムで舞台を見たことはありませんが、学生時代に行った
黒テントの稽古場に貼ってあったポスターを一目見た瞬
間、その迫力に心を奪われました。研究を始めるきっかけ
のひとつですね。当時の小劇場演劇には、実験的で先鋭
的なことをやりたい人 を々集める求心力があり、横尾忠則
や粟津潔、宇野亜喜良といった日本を代表する美術家が
舞台美術やポスター等のアートワークを担当し、後に伝説
となるような作品を次 と々生み出していました。ポスター
は単なる広報としての機能を超えた、集団にとっての旗と
して重要視されていたため、舞台が消えた今でも当時の
息遣いを伝えています。また、劇団の中には演劇センター
68 ／ 71（現・黒テント）のようにメディア戦略に長けた集
団もありました。研究ではそうした批評や戯曲を読み解く
作業を進めています。
　アングラ演劇の特徴を一言で言えば、その“過剰さ”に
あります。表現の質にも活動の量にも圧倒的なパワーが
ありました。ややもすれば、暑苦しくも感じられるほどで
はありますが、なぜそれほどまでに社会を問うたのか、時
代を超えて今の学生と共に考える機会があってもいいの
ではないかと思い、授業でも紹介しています。
　また、演劇博物館の助教として、学内の文化施設を最
大限活用しながら、エンパクの演劇研究拠点としてのパ
フォーマンス力を高めていきたいとも考えています。早稲
田小劇場どらま館と合わせて、研究と実践の両輪を回す
ことができれば、バランスの良い演劇人を生み出す最高
の環境をつくれるのではないでしょうか。学内にとどまら

ず、学外からも演劇が好きな方、演劇界を
より盛り上げていきたい方が早稲田に集
まるよう、魅力的な企画を生み出してい
きたいですね。

梅山いつき
坪内博士記念演劇博物館助教

演劇博物館の活動を伝える
「演劇博物館報 enpaku book」

企画展「広場をつくる・広場を動かす—日本の仮設劇場の半世紀—展」
（演劇博物館、2011年）
撮影：鹿野安司「社会貢献のためのクリエイティブな発想と実践」授業の様子

ず、学外からも演劇が好きな方、演劇界を
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まさに今、舞台で活躍する演劇人に、早稲田演劇の魅力や、演劇への思いをお聞きしました。

　演劇部に所属していた高校時代、早稲
田の演劇サークルが地元を訪問。ワーク
ショップに参加して、憧れが一気に募り
ました。演劇を指導してくださった恩師
の「いつかどらま館で芝居をしてほしい」
という言葉を胸に一心に早稲田を目指
し、今、ここにいます。演劇に本気で打ち

込める環境や仲間の存在に感謝し、幸せ
をかみしめながら日々稽古に励んでいま
す。いずれは地元・美濃加茂市の演劇発
展に寄与できたらうれしいです。

Pro�le
いもと・みくに
劇団「くるめるシアター」所属

早稲田の学生演劇人の声

演劇界のさまざまな分野で活躍する早稲田ゆかりの演劇人

　どらま館が復館するという報せを聞いて大変うれしく思います。私
は1998年に阿佐ヶ谷スパイダースの公演で1度だけ使用したことがあ
ります。どの劇団もより多くの観客を呼んでメジャーになりたいという
欲望のあった時代。どこそこは何人の観客を入れているぞ、というよう
なことを私自身も随分と意識した時代があります。
　昨今は現代演劇の様相も変わりました。それぞれの表現形態に見
合う規模で継続して、創作してゆくことこそ幸福とします。またそうし
た創作に時間と場所を提供し、金銭的負担を軽減させてくれる（多く
は公立の）機関も増えました。どらま館もこれまで以上に学生に開か
れた劇場になるのでしょう。
　私は演劇の興行的な側面と芸術性の融合を願う者でありますが、演
劇が改めて芸術文化として認知される日がやがて訪れるであろうこと
に大いなる期待を抱いています。どらま館が、早稲田演劇の新たな拠点
として、良質な作品を多く生み出してくれることを楽しみにしています。
　それでもなお、私が学生だった頃のあの熱さは懐かしく、劇場の熱
を生んでいたように思うのです。演劇とは商戦ではなく芸術的な創作
なのだと言えばそれまでなのですが、若者の憑かれたような熱気と芸
術性とが混じり合う、刺激的なシーンが再び立ち上がらないものか
と、どらま館に大いに期待しているのです。

長塚圭史

　少し視野を広げると、世界にはとんでもない種類の、あるいは数多
くのパフォーミングアーツがあることに容易に気がつく。そうした刺
激的な作品たちは、ごく単純な言葉を使えばものすごく面白い。早稲
田大学を基点にしながら、外部に出ること、狭小にならず、もっと多く
のことを知ることが必要だ。知らない場所に行ってほしい。まだ誰も
知らないパフォーミングアーツ─ここでこの言葉を使うのは〈演劇〉と
いうだけでは収まらない世界があるからだ─、偶然、知らない場所で
観てしまったなにかを、早稲田に持って帰ってほしいからだ。それはヒ
ントでいい。外国文化を輸入することで、なにやらエリート意識を持つ
ような時代でもないのは、ネットで知る情報も多くあるからだが、ネッ
トでは得ることのできない、身体や、空気の震えを感じることの大事さ
もある。だって音楽ライブは全然べつだろ。もちろん外国に行けばい
いって話でもない。日本の古典にも素晴らしい原泉が数多くある。視
野を広げろ、いつまでも、決まりきった訓練法だけで演劇ができると
思ったら大間違いだ。それが早稲田だ。合理は捨てろ。簡単に手に入
るものなどどうだっていい。インスタントな奇跡は起こらない。早稲田
小劇場どらま館も待っているぞ。私のことを驚かせてくれ。

宮沢章夫

Pro�le
みやざわ・あきお
劇作家・演出家・小説家。1980年代半ば、竹中直人、いとうせいこうらとともに

「ラジカル・ガジベリビンバ・システム」を開始、すべての作・演出を手掛ける。
90年「遊園地再生事業団」の活動を始める。93年『ヒネミ』で第37回岸田國士
戯曲賞受賞。2005 〜 2013年まで早稲田大学文学学術院にて教鞭を執る。『ニッ
ポン戦後サブカルチャー史』（NHK出版）他著書多数。「遊園地再生事業団と主宰・
宮沢章夫のサイト」http://www.u-ench.com/

Pro�le
ながつか・けいし
劇作家、演出家、俳優。劇団「阿佐ヶ谷スパイダース」主宰。「葛河思潮社」代表
代行。2015年10月1日〜 17日に紀伊國屋サザンシアターにて上演される舞台

『十一ぴきのネコ』の演出を担当する。

©taro

　どらま館を、早稲田を、演劇の聖地とし
て返り咲かせること——私はその可能
性を信じています。プレオープン公演で
は、現役の学生で唯一、以前のどらま館を
知ってる方と仕事をさせていただいたこと
で、想いがさらに高まりました。先輩方か
ら引き継いだものを現役にもつなぎ、さら

文学部1年

井本巳仁
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Pro�le
おかだ・まりあ
劇団「森」OG。2010年に所沢キャンパス
演劇サークル「演劇集団ところで」創設。

Pro�le
どい・たかし
劇団「森」所属。主に脚本・演出・制作を担当

　文キャンのスロープ下に部室があった利便性で「早大ミュー
ジカル研究会」に入部を決めたのが、私の分岐点でした。その
頃は、旧どらま館と旧学生会館を基点に、六号館屋上にあった
SPACE ５や校舎地下にあった部室長屋など、大学中至るとこ
ろで多角的に、現代演劇からコント、歌舞伎などの古典まで、
さまざまな種類の演劇が溢れかえっていました。かくいう「早
大ミュー研」の隣の部室は、前衛劇の学内旗手であった劇団

「森」。得体の知れない呻き声が壁越しに聞こえてくる。負けじと
こちらは歌い踊る。演劇初心者で入学した私も、こうした早稲田
に充ちる演劇のエネルギーに魅せられ、その年の冬からは本公
演の演出・脚本・作詞を担当するようになっていました。
　早稲田演劇の最大の魅力の一つは、この無秩序な多様性で
はないでしょうか。雑多で豊かな土壌から、それぞれの創造の
芽をのばし、せめぎあう。演劇で社会と渡り合う覚悟と具体性を
試される。あの頃早稲田で育まれた情熱が、今の私を支えてい
ます。

長田育恵

Pro�le
おさだ・いくえ
2009年、自身の劇団「演劇ユニットてがみ座」を旗揚げ。『青のはて』（2012）で
第16回鶴屋南北戯曲賞に、『地を渡る舟』（2013）で第17回鶴屋南北戯曲賞と第
58回岸田國士戯曲賞にノミネート。今年、坪内逍遥の生涯を描いたピッコロ劇団

『当世極楽気質』の他、10月には、てがみ座『地を渡る舟』（再演）が上演予定。

　私は、早稲田に入ったことによって演劇と関わるようになった
ので、もしも早稲田にいなかったら今この仕事をしているかわか
らない。大学時代は主にサークルの人たちと、稽古をして公演を
して、飲んで演劇の話をして、融通のきくバイトの情報を交換して
…というように、生活の中心に演劇があった。それは有意義だっ
たし、今の自分の原点とも呼べる日々だった。けれども同時に、

（今となっては）もっと広い世界を見ておけばよかったと思う。演
劇は世の中を見る手段として有効かもしれないが、いっぽうで世
界は演劇だけではない、という至極あたりまえのことを、濃密な
早稲田演劇の世界にいた自分は知らなかった。数多くの劇団、伝
統ある歴史と環境は、その中だけで完結できてしまうという深さ
と危うさを持つようにも感じる。用意された環境を飛び越えて、
学割をうまく使って、さまざまな土地や文化、言語に触れて自分
の世界観を広げてもらえるといいんじゃないかと思います。

神里雄大

Pro�le
かみさと・ゆうだい
作家・演出家。「岡崎藝術座」主宰。1982年生まれ。2005年第一文学部卒。在学時
に、岡崎藝術座を結成。今年12月に複数都市にて新作ツアーを予定。

　昨年度、文化企画課が設置した「文化
推進学生アドバイザー」を務め、サークル
とは違った形で早稲田の演劇と関わるよ
うになりました。その中で、「演劇の早稲
田」の強みとは、表現の多様さ、学生の行
動力、人のつながりにあるのかなあと思
い始めました。早稲田は、たまに時代や

演劇論からはみ出す演劇人がいつでも
自由に表現できる場所である一方で、こ
こを出ていった多くの演劇人にとっては、

「帰る場所」でもあるのだと思います。

人間科学研究科
修士課程2年

岡田まりあ

に発展させるべく、どらま館学生委員会の
中心となって活動しています。現役として、
これからの早稲田の演劇を盛り上げてい
く騎手になりたいと思います！

文化構想学部3年

土肥 天



日本人として、
地域、国、世界のために役立ちたい
　中学以降、理系畑を歩んでおり、「将来は
遺伝子工学の分野に」と考えていたにもか
かわらず、「国際」と名のつく学部に行こうと
決めたのは、高校2年生のときに同年齢の
台湾出身の友人ができたことがきっかけ
だった。同い年でありながら、自分の国の
現状を心配する彼の話を聞いて、カルチャー
ショックを受けた。「君は大学に行くの？」と
問われて初めて、既定路線でしか自分の人
生を考えていなかったことに気付いた。もっ
と世界を知りたいという思いで高校３年で
文系に転向、国際教養学部に入学した。留
学生と帰国子女が大半で、自らを含む海外
未経験の“純ジャパ”は 少数派。受験を通
じて英語にはそれなりに自信があったのに、
授業中に皆が笑っている先生のジョークが
分からないという屈辱を味わった。しかし、
生来の負けん気も手伝って猛勉強した結

果、3年生になる頃には留学生の親友と英
語でけんかができるまでになった。世界か
ら集まった友人たちとの会話はとにかく
刺激的。

「彼らの守備範囲の広さ、確固とした意見、
教養の深さに圧倒され、いくら勉強しても足
りないと思っていました。大学時代はアル
バイトを５つ掛け持ちしていましたが、多忙
な中でも勉強は最優先にしていましたし、
時間があれば本を読んでいました」
　多様な価値観に触れる日々の中で強く
感じていたのは、日本人である自分が、この
国と世界のために何ができるかということ
だった。卒業後に就職した日本貿易振興
機構（JETRO）では、中小企業の海外見
本市出展支援業務を通して、地方の中小企
業が支える日本の底力を知った。顧客であ
る地方の中小企業のことをもっと知りたい

日本航空株式会社
国内路線事業本部　国内路線事業部
羽田−東北・北陸・近畿路線グループ
主任

九鬼優一さん

Profile
くき・ゆういち
神 奈 川県 出身。2008年 早 稲 田大 学 国 際 教 養
学部卒業後、独立行政法人日本貿易振興機構

（JETRO）入社。アフリカのODA（政 府 開 発 援
助）事業、日本の中小企業の海外見本市出展支援
業務、山梨貿易情報センターの立ち上げに従事。
2014年日本航空株式会社に転職し、現在、東北・
北陸・近畿路線チームのレベニューマネジメントに
従事。山梨ですっかり国産ワインびいきとなり、最
近はいかに安くておいしい国産ワインをみつけるか
を追求。週末は、奥さんと関東近郊の山々を歩き、
リフレッシュしている。

こうはいナビの経験と組織運営の研究で
組織のリーダーを目指したい
　地方の高校生にとって東京の大学の情
報は意外と少ない。第一志望を早稲田に決
めた高橋さんが学科選びや、学生生活の
雰囲気を知るために頼りにしていたのは、

「こうはいナビBlog」だった。「こうはいナビ」
は、大学の公式プロジェクトで、新入生の大
学生活をサポートするための様 な々活動を

学生が主体となって行っている。入学前か
らその恩恵を受けていた高橋さんは、入学
早 、々地方の高校生に早稲田の魅力を伝え
るべくスタッフに応募。２年生になった今で
は、副リーダーとして、運営の中心になって
活動している。

「新入生はたくさんの情報に囲まれていて、
何を信用していいか分からない状態。大学
公認のこうはいナビの情報なら安心して利
用しやすいはず。サークルなどで信頼でき
る人間関係ができるまでのサポートとして、
非常に役立つと思います」
　こうはいナビの学生スタッフは約50人。メ
ンバーが自分の得意分野を生かして活動
する。高橋さんは、学内でも少数派の理系
の女子学生であることを生かし、「学習班」

オープンキャンパスで「こうはいナビ」のビラを配布。
1,642人の受験生が訪れ、先輩として情報を提供
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学生生活のなかで身につけた
視点や能力を活かして
活躍している学生と若手校友を
クローズアップして紹介するコーナー。
第6回は創造理工学部2年の高橋晴香さん
と、日本航空株式会社の九鬼優一さんに
お話をうかがいました。

Front Runner
― 活 躍 す る 若 者 ―



日本人として、
地域、国、世界のために役立ちたい

という思いが募り、念願だった海外駐在の
打診にも首を振り、地方への異動を希望し
続けた結果、山梨事務所の新設という話が
舞い込んできた。「地方への興味が高まっ
ていたことと、ゼロからの立ち上げという
チャンスに魅力を感じました」
　山梨事務所が軌道に乗った頃、九鬼さん
には再び新たな興味が湧いてきた。その引
き金になったのは、地方という現場ならでは
の顧客との近さ。「商売経験のない自分が、
商売の相談に来てくださる顧客に対して、
最大限の価値を提供できているのか？」。
そんな思いが「外へ」の興味と行動を駆り
立てた。日本の地域の魅力を世界に伝え
ながら、商売の経験も積んでみたい……。
その思いに応えてくれたのが、日本航空。
大企業にも関わらず、新しいことにチャレ
ンジする気風に惹かれた。

「新たな興味に従って、働く場はどんどん変
えていいと思います。ただ、変わりたいと
思っても、いざ変わるとなるとためらう人も
多いのではないでしょうか。私自身はどこで
何をしていても、日本人として国と世界に貢
献したいという思いだけは一貫しています」
　多くの経験を積み、それを次世代に還元
することで、日本を強い国にしていきたいと
笑顔で語る九鬼さん。目下航空業界で、その
思いを形にするために今日も前を見続ける。

大学時代にできた留学生の親友とは今でも仲良し

創造理工学部2年

高橋晴香さん

Profile
たかはし・はるか
秋田県生まれ。2014年早稲田大学創造理工学部
経営システム工学科に入学。野球の応援が好きで、
中学時代はブラスバンド、高校時代はチアガール等
の課外活動に没頭したという、どちらかというと活
動的なタイプ。高校3年生のときにビッグデータに興
味を持ち、日本では最も研究が進んでいると言われ
る早稲田大学を選んだ。現在はこうはいナビの学生
スタッフのほか、ボランティアサークルでも活動中。

こうはいナビの経験と組織運営の研究で
組織のリーダーを目指したい

の一人として情報を発信し、新入生の相談
にのっている。最近では「アカデミック戦隊
ナビレンジャー〜あなたの未来考えます〜」
と題した学習・履修に関する相談イベント
を提案して、大成功。学習に役立つ冊子を
配布したほか、先輩の時間割モデルを掲示
し、学生スタッフに悩みを直接相談できる
ブースを設けたところ、250人もの新入生が
来場した。「学生生活における“先輩”が必
要とされていることを改めて実感しました。
私自身の経験が、後輩の役に立つことがで
きるのはうれしいです」
　現在、こうはいナビの副リーダーとして、議
論が加熱するミーティングを仕切る場面も
増えてきた。運営をスムーズに進めるために
心掛けているのは、報告や相談の大切さ。

そして、自分が理想とする組織のあり方をメ
ンバーと常に共有することが重要だと言う。

「将来は、こうはいナビでの経験や、今、経
営システム工学科で学んでいることを生か
して、組織のパフォーマンスを最大限に高
められるような人材になりたいです。また、
女性のキャリアアップにも関心があります。
女性の社会進出が進んでいるヨーロッパ
に行って、どのような環境がそれを実現し
ているのか、自分の目で確かめてみたいで
すね」
　将来をしっかり見据えて、着 と々理論を学
び、社会に出るための準備を進める高橋さ
ん。でもそこに不思議と気負いは感じられ
ない。スマートに大組織をリードする高橋さ
んの姿が見られる日は、そう遠くないだろう。
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　今、世界には、都市化の負の影響や自
然災害により、一度壊れてしまい、再生困
難な状況に陥っている地域が数多くあり
ます。この状況を放置しておくと、人々が
希望する人生を送れなくなり、地域のコ
ミュニティのバランスが崩壊してしまいま
す。こうした課題地区は、要因別に❶条件
不利地域（資源や情報へのアクセス、差
別、風俗街など）、❷衰退地域（産業が廃
れて人口が減少）、❸被災地域（戦争、テ
ロ、自然災害）に分類することができます。
　このような地域を再生するために、さま
ざまな分野の専門家が地域に入って、状
況を改善すべく支援をしています。地域
再生でよく話題に上るのは、物的支援や
経済的な支援ですが、私が研究・実践し
ているのは、社会再生アプローチです。

これは、社会の仕組みや人の気持ちにア
プローチし、地域のつながりや文化、ルー
ルなどを作り直すことによって、地域再生
に寄与するというものです。
　世の中を改善するための社会開発※1の
歴史を振り返ると、何百年もの間、住居、
下水道、施設などの「物理的欲求」に加
えて、食料・安心・子孫継承など「生理的
欲求」を満たすことが目標でしたが、19世
紀に入ると、「精神的欲求」の比重が大き
くなり、現在では人々の欲求の半分以上
を占めています。（図１）「精神的欲求」が
満たされない疎外感や無力感、ストレス
から地域の人々が回復するために、社会
再生アプローチが必要です。
　課題地区では、もともとあった文化や規
範が形骸化し、壊れつつあります。住民は
その状況を自らどうすることもできずに諦
めていることが多く、第三者である我々が
入って、状況を整理することによってブレイ

クスルーを生み出すことができます。私は
研究者として現場に入り、その方法論や
戦略を研究する一方で、地域づくりの実
践家として地域再生に取り組んでいます。

　地域再生のプロセスは、まずプロファ
イリングから始めます。医師が患者を診る
ように、地域のどこが悪化しているかを
ワークショップやヒアリングを通して探究
し、地域を成立させている意味、目的、エ
ネルギーを与える価値などを修復・再構
築するためのチャート図やアクションリス
トを作成します。私たち地域づくりの研究
者は、そうした実践を通して、地域再生

社会再生アプローチで
伴走しながら地域を元気にする

社会に貢献する最新の研究を取り上げて紹介します。研究最前線
frontline of the study

精神的な面から地域を立て直す
社会再生アプローチ

研究を実践に生かすため
理論と行動の関係を検証

※1　  社会開発：国際連合では、「経済開発の進
行に伴って、国民生活に及ぼす有害な衝撃
を取除き、または緩和するための全国的規
模における保健衛生、住宅、労働または雇用
問題、教育、社会保障に関する社会的サービ
スの発展」と定義されている。

早大×田野畑中学校全校生徒ワークショップ

川口市民と早大生の環境まちづくりくワークショップ

気仙沼スローシティのワークショップ
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プログラムの運営の技術や技法を体系
化しています。さらに、技術や技法ができ
ても、それを行動に移すことが重要です
から、“アクション・リサーチ”※2の方法論や
経験学習サイクルの理論を参考にしなが
ら、アクション・プログラムを作成し、行動
と理論をフィードバック回路でつなぎなが
ら、検証を進めています。そうした研究の
中で分かってきたことの一例を挙げると、
目標主導※3の取り組みは、リーダーが変
わると止まってしまいますが、協働や仲間
づくり主導の取り組みなら、自主的・自律
的なコミュティが形成され、長続きすると
いうことです。社会再生アプローチによる
地域づくりは、“急がば回れ”が有効であ
ることが分かっています。

　私の研究スタイルは、アクション・リサー
チです。立場や視点が違う人と出会い、
対話することによる気づきの質と量の豊
かさを研究に生かしてきました。また、コ
ミュニティと協働しながら課題を見つけ、
お仕着せでない地域再生プログラムを
探究しています。
　15、16年前から取り組んでいるものの一
つに埼玉県川口市の取り組みがあります。

人口が急激に増加している地区とゆるや
かに減少している地区が二極化し、いわゆ
る「穴あき都市」化が進行する中、人口減
少地域への需要を呼び込み、集中・適正
配分させるための土地利用やまちづくりの
政策が求められています。そこで、「まちは
みんなでつくるものフォーラム」というプ
ラットフォームを作って、行政マン、住民、学
生約200人を集め、川口の魅力とは何かを
議論してきました。ここでの成果は、多様
な地域協働のまちづくり事業のプロジェク
ト、最近の取り組みの例では地域の規範
を盛り込んだ「川口カルタ」などの制作に
つながっています。
　一方で、東北復興のプロジェクトも複数
動いています。宮城県気仙沼市では、脱成
長の都市・地域ビジョン戦略のあり方の
研究や世界の脱成長都市との比較研究
を行っています。気仙沼市は、2013年に日
本で最初のスローシティとして認められ、

「気仙沼スローフード」都市宣言をしまし
た。大学生と地元の高校生が参加して、ス
ローシティ、地域社会のあり方、若者の雇
用、Iターン、Uターンなどの地域とキャリア
デザインを考えるワークショップを開催。
その成果物として、市の魅力を世界に発
信するためのパンフレットを作成しました。
　岩手県田野畑村では、条件不利地域に
おける地域経営と公共人材育成の研究を
しています。田野畑の魅力を高めるための

「たのはた未来プロジェクト」を村民有志、
田野畑中学校、早稲田大学、NPO、企業
の協働で行い、現在は、研究室のゼミ生

が住民にインタビューを実施し、地域の魅
力を「田野畑BOOK」にまとめています。
　早稲田大学の周辺地域でも、昨年から
江戸時代に新宿区界隈で生産されてい
た伝統野菜「早稲田みょうが」の定植を
通じて、都市環境のミチゲーション（環境
負荷軽減）や原風景再生に取り組み、都
市農業振興の重要性や今後の可能性に
ついて探究しています。新宿の街に緑を
増やし、ゆとりや潤いのある地域にしてい
くことにつなげたいですね。
　地域再生の取り組みは、焦って結果を
求めても継続性のある解決には至りませ
ん。長い目で根気よく取り組んでいきたい
と考えています。

※2　  アクション・リサーチ：社会活動で生じる
諸問題について、小集団での基礎的研究に
よってそのメカニズムを解明し、得られた知
見を社会生活に還元し、現状を改善するこ
とを目的とした実践的研究

※3　  目標主導：掲げた目標を優先することを大
前提とすること

東北復興を中心に
複数のプロジェクトに参画

早田 宰 
社会科学
総合学術院教授

プロフィール
そうだ・おさむ
1989年早稲田大学政治経済学部政治学科
卒業、1991年同大学理工学研究科建設工学
専攻修了。1993年同大学理工学研究科博士
後期課程単位取得退学。東京都立大学工学
部建築学科助手を経て、1995年早稲田大学
社会 科学部専任講師、1997年同助教 授、
2002年より現職。東日本大震災復興研究拠
点・自然文化安全都市研究所所長、新宿NPO
協働推進センター拡大運営委員会、横浜市ヨ
コハマ市民まち普請事業審査委員会などで
社会貢献活動に取り組む。共著に『まちづく
りの科学』『持続可能な都市の「かたち」と「し
くみ」』、共編著に『地域協働の科学；まちの
連携をマネジメントする』などがある。

早田宰研究室　
http://www.f.waseda.jp/sohda/

スローシティ気仙沼
パンフレットの表紙
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図1：社会開発の歩み

物理的（Physical）

生理的（Vital）

精神的（Mental）

社会開発の目的は、時代が進むにつれ「物理的欲求（住
居、下水道、施設など）」に加え、「生理的欲求（食料・安心・
子孫継承など）」、「精神的欲求」の比重が大きくなっている

早稲田みょうがの園
見学会

天祖神社に奉納した
早稲田みょうがの旬は、

10月上旬
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長年にわたって弁護士として女性の権

利問題に取り組み、今年、日本人の女性

としては初めて国際連合人権条約機関

の委員長に就任された林さん。学生時

代の思い出や早稲田大学に期待するこ

となどをお聞きしました。

―弁護士を志したきっかけを教えてく

ださい。

　私が高校生の時、日産自動車で、女性

の定年が男性よりも５年早い男女別定

年制の適法性が争われた裁判が大きく

報道されました。女性の仮処分の申し

立てが却下されたのですが、そのときの

裁判官の理由が、「女性の55歳の生理

的年齢は男性の70歳に相当する」とい

うものだったのです。そのことに大きな

疑問を感じ、法律を始めとする社会科

学に関心を持つようになりました。私が

入学した当時の早稲田大学の法学部

は司法試験対策に力をいれていて、周り

に試験勉強をしている人が多い中で、私

も自然と弁護士を目指すようになりまし

た。良い刺激を受けながら、勉強の方法

論を先輩や友人から学ぶことができた

ので、司法試験を受けるには非常に良

い環境だったと思います。

―どのような学生時代を過ごされま

したか。

　1年生のときに、他学部の女子たちと

フェミニズムの古典を読む「あーもんず」

という読書会のサークルを立ち上げ、

合宿をしながら、ベーベルの「婦人論」

やボーヴォワールの「第二の性」などを

読んでいました。「第二の性」の日本語

版は、「人は女に生まれない、女になる

のだ」という名言から始まるとされてい

早稲田大学に関係のある方にお話を伺い、
客観的な視点により、早稲田大学の魅力や課題を浮き彫りにします。

MessageMessageMessageMessageMessageMessageMessageMessageMessageMessageMessageMessageMessageMessageMessage
to the nextto the nextto the nextto the nextto the nextto the nextto the nextto the nextto the nextto the nextto the nextto the next
generationgenerationgenerationgenerationgenerationgenerationgenerationgenerationgeneration

［プロフィール］
はやし・ようこ
1979年早稲田大学法学部卒業。1983年に弁護士登録。職場の中での女性差別、婚外子差別訴訟
など女性の権利に関連する訴訟代理人を務めるかたわら、外国人女性のシェルターや性暴力被害者
のためのホットラインのアドバイザーとして活動。公益社団法人自由人権協会（JCLU）事務局長、女
性法律家協会副会長、内閣府男女共同参画会議「女性に対する暴力専門調査会」委員などの要職の
ほか、2004年〜 2009年、早稲田大学大学院法務研究科客員教授を務める。2008年より国際連合
女性差別撤廃委員会委員、2015年2月より同委員会委員長に就任。

弁護士
国際連合 女性差別撤廃委員会委員長

林 陽子さん
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ますが、実は原書ではこの言葉は冒頭

にありません。フランス語が堪能なメ

ンバーがいたので、日本語訳の順番が

違うこと、一部の訳が違うことについ

て出版社に申し入れ書を送ったことが

ありました。「あーもんず」は「早稲田

ウィークリー」に取材されたこともあり

ました。

―弁護士としてだけでなく、市民運動

の現場でも活躍されてきましたが、どの

ようなことが印象に残っていますか。

　学生時代から、市川房枝さんが世話

人を務めていた「行動する女たちの会」

という市民グループに出入りしていまし

た。拠点は中島通子弁護士の事務所に

置かれていたのですが、自分の持つ知

恵や施設などのリソースをそうした活動

に提供できる弁護士の仕事は素晴らし

いと思ったことが、法曹を目指した理由

の一つです。思い出に残る出来事とし

ては、日本政府に男女雇用機会均等法

を作らせようということで、12月24日に、

クリスマスイブとウーマンリブをかけて

「イブリブリレー」と称したイベントを実

施したことです。「男女平等法」の要請

書を入れたバトンを持って、日比谷公園

をリレーで一周し、現在の厚生労働省

に届けました。私も走ったのですが、そ

の姿がNHKで放映されました。颯爽と

走っていたつもりが、日頃の運動不足が

たたり、テレビを見た人たちからは「辛

そうだったね」と口 に々言われました。

―長年、女性の地位向上に向けて活

動されてきましたが、日本の女性の社会

参画についてどうお感じになっていま

すか。問題点は何でしょうか。

　いわゆる男女平等先進国と言われ

ている北欧やEUの国々では、クオータ

制（役職の一定割合を女性に割り当て

る制度）などの採用により、女性の政

治家が増え、積極的に女性の地位向上

のために活動しています。日本の女性

の政治・経済活動や意思決定への参

画の度合いを示すジェンダー・ギャッ

プ指数は、142カ国中104位と先進国で

は最低レベル。もっと他国の政策を研

究し、検討する余地はあると思います

ので、世界で見聞きしたことを日本に伝

えていくことが私の役割だと思ってい

ます。

―今年、国連の女性差別撤廃委員

会の委員長に就任されましたが、さまざ

まな国籍の23人の委員をまとめていく

上で心掛けていらっしゃることは何で

すか。

　条約上、委員は政府から独立した

個人資格として参加していますが、委

員は出身国で要職についている人も多

く、完全に自国から自由というわけでも

ありません。そのため、それぞれの立場

を考えつつ意見をまとめています。ま

た、ある国の問題点を指摘する場合に

も、まずその国の良いところに敬意を

払った上で発言するなど、相手の立場

を配慮することを心掛けています。

―2004 〜 2009年、本学の法務研

究科（ロースクール）で教鞭をとられて

いましたが、どのような思いで指導をさ

れていましたか。

　全国一斉にロースクールが立ち上

がった年で、幅広い教養を持った法曹

を育成するという理想に、教員も学生

も燃えていました。創設時の教員とし

て関わらせていただいたことを光栄に

思っています。早稲田大学のロースクー

ルは学生の自主活動が盛んで、公認団

体の「ジェンダー法研究会」では多く

の議論をしました。ロースクールの修

了生は今、弁護士となって活躍してい

ますので、今では随分仕事を助けても

らっています。

―早稲田大学に期待することをお聞

かせください。

　グローバリゼーションとは、能力があ

る人は世界中どこにいても高い収入

が得られる代わりに、努力をしない人

は、アメリカや日本のような先進国に住

んでいてもチャンスが巡ってこないと

いうことだと思います。日本はいろいろ

な意味で規制に守られている国なの

で、日本人はまだグローバリゼーション

の本当の厳しさを知らないのではない

でしょうか。今後ますます大学間の国

際競争は厳しくなります。早稲田大学に

行けば有益なことが学べるという評判

を高め、まず英語圏の人々にもっと認

知してもらい、世界有数の大学になっ

てほしいと願っています。

早稲田ウィークリーに「あーもんず」が紹介され
た記事。反響があって、男子学生からも応援して
もらいました。写真後列・中央が林氏

早稲田ウィークリーに「あーもんず」が紹介され
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大学の新しい組織・制度など、進化する大学のしくみについて
解説します。第6回は、社会連携推進室です。進化する大学

社会連携推進室

社会との関わりを通して
生き方の多様性に気付く機会を提供

社会連携推進室のプロジェクト事例

　社会連携推進室は、発足以来、大学の
資源（知的財産、人的資産、文化的・歴史
的資産）と社会の資源（行政、企業、地域
など）の連携を推進する役割を担ってき
ました。当初は、教育を主軸に「大学が社
会に何を提供できるか？」という視点でさ
まざまな活動を行ってきましたが、近年は
Waseda Vision 150の核心戦略でも明文
化されている通り、その主軸を「社会の資
源をいかに教育に生かすか？」という視
点にシフトし、「社会連携教育の推進」に
取り組んでいます。
　社会連携推進室の連携先は、行政、企
業、地域、個人と多岐にわたっています。そ
のいずれにおいても、学生が社会の課題
に対して問題意識を持ち、次の行動につな
がるような仕掛けをつくり、連携先にとって
も学生と接点を持つことで、何らかのメリッ
トが生まれるように工夫しています。
　例えば、三菱自動車との連携プロジェ

クトでは、社長講演会に先だって、三菱自
動車社員と学生とのワークショップを組
み合わせるように仕掛けました。若者のク
ルマ離れについて、社員の方 と々参加学
生とがディスカッションを経て、「私にとっ
てのクルマとは何か？」というアプローチ
で企業CMを作成し、社長講演会で発表
しました。参加者はこの一連のプログラム
を通して問題の本質に迫り、個々の関係
性を築くことの重要性に気付きました。

　過去のプロジェクトで学生と接する中
で、私たちが感じていたのは、学生が抱え
ている将来への漠然とした不安でした。
既存のさまざまなプロジェクトやボラン
ティア活動に自ら参加できる学生がいる
一方で、「授業、サークル活動、アルバイト
といった日々の大学生活を漫然と送って
いる学生も確実にいるのではないか？」、

「『このままでよいのかな？』と感じつつも
一人でモヤモヤしている学生も少なくな

いだろう」、という確信めいたものをこれ
までの経験から感じていたのです。そこ
で、2014年度より、学生が社会に一歩踏
み出すための導入として、“IPPO（一歩）
プログラム”に着手しました。
　このプログラムは、まず、学生同士で話
し合うことで他者に触れる機会とする

「fumidasuワークショップ」を最初のス
テップとし、次に、他者に触れたら学外に
出て、地域で頑張っている人や中小企業
の経営者のこだわりや生き方に触れてみ
ようという「tsunagaruプログラム」の２
段階のステップで構成しています。

　人との出会いは一生の財産です。学生
に多くの出会いを提供することで、さまざ
まな分野で頑張っている人々の思いを知
り、人生のヒントにしてほしい。最後の教
育機関である大学だからこそ、4年間では
完結しない学びの動機に気付く場を提
供していきたいと考えています。

社会の資源を
教育に生かす

社会連携教育
“IPPO（一歩）プログラム”

学びの動機に
気付く場を提供

豊かな文化財や多くの歴史資源を有する奈良県と、早稲田大学
の研究室を中心とした教員・学生とが協働することにより、学術・
文化・地域の発展や人材育成に取り組む事業。

大隈重信の出身地である佐賀県と包括協定を締
結し、教員・学生とが協働することにより、学術・
文化・地域の発展や人材育成に取り組む事業。

早稲田大学で学ぶ外国人留学生が企業経営
者たちとともに、日本企業の特徴について議
論し、「ものづくり」現場を訪問見学。

三菱自動車の社長講演会でのプレゼンテーションをゴー
ルに、20名の早大生が「私にとってのクルマとは？」とい
うアプローチでワークショップを行い、企業CMを制作。

区民や行政職員、本学の教職員と学生が様々な角度か
ら議論を交わし、新たな「墨田区食育推進計画」の策
定に携った。

教育・文化・スポーツなどの分野において西
東京市の発展と人材育成に寄与するプロ
ジェクトの一環として、2007年度より市内の
小学生を対象に、毎年２回ずつ「理科・算数
だいすき実験教室」を開催。

長野県木島平村との連携で、過疎化問題に直面
する農村の活性化に取り組む。

川口市内の中小企業経営者を対象にした参加型のセミナー。2014
年度は「経営のモヤモヤを観える化しませんか」をテーマに。

墨田区
プロジェクト

社会連携
推進室

教育・文化・スポーツなどの分野において西
東京市の発展と人材育成に寄与するプロ

小学生を対象に、毎年２回ずつ「理科・算数
だいすき実験教室」を開催。

西東京市
プロジェクト

木島平村
プロジェクト

川口市内の中小企業経営者を対象にした参加型のセミナー。2014
年度は「経営のモヤモヤを観える化しませんか」をテーマに。

プロジェクト

川口市
プロジェクト

奈良県
プロジェクト豊かな文化財や多くの歴史資源を有する奈良県と、早稲田大学

佐賀県
プロジェクト

りそな総研
セミナー

三菱自動車
プロジェクト プロジェクト

“IPPO（一歩）”
プログラム

（本文参照）
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※学年は2015年3月時点

プロフィール　
さかくら・みどり
1987年早稲田大学入職。その後、事務
システムセンター、理工学術院事務所、文
学学術院事務所、高等学院を経て、教務
部社会連携推進室に着任、現在に至る。

早稲田大学　
教務部 社会連携推進室 課長

坂倉みどり

「学生が成長した姿を見る
のがやりがい」と語る社会
連携推進室の職員の皆さん

社会と関わる2段階のステップ

　このように、学生たちは経験を通じて、人と人とのつながりや、働く誇りなどを感じ取って、さまざまな生き方を知り、視野を広げています。受け入れ先
からも「大学生と触れ合って、元気をもらえる」という声を頂いています。

■ 自分から一歩踏み出す
Step 1　fumidasu（踏み出す）ワークショップ

　学生同士のグループワークを通じ、バックグラウンドの違う学生間の交流を図り、個と個の関係を作ることで、他者を理
解することの導入的体験をするものです。参加してくれた学生から、以下のような感想を頂きました。

◦  思ったより衝撃的だった。意外と考えさせられました。
◦  とても大学っぽかった（本来の）。普段の大学ではこんな

に真面目に話す機会がないので、よかったです。

◦   素敵な人たちと出会い、自分を見つめ直すきっかけにな
りました。今の自分に強い肯定感が生まれました。

◦   早稲田に対する親しみの気持ちが湧きました。このよう
な機会をもっと増やしてほしいです。

■ 人に出会い、生き方を知る
Step 2　tsunagaru（繋がる）プログラム

　地域で頑張っている人や中小企業経営者に触れ、そのこだわりや生き様に迫ることで、「他者とは何者か、自分とは何者
なのか」という気付きに加え、「生きることの一体感」を体感するものです。2014年度は夏期に11プログラム、春期に10プ
ログラムを実施しました。こちらの参加学生からは、以下のように感想を頂いています。

◦  「縁」の広がりを感じました。最初の一歩に対し、ぐっと背
中を押して送り出して頂いたこと、大変感謝しております。

◦  受入側の手の掛けよう、力の入れよう、気持ちの入れよ
うに感動しました。他人から、しっかり扱ってもらう経験
は、他の誰かをしっかり扱おう、という循環につながりま
す。それがこのプロジェクトの価値だと思います。

◦  インターンシップと違って、このプログラムは制限がな
いから、伸びしろが無限なんだと思います。

◦  日頃から、自分の世界が狭いな、と思っていて、変えたいな
と思って参加しました。本当に良かったと思っています。こ
こから行動に移さなければいけないと思いました。

「tsunagaruプログラム」に参加した学生の声

■ 「tsunagaru-chiikiru」
社会科学部2年　勝田 翔さん

（染谷亜紗子さん（花泉酒造／福島県南会津町）の
プログラムに参加）

この体験を通して考えたのは、普段生活している世界から飛び出
せば、新しい価値観を知ることができるということでした。普段私
が生活している世界では、お金という価値観が中心を占める『物
質主義』的な考え方が主流であるように思います。人と人とのつな

がりや自然を中心に考える『精神主義』
的な考え方も、頭では理解しているつも
りでしたが、実際に体験することは別も
のでした。

■ 「tsunagaru-mochimasu」
教育学部 生涯教育学専修3年 賀茂慎一郎さん

（宮治誠人さん（宮治通信工業株式会社代表取締役／
中野区）のプログラムに参加）

普段、絶対に出会わない人たちとの出会いが自分を知らない世界
に誘ってくれワクワクしました。この活動を通して一番感じたのは

「全ては人から始まる」ということ。人を通して新しい出会いがあり、
自分を成長させるきっかけを作ってく
れると実感しました。今後の短い学生
生活で出会う一人一人を大切にして、
自分の世界をどんどん拡げていきた
いと思います。
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News Report
大 学 の 今 を 知 る

index
4月 April

30日

早稲田小劇場どらま館グランドオープン
CTIVITYA

30日

春のボランティアフェア開催
CTIVITYA

23日

早稲田小劇場どらま館開館記念対談開催
劇作家 平田オリザ氏・
早稲田大学総長 鎌田 薫
 ➡P4 Special Report

CTIVITYA

25日

喜久井町キャンパスで観音慰霊祭開催
CTIVITYA

28日

林 陽子弁護士による公開講演会
「女性差別撤廃条約批准30年
―国際社会に対する日本の約束―」

CTIVITYA

31日

早稲田大学野球部
東京六大学野球春季リーグ戦で完全優勝

CTIVITYA

NIVERSITYU

27日

WEBサイト「WHY WASEDA?」を公開
➡P26 Website

NIVERSITYU

2日

早稲田大学理工学術院と中央区教育委員会
理数教育推進に関する協定を締結

➡P22 Pick Up

NIVERSITYU

20日・26日

対日理解促進交流事業
「カケハシ・プロジェクト」
コロンビア大学生50人が来校
 ➡P22 Pick Up

7日-10日

早稲田小劇場どらま館 こけら落とし公演
平田オリザ氏　アンドロイド版『変身』

CTIVITYA

13日

本庄高等学院にて
「競技スポーツガイダンス」開催

CTIVITYA

16日

国際シンポジウム
「漱石の現代性を語る
―歿後100年、生誕150年を前に―」開催
 ➡P24 Pick Up

CTIVITYA

23日

「体育各部新人パレード・宣誓式」
「体育各部入部式・表彰式」開催

CTIVITYA

12日-6月11日

「第6回早稲田学生文化・芸術祭」開催
 ➡P25 Pick Up

CTIVITYA

13日

アジア太平洋研究科・小尾敏夫教授
2度目の総務大臣賞を受賞

RIZEP

5月 May

17日

演劇博物館3Dデータベース正式公開
 ➡P24 Pick Up

CTIVITYA

18日

終戦70周年記念特別講演会
「戦後ヨーロッパにおける和解と協力 
その難しさ、複雑さ、そして多様性について
考える」開催 ➡P24 Pick Up

CTIVITYA

27日

早稲田大学野球部「東伏見優勝パレード
（東伏見商栄会主催）」開催
 ➡P3 Pick Up

CTIVITYA

27日

総合人文科学研究センター主催講演会
「唐草文の新研究」開催

CTIVITYA

14日

早稲田大学野球部
全日本大学野球選手権大会で
3年ぶり５回目の優勝

CTIVITYA

NIVERSITYU

13日

大学院合同説明会開催

3日

「一般社団法人 情報処理学会」定時総会で
本学研究者６名が同時受賞

RIZEP

3日

「ICC アイスランド・フェスティバル
〜炎と氷の国、北欧・アイスランドの魅力」
開催

CTIVITYA

8日-12日

早稲田ミュージアム・ウィーク開催
 ➡P25 Pick Up

CTIVITYA

6月 June

7月 July

8日

地域の生活者と連携した研究を支援
2015年度「W-BRIDGE」研究委託先を決定

ESEARCH & EDUCATIONR

6日

早稲田アスリートプログラム
「アスリートのための危機管理セミナー」開催

CTIVITYA

17日

講演会ならびに討論会
「環大西洋貿易投資協定交渉の政治学
〜グローバル化した世界におけるTTIP 〜」
開催

CTIVITYA

1日

大学史資料センター編集
『大隈重信関係文書』
全11巻完成記念式典を開催

CTIVITYA

29日

第3回WASEDA e-Teaching Award
受賞者の表彰式兼講演会開催

CTIVITYA

7日

「NHK学生ロボコン2015
〜 ABUアジア・太平洋
ロボコン代表選考会〜」で
早稲田大学のチームが初優勝

CTIVITYA
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研究・教育R受賞P 各種活動A大学全般U

優れたICT活用教育を表彰する

第3回 WASEDA e-Teaching Award 受賞者決定
　大学総合研究センターでは、ICTや
ネットワークを活用し教育効果向上
を図る取り組みをe-Teachingと定義
し、早稲田大学の優れたe-Teaching

事例を顕在化させて一般公開し、本学
の教育内容の透明化を図り、社会から
の理解と評価を求めるため「Waseda 
e-Teaching Award」を実施しています。

　このたび、第3回WASEDA e-Teaching 
Award（2014年度）の受賞者が決定
し、5月29日に表彰式兼受賞事例につ
いての講演会が開催されました。7件
がWASEDA e-Teaching Awardを受
賞し、うち、砂岡和子政治経済学術院教
授が2014年度のWASEDA e-Teaching 
Award大賞を受賞しました。受賞内容
は左記の通りです。
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担当教員 事例
砂岡和子
政治経済学術院教授

新設された 3 号館 CTLT Classroom でスマホも活用。
LINE の利用で学生のインタラクションも活発に

鈴木利彦
商学学術院准教授

LiveOn や Course N@vi の掲示板に加えて、フェイスブックも
活用することで実りあるアクティブ・ラーニングを実践

橘 孝博
高等学院教諭

高等学院情報科で反転授業を実践。
挙手が増えて生徒の主体性が向上した

中條美和
高等研究所助教

聴覚障がいを補うチャットの活用が学生の参加を促し
授業を活性化

三尾忠男
教育・総合科学学術院教授

2 タイプのクリッカーの長所・短所を導入事例と
学生の声から検証。より効果的な活用方法を提案する

日本語教育研究センター　
オンデマンド講義ワーキンググループ
代表　宮崎七湖
日本語教育研究センター准教授

オンデマンドと遠隔チュートリアルで
全国のキャンパスに留学生向け日本語授業を開講

山名早人
理工学術院教授

クリッカーの導入で議論を活性化。
理系の分野でも対話型授業が可能に

2014年度　WASEDA e-Teaching Award受賞事例一覧

最新のSGU（Super Global University）事業の取り組み

「政治コミュニケーション研究の新展開」を開催
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　早稲田大学・SGU実証政治経済学
拠点が主催し、現代政治経済研究所
と政治経済学術院・科学研究費基盤

（S）拠点の共催で開催した国際ワー
クショップ「New Developments in 
Political Communication Research」。
当日は、スタンフォード大学から政治コ
ミュニケーションの分野における世界
第一人者であるShanto Iyengar教授
を招き、最新の研究発表を織り交ぜな
がら行われました。

　2部構成のワークショップは、第１部
では、田中愛治政治経済学術院教授

（写真右）から開会の辞の後、3人の大
学院生による研究発表が行われ、終了
後にはIyengar博士から大学院生の発
表についてコメントと励ましの言葉があ
りました。第2部では、Iyengar博士によ
る最新の研究成果に関する発表「The 
Tie That Divides: Cross-National 
Evidence of the Primacy of Partyism」
に続き、日野愛郎政治経済学術院教

授（写真左）より、今井亮佑氏（早稲
田大学）と遠藤晶久氏（高知大学）と
の共同研究の成果発表「The Spiral 
of Siren: Opinion Expression after 
Fukushima Nuclear Crisis」があり、
小林哲郎准教授（国立情報学研究所、
写真後列左）がそれぞれにコメントを
しました。一般参加者からの質問・コメ
ントの機会も設けられ、積極的なディス
カッションの後、河野勝政治経済学術
院教授による閉会の辞でワークショッ

プが締めくくられま
した。

Iyengar教授から発表者にはエールが送られた
発表者の3名

（写真中央）を囲んで
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全世界で初となる容量無制限かつ全学規模での導入

全学生・教職員向けオンラインストレージ「Box」を導入
　早稲田大学では、2015年5月より学生・
教職員向けの安全な個人用ファイルスト
レージとして「Box」を導入しました。Box
は、世界中の45,000以上の組織、3,400万
人以上のユーザーに利用されており、モ
バイルでの利用容量無制限といった特
徴のほかに、100種類以上のファイルをプ
レビュー表示できることや、クライアント
アプリを使用してファイル同期できる端

末を制御できるなど、教育・研究をより円
滑にする機能が搭載されています。これ
により、授業、研究、業務の目的で作成す
る教材やノート、レポート、研究データ、研
究論文等を学内外と安全に共有できる
ほか、研究成果としての貴重資料等デジ
タルデータや各種システムのデータ保管
先としても有効活用できます。また、Box
の高度なセキュリティにより、スマート

フォンやタブレット、PC、USBメモリー等
の盗難や紛失、ウイルス感染などによる
情報流出の防止を目指しています。

「カケハシ・プロジェクト」学校交流

本学にコロンビア大学生50人が来校
　5月20日・26日の2日間、外務省の対
日理解促進交流事業「カケハシ・プロ
ジェクト」の一環として、本学の協定校で
ある米国のコロンビア大学より学生50
名が来校しました。5月20日は、ポール・
ワット留学センター教授らによる講義
のほか、グローバル・リーダーシップ・
フェローズ・プログラム※に選抜された
在学生との交流が行われ、キャンパス
ツアーや昼食を交えた学生同士の懇
談では、異なるバックグラウンドや知識
のもと、様々な談義に花が咲いていま

した。26日には、本学に
てコロンビア大学の学生
による「成果報告会」が
開催され、6つの代表グ
ループが、本事業での1週
間の日本滞在における成果および日本
での様 な々経験や米国との違いについ
て発表しました。今回のイベントに参加

した両大学の学生からは好評な感想
が多数寄せられ、互いにとって良い交
流の機会になったようです。
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※ グローバル・リーダーシップ・フェローズ・プログラム　
新入生を中心に全学部から選抜された約15名を対象とする、コロンビア大学など米国名門大学への
留学を含む、4年間一貫の特別プログラム。留学から帰国した後には日米共同ゼミやグローバル・イ
シューの解決をテーマとしたカリキュラムを通して、米国大学からの留学生と共に切磋琢磨し、将来の
グローバルリーダーを養成する。
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理工学術院と中央区教育委員会が連携

理数教育推進に関する協定を締結
　早稲田大学理工学術院と中央区教
育委員会は、中央区が進める理数教
育推進に関して、連携事業を円滑に進

めるため6月2日付けで協定を締結しま
した。理工学術院では、毎年8月に実施
している科学実験教室「ユニラブ」を
はじめ、様々な理数教育啓蒙活動を推
進しています。
　2014年度には、中央区が目指す理
数教育のあり方、先行的な研究やカリ
キュラム開発を行う理数教育パイロッ
ト校のカリキュラムづくりに向けた方
向性、公教育としての学習内容の具体
化の検討に協力するため、学識経験者
や教員、地域関係者等で構成する理

数教育推進検討委員会に本学からも
委員をおくりました。さらに、試行的に
パイロット校である城東小学校の児
童に対し科学実験教室を実施しまし
た。今後もこの協定をもとに、パイロッ
ト校での科学実験教室や講演会の実
施など、中央区立小・中学校の理数教
育の充実や教員の資質向上、本学理工
学術院の教職員・学生の教育・研究の
充実に向けて様々な取り組みを進め、
大学と自治体との教育連携のモデル
ケースとなることを目指しています。

協定書を交わす松川昭義中央区教育委員長（左）
と大石進一理工学術院長（右）

①レポート保管

②Boxからの
レポート提出

①レポート
ダウンロード
リクエスト

②Boxへの
データ保管

③PC・タブレット等
からの閲覧・採点

Box

Learning Management System

学生

教員
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「研究の早稲田」から最先端の成果を報告

　理工学術院の柴田重信教授、高等
研究所の田原優助教らの研究チーム
は、ストレスが体内時計を乱すことをマ
ウスを用いて明らかにしました。私たち
の体のほとんどの細胞には体内時計
が存在し、様々な生理機能に昼・夜の
情報を与えることで、生体の恒常性維
持に役立っています。一方で、体内時計
の乱れは肥満・糖尿病やがんなどの発
症リスクを高めるといわれています。こ

れまで、ストレスが個体レベルで体内
時計にどのように影響を与えるのかは
分かっていませんでしたが、今回の研
究で朝よりも夕・夜のストレスが体内時
計をより狂わせることが明らかに。さら
に物理的・心理的ストレスにより脳や
末梢臓器の体内時計が激しく乱れる
ことや、耐性の獲得によりストレスで体
内時計が乱れなくなることが分かりま
した。今回の研究成果は、英国 Nature 
Publishing Group のオンライン科学
雑誌「Scientific Reports」にも掲載さ
れています。

夕・夜のストレスは
体内時計を狂わせる

　理工学術院の岩崎秀雄教授、高野
壮太朗氏（先進理工学研究科修士課
程修了）、教育・総合科学学術院の園池
公毅教授と名古屋市立大学冨田淳助
教授らは、光合成を行うバクテリア：シ
アノバクテリアの一種「シネココッカス」
が暗期に入ると直ちにエネルギーを消
費しながらmRNAを分解すること、つま
り積極的に休眠状態に移行することを
明らかにし、これまでの定説を覆す発
見をしました。今回の研究は、昼夜の切

り替わりに対する、光合成生物の適応
戦略について新たな知見を提供するも
のです。夜間に転写を積極的・全面的
に抑制する生物がいることは、これまで
明らかにされておらず、他の生物の昼夜
適応戦略を考える上でも興味深い発見
であり、昼夜交代に伴う生命の柔軟な
環境適応体制が明らかになることが今
後も期待されます。

定説を覆し、光合成微生物の
夜間休眠現象さらなる解明へ

2020年東京オリンピック・パラリンピックへ

女性アスリートの食事と
コンディショニングの研究開始
　田口素子スポーツ科学学術院准教
授がリーダーを務める研究チームが、
平成27年度文部科学省・委託事業と
して、女性アスリートの育成・支援プロ
ジェクトを開始します。この研究は、ス
ポーツ科学学術院に属するスポーツ
科学の研究者、スポーツドクター、アス
レチックトレーナー、公認スポーツ栄
養士等の有資格者と、わが国を代表す

る中央競技団体等との協働によって、
女性アスリートの健康リスクを最小限
にする具体的方法を導き出し、スポー
ツの現場へ還元することを目的として
実施。田口准教授は「この研究を通じ
て早稲田ならではの方法論“早稲田
メソッド”を開発したい」と意気込み
ます。社会的には、女性アスリートの
国際競争力の向上が期待されており、

2020年東京オリンピック・パラリンピッ
クはもちろん、その先の発展をも見据
えた日本スポーツ界に対し、本学も貢
献していきます。
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ストレス負荷のタイミングと体内時計応答
マウスは夜行性なので、暗い時間に活動し、明る
い時間に眠る。朝のストレスは体内時計変化な
し。昼ー夕方、または夜中のストレスは体内時計
を早めたり遅めたりする。寝始めの頃のストレス
では、体内時計が組織によってバラバラになり、
腎臓では時計が止まったように見えた。

※ 今回の研究成果は、英国科学誌「BMC Biology」
オンライン版にも掲載されました。

女性アスリートのモデルメニュー
出典：（公財）東京都スポーツ文化事業団
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世界的に貴重な資料が3Dで閲覧可能に

演劇博物館 3Dデータベースが公開
　早稲田大学演劇博物館デジタル
アーカイブ・コレクションは、6月17日
より3Dデータベースを正式に公開。
WebGL技術を用いたことにより、博物
資料としては世界でも有数の109点が、
専用ソフトがなくてもブラウザ上で3D

閲覧できるようになりました。
　今回、資料を様々な角度から480枚
撮影し、また写真測量方式という3D
化技術を駆使することにより、素材の
色も高い精度で再現できるように。画
像の拡大程度の操作しか行えなかっ

た通常のデジタルアーカイブに比べ、
3Dデータベースでは資料の上下左右
を自在に閲覧できるだけでなく、光源
の位置や光の色、背景色まで変えるこ
とができます。演劇関連資料を多く収
蔵している本学演劇博物館では、舞台
などの環境を再現するように、自然光
や、たいまつの光、どの位置に光源が
あるのかを任意で決めることで、今ま
でにはなかった発見に出会えると考え
ています。

欧州5カ国が国際シンポジウムを共催

「戦後ヨーロッパにおける和解と協力」
　6月18日、フランス、ドイツ、オランダ、
ポーランド、イギリス5カ国大使館と早稲
田大学（国際課、EUIJ早稲田、地域・地
域間研究機構）共催による、終戦70周
年記念特別シンポジウム「戦後ヨーロッ
パにおける和解と協力―その難しさ、
複雑さ、そして多様性について考える」
が開催されました。開会の挨拶では森
田典正国際担当理事により、駐日ポーラ
ンド大使から提案を受けて開催に至っ
た経緯が説明され、ティム・ヒッチンズ
駐日イギリス大使からは5カ国を代表

して歴史を振り返ることの意義が強調
されました。各国から計10名の専門家
が来日し、「ヨーロッパにおける国家間
の和解の経験」、「ヨーロッパ統合とポ
スト植民地主義」、「社会間の和解の経

験」、という3つのテーマについて講演・
議論がされました。参加者は計200名
にのぼり、参加者を交え欧州・東アジ
アにおける和解について活発な議論
が行われました。

角度や光源の位置を変えて、資料を手に取るように閲覧できる

（左）参加5カ国を代表し祝辞を述べるヒッチンズ駐日イギリス大使
（右）シンポジウムは3つのセッション・テーマで構成された
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漱石ゆかりの地で語り合う

夏目漱石を語る国際シンポジウムが開催
　5月16日、新宿区・岩波書店・朝日新聞
社・漱石記念年実行委員会の後援のも
と、国際学術研究集会「漱石の現代性
を語る―歿後100年、生誕150年を前に
―」が本学総合人文科学研究センター
の主催で行われました。早稲田は、漱石
が生まれ、また晩年を過ごした地であ
り、また漱石は本学の前身である東京
専門学校で英語の講師を務めていま
した。シンポジウム当日は、漱石研究者

を始め、文学研究者や学内外の学生な
どが多数集まり、6人の講演者の話に熱
心に耳を傾けました。19日には、基調講
演を行ったひとり、フランス国立東洋言
語文化大学のエマニュエル・ロズラン
教授が、フランスにおける日本近代文学
の翻訳・研究の歴史や実態を報告する
ワークショップを開催。翻訳がほぼ出そ
ろっている漱石の作品が、フランスの読
者に根強く読まれているといった話に、

研究者・大学院生の他、一般の参加者
も興味深く聞き入っていました。

フロアからの質問にも答えながらディスカッション
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“早稲田文化”に実際に触れる5日間

「Museum Week 2015」を開催
　早稲田大学内には、日本で唯一の演
劇専門博物館「坪内博士記念演劇博
物館」のほか、美術品や考古資料など
を一堂に集めた「會津八一記念博物
館」など、“早稲田文化”を体感できる施
設が数多く存在します。しかし、一度も
足を踏み入れないまま卒業してしまう
学生も少なくないことから、各施設を活
用するきっかけ作りとして、今年度初の
試みとなる「Museum Week」が開催さ
れました。6月8日から12日までの期間中
は、連日、各種イベントが随所で開催。

博物館に収蔵する文化・情報資源を学
芸員などが丁寧に解説するミュージア
ムツアーや、オリジナルクラッチバッグ

（非売品）をプレゼントする謎解きスタ
ンプラリー等が大好評を博しました。
博物館が多くの学生や来訪者の熱気
で溢れる1週間となりました。

早大生の躍動を体感する1カ月

「早稲田小劇場どらま館開館記念
第6回早稲田学生文化・芸術祭」開催
　2010年にスタートし、学生が日頃
のサークル活動の成果を発揮する場
として、毎年大きな盛り上がりを見せ
る「早稲田学生文化・芸術祭」。今年
は、「早稲田小劇場どらま館開館記念 
第6回早稲田学生文化・芸術祭」とし
て、早稲田小劇場どらま館開館後、初
の開催となりました。
　5月12日から6月11日までの1カ月、31企
画33団体が参加し、大隈記念講堂、小
野記念講堂、ワセダギャラリー、早稲田
小劇場どらま館を舞台に、学生たちが
熱気あるステージを披露。約6,000名の
来場者が“ワセダ学生文化”に酔いし
れました。

PERFORMANCE
学生たちに人気の男子チアリーディン
グチームを始め、女子チアダンス、ジャ
グリング、ヒーローショー、ファッション
ショー、お笑いなどさまざまなジャン
ルでステージを展開。

DRAMA
今年の「早稲田演劇週間」は小野記
念講堂と早稲田小劇場どらま館の2
カ所で開催。4つの団体が各々の舞台
で、芝居を披露。

DANCE 
タップダンス、ジャズダンス、フラダン
スから、日本舞踊、よさこい踊り、民
族舞踊など、ワールドワイドな演目で
魅了。

MUSIC 
ジャズ・タンゴ・エレクトーンのほか、
和太鼓、三味線のコラボレーション、
アカペラの合同ライブ、オーケストラま
で、多種多様に演奏。

EXHIBITION
ワセダギャラリーでは、絵画会と生花
研究会が、文化の息吹が感じられる
作品を展示。
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本学で活躍される先生方の著書をご紹介します。
※（　）内は著者・編者・監修者の所属（刊行時）です

BooksWebsite

https://www.waseda.jp/inst/whywaseda/

日本・東京の魅力を
世界13か国語で発信する
WEBサイト「WHY WASEDA?」を公開

これまでの本学WEBサイトは、日本語および日本語版を英訳したもので構
成されており、おもに海外在住で本学の知識がない人に対してPRするコン
テンツは不十分となっていました。今回のサイト開設により、日本語・英語以
外の言語でのアクセスを希望する人や、日本の高等教育に知識のない人に対
し、魅力を直接PRすることが可能になります。

■ 『早稲田教育ブックレット 若者の貧困と学校』
 早稲田大学教育総合研究所監修　学文社　2015年3月

■ 『早稲田教育ブックレット 多様な教員養成の在り方と教師のキャリア』
 早稲田大学教育総合研究所監修　学文社　2015年3月

■  『早稲田教育ブックレット  
LGBT問題と教育現場－いま、わたしたちにできること』

 早稲田大学教育総合研究所監修　学文社　2015年3月

■  『早稲田大学現代政治経済研究所研究叢書　 
温暖化対策の新しい排出削減メカニズム  
二国間クレジット制度を中心とした経済分析と展望』

 有村俊秀（政治経済学術院）著　日本評論社　2015年3月

■ 『早稲田理工PLUS〈2015〉 Break the Impossible! 夢なき者に成功なし』
 早稲田大学 理工学術院総合研究所（理工学研究所）　朝日新聞出版　
　 2015年3月
■  『早稲田大学現代政治経済研究所研究叢書　 

メディアは環境問題をどう伝えてきたのか 公害・地球温暖化・生物多様性』
 関谷直也・瀬川至朗（政治経済学術院）　ミネルヴァ書房　2015年4月

■ 『GRANTA JAPAN with 早稲田文学 02』
 早稲田文学会発行　早川書房　2015年4月

■ 『ステロイドと「患者の知」：アトピー性皮膚炎のエスノグラフィー』
 牛山美穂（高等研究所）著　新曜社　2015年5月

■ 『早稲田文学 2015年夏号』
 早稲田文学会発行　筑摩書房　2015年5月

■  『ジャーナリズムの「新地平」 
〈石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞記念講座2014〉』

 谷藤悦史（政治経済学術院）編　早稲田大学出版部　2015年6月
■ 『An Automodular View of Ellipsis』
 上野義雄（理工学術院）著　早稲田大学出版部　2015年6月

■ 『日本復帰と反復帰 戦後沖縄ナショナリズムの展開』
 小松寛（社会科学総合学術院）著　早稲田大学出版部　2015年6月

今号のオススメ
『ライブ講義 徹底分析！ 集団的自衛権』
水島朝穂（法学学術院）著　岩波書店　2015年4月

現在、国会で審議中の安保法案は「違憲か合憲か」大きな
注目を浴びている。この問題について、水島教授が「なぜ、
集団的自衛権の行使は違憲なのか」を、過去の政府答弁も
示しながら、法の論理と軍事の知識で丁寧にわかりやすく
解説。「国会議員のネタ本にもなっている」と話題の目から鱗
のライブ講義形式。

『高くても売れるブランドをつくる！ 
日本発、ラグジュアリーブランドへの挑戦』
長沢伸一（商学学術院）著　同友館　2015年6月

レクサス（トヨタ）、クレ・ド・ポー ボーテ（資生堂）両ブランド
マネジャーを招いて昨秋開催した早大ラグジュアリーブラン
ディング研究所主催シンポジウム「日本発、ラグジュアリーブ
ランドへの挑戦」の内容を中心に、“高くても売れるブランドづ
くり”＝ラグジュアリーブランディングの道を探る。これからの
日本企業のものづくりに示唆を与える書。

「WHY WASEDA?」のコンテンツは6項目で構
成。単純に早稲田大学の魅力を伝えるのではな
く、「東京」という世界有数の都市で生活して学
ぶ意義を、文字情報を極力減らし、アニメーション
を駆使して視覚的に情報が伝わりやすいデザイ
ンで説明しています。また、サイトはスマートフォ
ンにも対応。スマホ版では、アジア圏などのイン
ターネットのインフラが整わない国での閲覧を想
定し、イラストの要素を抑え、快適なブラウジング
とメッセージの伝達を両立させています。

今回のサイト開設によって、より多くの国地域の方々に早稲田大学の魅力
をPRすることで、レベルの高い外国人学生のリクルート活動が広い範囲で
可能となり、Vision150の目指す姿である、「世界中から、世界に貢献する高
い志をもった学生が早稲田に集い、世界の平和と人類の幸福の実現に貢
献する研究が行われ、早稲田大学の卒業生（校友）が、世界の至る所で、ま
た、あらゆる分野で、グローバルリーダーとして社会を支える」というVision
がより早期に実現すると考えています。

clickclick
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早稲田大学の最新情報をお伝えします。リアルタイムで情報を発信するWebサイトをはじめ、
先生方の著書、各種イベントなどぜひご参照ください。Waseda Trend
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會津八一記念博物館
①「色絵と五彩 ―赤の彩り―」展
②「ゴヤ銅版画集『妄』―人間の不条理―」展

会場 ①富岡重憲コレクション展示室
 ②會津八一記念博物館 1階企画展示室
日程  ①7月3日㈮〜 9月18日㈮　ほぼ同じ技法も、日本と中国では「色絵」

と「五彩」といいわけています。赤を中心に色とりどりに飾られる陶磁
器を制作地や時代の差を比べながら鑑賞していただく展示です。

  ②9月10日㈭〜 10月11日㈰　フランシスコ・デ・ゴヤの《妄》シリーズ
などの代表的な版画連作を展示し、その魅力に迫ります。

問    會津八一記念博物館　TEL：03-5286-3835　
　 Email：aizu@list.waseda.jp

演劇博物館
①秋季企画展「ダンス―振付のアクチュアリティ」
②映画女優・京マチ子展（仮）
③京マチ子映画祭（仮）
④田中泯『場踊り』＋アフタートーク

会場   ①演劇博物館 企画展示室
  ②演劇博物館 六世中村歌右衛門記念特別展示室
 ③小野記念講堂　  ④演劇博物館本館・小野記念講堂
日程  ①10月1日㈭〜 2016年1月31日㈰　田中泯やウィリアム・フォーサイス

などの現代の舞踊家、振付家によるダンス作品を豊富な映像資料を通し
て展示し、現代に特有の「振付/コレオグラフィ」について考えます。

  ②10月8日㈭〜 12月22日㈫（予定）　映画女優・京マチ子（1924 〜）
の偉業を振り返る展覧会。ポスター、スチル、プライヴェート写真等を
中心に紹介します。

  ③10月9日㈮、10日㈯、11日㈰　小津・溝口といった巨匠たちの名作
から未ソフト化の知られざる傑作まで、京マチ子氏本人が選んだ至極
のフィルムを一挙上映します。

  ④10月10日㈯17：00 〜 20：00　舞踊家の田中泯氏が演劇博物館
本館で踊ります。踊りの後には、思想家・人類学者の中沢新一氏を招
いて田中氏との対談が行われます。

問    演劇博物館　TEL：03-5286-1829  
　 http://www.waseda.jp/enpaku/

2015稲門祭

会場  早稲田キャンパス
日程  10月18日㈰　早稲田大学校友会最大の祭典。講演会やパフォーマン

ス、模擬店など楽しい企画が目白押しです。祭典当日まで稲門祭限定
グッズも販売中（収益は奨学金）。どなたでもお気軽にご参加ください。

問    早稲田大学校友会2015稲門祭実行委員会　TEL：03-3202-8040
　http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai

Tokyoハイク2015

会場  東京都内
 ※開・閉会式は早稲田大学にて実施　※コースは、今後Webサイトにて公開予定

日程  10月11日㈰　都内の名所や大学を巡り、約20㎞の行程をハイクする早
稲田大学体育祭の一種目です。在学生やOB・OG、一般の方など例年
800名近くの参加があり、スポーツの秋にぴったりのイベントです。

問    学生生活課　TEL：03-3203-4341　
    http://www.waseda.jp/student/tokyohike/index.html

早稲田文化芸術週間2015

会場  大隈講堂、小野講堂、国際会議場など
日程  10月12日㈪〜 10月27日㈫　「早稲田文化」を社会に大々的に発信

することを目的に、学内各箇所が一丸となり、とっておきの企画を一
斉に発信します。

問    文化企画課　TEL：03-5272-4783　http://www.wasedabunka.jp/

2015早稲田スポーツフェスタin東伏見

会場  東伏見キャンパススポーツ施設
日程  9月21日（月・祝）　スポーツ体験、展示、スタンプラリーなど、ちびっこか

ら大人まで参加できます。体育各部の部員たちが、みなさまに感謝の気
持ちをこめて開催します。屋台なども出店予定ですので、ぜひご来場く
ださい。

問    競技スポーツセンター　TEL：03-5286-3757
 　http://waseda-sports.jp/

大学史資料センター
①2015年秋季企画展
　「大隈重信展―早稲田から世界へ―」
②『大隈重信関係文書』完成記念シンポジウム
　「大隈に手紙を寄せた人びと―大隈重信へのまなざし―」

会場   ①26号館（大隈記念タワー）10階125記念室　②大隈小講堂
日程  ①10月1日㈭〜 11月8日㈰　大隈重信が、「教育」「文明運動」「民間

外交」の分野において、どのような活動や交流を展開していたのかを、
書翰や写真などを用いて紹介します。

  ②10月12日㈪14：45 〜 16：15　様々な人びとから大隈重信の許に
届いた手紙を読み解き、そこから見えてくる大隈像を明らかにしていきま
す。登壇者は、五百旗頭薫（東京大学大学院法学政治学研究科教授）、
真辺将之（早稲田大学文学学術院准教授）、大庭邦彦（聖徳大学文学
部文学科教授）。

問    早稲田大学大学史資料センター　TEL：042-451-1343  
　 http://www.waseda.jp/archives/

第8回　早稲田大学・美濃加茂市文化交流事業　
学生演劇公演「さよなら自転車泥棒」

会場  みのかも文化の森／美濃加茂市民ミュージアム　
 芝生広場（雨天時エントランスホール）
 〒505-0004 美濃加茂市蜂屋町上蜂屋3299-1　
 TEL：0574-28-1110
日程 9月5日㈯、6日㈰　18：30開演（18：00開場）
  演劇、舞台芸術の発展に多大な貢献をした坪内逍遙の精神に倣って実

施される本企画、今年度は「劇団森」が野外で作品を発表します。詳細は
ホームページをご覧ください。

問    文化企画課　TEL：03-5272-4783　
　 Email：art-culture@list.waseda.jp　http://www.wasedabunka.jp/

本学で12月までに開催されるイベントを一部ご紹介します。詳細は、直接【問
い合わせ先】にご確認ください。その他のイベントにつきましては、本学Web
サイト（http://www.waseda.jp/）学術講演会・公開行事をご覧ください。

Events7–12月

WAVOC 
①WAVOC presents 東日本大震災ボランティア支援 
   アカペラコンサート
②ふるさと清掃運動会「ちょっといいことゴミ拾い」

会場  ①大田区民ホール　アプリコ　②都内河川敷
日程  ①8月1日㈯　17:00　ゴスペラーズを中心に行われるアカペラコンサート

です。コンサート収益は、平山郁夫記念ボランティアセンターが行ってい
るボランティア活動に、支援として寄付されます。詳細・お申し込みは下
記URLをご参照ください。

 http://www.waseda.jp/wavoc/event/2015Acappella_concert.html
  ②10月3日㈯　都内河川敷にて清掃活動に毎年多くの早大生、地域の

人々が参加しています。本年度から事務局をWAVOCに移しての開催で
す。http://furusatoseiso.com/index.html

問    平山郁夫記念ボランティアセンター　TEL：03-3203-4192
　 http://www.waseda.jp/wavoc/
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