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WASEDAからリオへ―

世界の舞台へ挑む選手たちに熱いエール

　2016年8月、9月に開催されるリオデジャ
ネイロ・オリンピック・パラリンピック。今回
も本学に関係する多くの選手が日本代表
選手に決まっています。本学では、特設
Webサイトをオープンし、選手を中心と
したニュースを発信しているほか、27号館
1階ショーケースに学部在学中の選手
たちの写真を掲示しています。
　6月30日には、日本代表として出場が
決まった早稲田大学の学生・校友にエール
を送る「早稲田大学リオデジャネイロ・
オリンピック・パラリンピック壮行会」が
早稲田キャンパスで開催され、5名の選手
が参加。約400人もの学生や教職員、
ファンも集まり、鎌田総長とともに選手
たちを激励しました。鎌田総長は選手
たちと固く握手し、「選手の皆さんには、

オリンピック・パラリンピックという大き
な舞台で大和魂、早稲田魂を発揮して
いただいて、自分の限界に挑戦し、これ
を突破してほしい。そのことが、日本中
のあるいは世界中の人々にスポーツの
素晴らしさ、選手の皆さんの自己鍛錬
の成果に対する感動を生んでくれるも
のと思います。ぜひ、それぞれの力を最大
限に発揮し、世界中の人 に々感動を与えて

ください」と、熱いエールとともに選手の
お守りとなるように思いを込めた記念品、
ワセダベアを贈呈しました。壮行会最後
は、参加者全員で肩を組み早稲田大学
校歌を斉唱。応援部代表委員主将のも
と、5名の選手にエールを送りました。

リオデジャネイロ・オリンピック・パラリンピック特設Webサイト
URL http://www.waseda.jp/inst /athletic/wasedasports/olympic/rio/

壮行会には現役学生、校友の選手が駆け付けた。
左から、鎌田薫総長

大石綾美選手（ボート）
松本潮霞選手（ウエイトリフティング）

野澤啓佑選手（陸上競技）
久保倉里美選手（陸上競技）

岩渕幸洋選手（パラリンピック卓球）

世界と戦うWASEDAの選手たちへ、ご声援よろしくお願いします！

競泳
渡部香生子（スポ科2年）
女子200ｍ平泳ぎ　他

渡辺一平（スポ科２年）
男子200ｍ平泳ぎ　他

坂井聖人（スポ科３年）
男子200ｍバタフライ

瀬戸大也（スポ科４年）
男子400ｍ個人メドレー　他

中村　克（2016年スポ科卒）
男子100ｍ自由形　他

星　奈津美（2014年スポ科卒）
女子200ｍバタフライ　他

古賀淳也（2010年スポ科卒）
男子4×100ｍフリーリレー

藤井拓郎（2008年スポ科卒）
男子100ｍバタフライ　他

水球
筈井翔太（2009年スポ科卒）
水球

ボート
大石綾美（2014年スポ科卒）
軽量級ダブルスカル

ウエイトリフティング
松本潮霞（2014年社学卒）
ウエイトリフティング女子63Kg級

陸上競技
久保倉里美

（大学院スポーツ科学研究科
修士課程1年制   修士1年)
女子400mハードル

野澤啓佑（2014年スポ科卒）
男子400mハードル

大迫　傑（2014年スポ科卒）
男子１万m　他

7人制ラグビー
坂井克行（2011年スポ科卒）
ラグビーセブンズ男子

冨田真紀子（2014年国教卒／
世田谷レディース）
ラグビーセブンズ女子

横尾千里（2015年社学卒）
ラグビーセブンズ女子

パラリンピック 卓球
岩渕幸洋（教育学部4年）
卓球

パラリンピック 水泳
鈴木孝幸（2009年教育学部卒）
50m平泳ぎ（SB3）他

パラリンピック 陸上競技
芦田　創（政治経済学部）
男子走り幅跳び

多川知希
（2010年大学院先進理工学研究科卒）
男子4×100mリレー

パラリンピック トライアスロン
木村潤平（2007年教育学部卒）
トライアスロン

《国際陸上競技連盟からの発表待ち》
陸上競技
加藤修也（スポ科３年）
男子４×400mリレー
※同種目において日本が世界ランキング
　上位８カ国に入った場合に出場が決定。

主な各競技種目ごとの出場選手リスト（予定）

（2016年7月19日現在）
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熊本地震のボランティア活動を
考える早稲田生へ

WAVOCが
「学生災害支援
ボランティアの心得10か条」
　今回の熊本地震に伴い、被災地域での
ボランティア活動を希望する学生が相次
いで平山郁夫記念ボランティアセンター

（WAVOC）を訪れました。東日本大震災
をはじめ、これまでたくさんの学生ボラ
ンティアを応援してきたWAVOCだから
こそ、その経験から学生たちに守ってほし
い心得とアドバイスを10か条の心得とし、
早稲田大学HPより改めて発信。すると

学内外から多くの反響がありました。
　「この10か条を守ろうとしてもボラン
ティア活動では一生懸命なあまりに相手
を傷つけてしまったり、自分が傷つくこと
もあります。人生経験の少ない若者であ
ればなおさらです。そのことをわかって
おきながら、もしあなたも傷ついたら、
一人で抱えないで信頼する人に助けて
もらってほしいです。自分の心を大切に

することは相手の心も大切にすることに
つながっています。ボランティア活動は

『人が助け合って生きる』ための実践で
あるはずです」（平山郁夫記念ボラン
ティアセンター兵藤智佳准教授）。
　ボランティアに向かう学生に向け、
WAVOCでは引き続き関連情報や心構
えを発信し続けています。

学生災害支援ボランティアの心得10か条
　WAVOCはこれまでたくさんの学生ボランティアの応援をしてきました。その経験から、これから被災地に行ってボランティア活動を
しようとする学生にこれだけは守ってほしいことを伝えます。

ボランティア保険（災害プラン）に入る第1条
ボランティアの基本は「自己責任」です。何か事故や病気があっ
ても自分で対応することになります。保険に入ることはそのため
の準備になります。

涙が止まらなくなったら活動をやめる第6条
悲惨な現状や嗚咽する人などに接する場合、自分も心の傷を受
けることがあります。自分の心をコントロールできない時はその
場から離れたり自宅に帰る決断をしてください。

不眠不休で頑張らない第2条
被災地では気持ちも高ぶり使命感から精一杯活動することに
なりがちです。しかし、疲労から体調を崩すのは相手に迷惑に
なります。活動中でも休む判断をすることが大切です。

できないことは「出来ません」とはっきり断る第7条
被災した人の依頼を断るのは難しいことです。しかし、無償の
ボランティアでも「やります」と言ったことには責任が伴いま
す。無責任にならないように行動することが必要です。

被災地では信頼できる人と一緒に行動する第3条
活動をするにあたっては安全に十分に注意してください。被災
地で起こりがちな危険な問題に巻き込まれないためにもできる
だけ単独行動は避けてください。

相手の感情に巻き込まれ過度な哀れみや同情をしない第8条
被災者の話を聞くことで感情が揺さぶれることもあります。
しかし、「かわいそう」と思うことが相手の支援になるわけでは
ないことを知っておきましょう。

まずは相手の話を共感的に聞く第4条
被災者を少しでも元気づけようと「○○さんの分まで頑張って
ください」「元気になってください」と言いがちです。励ましの
言葉を軽々しくかけないことも大切です。

子どもと遊ぶときなどは過度に喜ばせようとしない第9条
ボランティアのお姉さんやお兄さんと遊ぶ体験は子どもにとっ
てはうれしい時間です。しかし、非日常で興奮したあとの面倒は
誰かが見ることを意識してください。

被災者が自分たちでやる仕事を取らない第5条
被災地に行くとできることをすべて「やってあげたい」という気
持ちになりがちです。しかし、復興するのは現地の人たちです。
その力をどう応援できるかが大切です。

ボランティア活動の運営について批判はしない第10条
被災地のボランティア活動では「仕事がない」、「指示が悪い」
などの批判もあります。しかし、憤慨しても何も生まれません。
できることは何かを自分で考えて行動しましょう。

平山郁夫記念ボランティアセンター
URL http://www.waseda.jp/inst /wavoc/



早稲田大学における国際教育プログラムの実施拠点になるとともに、

留学生の受け入れや、学生の海外留学をサポートする留学センター。

所長である飯野公一国際学術院教授に話をうかがいました。

Part.1

多様化する国際社会で
求められること

Interview

Special Report

Waseda Vision150では全学生に海外留学の機会を提供することを掲げ、
グローバルな視点で活躍できる人材の育成を目指しています。
その狙いと具体的な取り組みについてご紹介します。

全学生留学計画
地球市民の育成を目指す

―「Waseda Vision150」を踏まえた、早

稲田大学における海外留学（日本人学生の

海外派遣）の考え方、取り組みについて教え

てください。

　「Waseda Vision150」には、広く世界に貢
献する高い志を持った人材を育成するとい
う思いが込められています。私たちが考える
グローバルリーダーとは、世界を舞台に活躍
するだけに留まりません。国内においてもグ
ローバルな視点で地域を支えるような、地球
市民を輩出する。そうした大学像を描いてい
ます。

　この「Waseda Vision150」の実現に向け、
2012年度に2,541人だった海外派遣留学生
を、2032年には全学生に広げるという数値
目標を掲げています。取り組みとしては“数”
と“質”、双方に気を配りながら進めています。
　まず数の面では、約600の海外協定校を
持つなど、国内では最大級のネットワークを
構築。そのなかで、学生の語学レベルや目的
など、一人ひとりのニーズに合わせて選択で
きるよう、多彩なプログラムを用意しています

（P6参照）。
　また質の追求として、各国トップ校との協定
関係を広げています。一例を挙げると、北京
大学（中国）、チュラーロンコーン大学（タイ）、
コロンビア大学（アメリカ）、シンガポール

国立大学、オックスフォード大学（イギリス）、
パリ政治学院（フランス）など、そうそうたる
大学が名を連ねています。

―そもそも、留学することにどのような意

義があるのでしょうか。

　遣隋使や遣唐使の時代と比べれば、海外
はずいぶんと近い存在になりました。「それ
でも時間とお金をかけて留学する意味はあ
るのか」と問われれば、答えはもちろんイエス
です。将来に向けてこれほど有効な先行投
資はないでしょう。
　特に、現代の日本のような経済的・物質
的にコンフォータブル（快適）な場所から離
れ、異なる価値観や文化のなかに身を投じれ
ば、自己の中に大きな葛藤が生じます。必死
で考え、それを乗り越える経験を通して、人
間的に大きく成長できるはずです。
　また最近は、ビジネスの世界でも学問の
世界でも非英語圏の国々の存在感が高まっ
ています。そのなかで必要とされるのは、美
しいアクセントや発音、正しい文法よりも物
怖じせず会話をする度胸。英語のlearner（学
習者）ではなく、user（使用者）であるべきで
す。実際、国際的に活躍する非英語圏の出
身者は、英米のスタンダードから見れば完璧
な英語を使っているわけではなくても、堂々
と自分の主張を述べます。
　翻って日本人はどうでしょうか。学校の語
学教育ではネイティブに近づこうと必死で
す。早稲田の学生には、留学を通してこのよ
うな既存の価値観から解放され、多様な人
材と対等に議論できるバイタリティを身に付
けてほしいと考えています。

質も数も有数の
“WASEDAネットワーク”

語学のlearnerではなく
度胸あるuserへ

ヨーロッパ

198 大学

アフリカ

7 大学

国際学術院 教授
留学センター所長

飯野公一
いいの・まさかず
早稲田大学政治経済学部政治学科卒業
後、日本銀行勤務。ペンシルベニア大学
大学院修士、博士課程修了（Ph.D.）。カリ
フォルニア州立大学ロスアンジェルス校
アシスタントプロフェッサー、桜美林大学
助教授、早稲田大学政治経済学部教授
などを経て、現在、早稲田大学国際学術院

（国際教養学部、大学院国際コミュニケー
ション研究科）教授。専門は社会言語学。
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―先生ご自身も留学を経験されています

が、どのような葛藤を抱えていましたか。

　私自身は高校生のときに最初の留学を経
験しました。1年間にわたるホームステイ先
は米国のテキサス州。キリスト教的な価値
観が色濃い保守的な地域だったため、週末
は自分以外、家族全員が教会に行くような
環境でした。
　何より印象に残っているのが、ミドルクラ
スの人々がローンを抱えながら、慎ましやか
な日々の生活を営んでいることでした。当時
の日本は、米国のスーパーパワーに対する幻
想がはびこっていた時代ですから、それと現
実のギャップから私は多くを学びました。現
地で生活し、そこに生きる人々と交流するこ
とでしか得られない発見があったことは、現
在の研究テーマにも通じる、私の原体験と
なっています。

―全員留学を実現するには、学生に対する

アピールも必要と感じます。

　そうですね。毎年2回、留学センターが主催
している留学フェアを中心に、プロモーション
を積極的に行っています。そのなかで「留学
はお金がかかる」というイメージを払しょくす
ることも大切です。約700人分ある学費の相
互免除枠※や奨学金制度についても、もっと
皆さんに知っていただきたいですね。
　また、留学先で取得した単位が本学の単
位として認められるよう、留学センターから
各学部に働きかけ、単位認定の幅を広げら
れるよう努めたいと考えています。

―保証人の方にお願いしたいことはあり

ますか。

　最近、留学に対して過剰な心配をされる保
証人の方が増えているように感じます。学生
自身が希望しているにもかかわらず、衛生面
や安全面に対する懸念から反対されるケー
スが珍しくありません。
　ただ、本学が提携しているのは各国のトッ

プ校ばかり。勉強と生活をする上で基本的
な環境は整っていますし、いざという時の
サポートも充実していますので、そこは安心
して送り出してください。保証人の皆さんに
は、学生を信じ、その意思を尊重してあげて
ほしいと、切に願います。
　
―最後に、留学センター所長として抱負を

お願いします。

　建学の祖の一人である小野梓が唱えた
「学の独立」には、権力からの独立という意
味のほかに、西洋思想からの独立、欧米列強
に偏向する風潮への警鐘という意味も込め
られているそうです。
　しかし、残念ながら現代の日本において
も、欧米偏重の価値観がまだまだ根強いと
感じます。留学によって学生たちが、そうした
規範意識から脱却し、多様化する国際社会
でもっと自由に考え、行動できるようになる
ことが、早稲田大学が育成を目指す地球市
民への第一歩といえます。全学生に留学の
機会を提供するという目標に向かって、これ
からも積極的に取り組みを推進していくつも
りです。

より留学しやすい
環境を整える

もっと学生を信じてほしい

※ 学費の相互免除：双方の大学の合意により、留学
生は所属大学の学費を支払うことで、派遣先大学
の学費が免除される制度。

北米・南米

178 大学

アジア

214 大学

オセアニア

19 大学

海外協定校数（2015年度）

Total

84 カ国／地域

616 大学

国名 人
アメリカ 485
イギリス 72
中国 58
フランス 39
ドイツ 38
イタリア 32
アイルランド 31
カナダ 31
オーストラリア 25
スウェーデン 25

海外留学生数の推移 国別・長期派遣学生の
行き先ベスト10（2015年度）

早稲田大学の
ネットワーク力、
留学実績の伸びを示す
数字に注目。

数字で見る

WASEDAの

海外留学

5



長期の留学を
したい

長期は不安だが
せっかくなら

半年は留学したい

留学費用を
抑えたい

早稲田大学の
学費だけで
留学したい

語学力アップ
だけでなく、
専門知識も

身につけたい

語学力には
ある程度

自信がある

早稲田大学のプロブラムで留学する際に利用できる奨学金（一例）

WSC メンバーズ基金グローバル人材育成奨学金

対 象 学部正規生で留学センターのDDまたは
 EXプログラムに参加する、特に成績優秀な
 学生。
奨 学 金 年額100万円（予定）
採 用 者 数 10名（予定）

日本学生支援機構 海外留学支援制度（協定派遣）奨学金

対 象 8日以上の留学をする学生※

奨 学 金 月額6万～ 10万円
支 給 期 間 12カ月以内
採 用 者 数 未定
※そのほか成績・収入などの要件あり

費用について
留学プログラムによって費用は異なりますが、EXプログラム
の場合は留学先の学費は原則免除となり、早稲田大学に納
める学費に加え、宿泊費、生活費で年間70万～150万程度、
CSプログラムの場合は学費、生活費を含め年間250万～
600万円程度が必要となります。早稲田大学ではより多くの

方が留学に挑戦できるよう、返済の必要のない給付型奨
学金を用意しているほか、外部機関による奨学金制度を利
用できる場合もあります。さらに貸与型奨学金や教育ロー
ンといった選択肢もあります。適切に情報を集め、利用しま
しょう。

Yes

No

早稲田大学ではさまざまな留学プログラムを準備しています。

学習の目的や語学のレベル、予算、時間など、

自分のニーズや条件に合ったプログラムを見つけましょう。

Part.2

選べるプログラム

自分なりの留学スタイルを

Program

※留学センターを通して応募できる学外の奨学金情報は、Webサイトから確認できる。
　▶http://www.waseda.jp/inst/cie/from-waseda/aid

START!

チャートで
おすすめプランを

チェック
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凡例　❶対象学生　❷留学期間　❸留学先　❹募集時期　❺留学中の学費

❶  学部生・院生（プログラムにより学年の制限あり）
❷  原則1年（プログラムにより半年）
❸  協定先大学
❹  5月（春募集）、10月（秋募集）
❺  早稲田大学の学費等のみ支払い
 （一部留学先の学費を支払うプログラムもあり）

海外で専門分野を磨く

EX-Rプログラム（Exchange Regular Academic Programs）

最初から比較的高い語学力が要求され、現地の学生と共に通常科目を履修する。人数
枠は通常各校1 ～ 3名。留学中の科目履修、住居手配などにおいては、他の留学生より
も優先されるなどの利点も。留学先大学の学費は原則免除。

❶  学部生・院生（プログラムにより学年の制限あり）
❷  原則1年（プログラムにより半年）
❸  協定先大学
❹  5月（春募集）、10月（秋募集）
❺  早稲田大学の学費等のみ支払い
 （一部留学先の学費を支払うプログラムもあり）

語学力初級でも可能な交換留学

EX-Lプログラム（Exchange Language Focused Programs）

留学先大学では、外国語学習を中心とした授業を履修。一部、通常科目の履修が可能
な場合も。そのほかはEX-Rプログラムと同等の内容で留学先大学の学費は原則免除。

❶  プログラムにより異なる
❷  プログラムにより異なる（1年、1.5年、2年）
❸  北京大学、復旦大学、国立台湾大学、
 シンガポール国立大学、アーラムカレッジなど
❹  10月（秋募集）
❺  早稲田大学の学費等およびダブルディグリー登録料15万円

海外で学位の取得が可能に

DDプログラム（Double Degree Programs）

早稲田大学の学位に加え、海外の名門大学の学位も取得可能。外国語に関する高度
な読解力、聴解力、会話力が求められるため、参加希望者の語学力については特に厳格
な審査を行っている。なお、プログラムによって、対象学部・研究科や期間が異なる。

❶  学部生
❷  原則1年
❸  北米、ヨーロッパ、オセアニアなど
❹  5月（春募集）、10月（秋募集）
❺  留学先のプログラムフィーを早稲田大学に支払い、
 早稲田大学学費等は免除（免除される費用については要確認）

現地学生と同じ科目を履修

CS-Rプログラム（Customized Study Regular Academic Programs）

留学先大学が早稲田生のために定めるカリキュラムに参加。現地の学生が学ぶ通常科
目から、ある程度自由に履修可能。

❶  学部生
❷  原則1年
❸  北米、英国、アイルランド、オセアニアなど
❹  5月（春募集）、10月（秋募集）
❺  留学先のプログラムフィーを早稲田大学に支払い、
 早稲田大学学費等は免除
 （免除される費用については要確認）

語学力向上のサポートが充実

CS-Lプログラム（Customized Study  Language Focused Programs）

CS-Rプログラムと同様、留学先大学が早稲田生のために定めるカリキュラムに参加。
こちらは外国語学習を中心としながら、語学レベルに応じてテーマに基づいた科目を履
修可能。

❶  学部生
❷  約3カ月～ 6カ月（1学期間）
❸  アメリカ、カナダ、中国、アイルランドなど 
❹  5月（春募集）、10月（秋募集）
❺  留学先のプログラムフィーを早稲田大学に支払い、
 早稲田大学学費等は免除
 （免除される費用については要確認）

充実の内容をコンパクトに

CS（1S）プログラム

原則1年のCS-RとCS-Lについて、期間を半年に絞ったコンパクトなプログラム。就職
活動や卒業のタイミングを逃さないメリットがある。ほかの長期プログラムとは異なり、
出発の半年前に募集・選考を行う。

❶  学部生・院生
❷  2 ～7週間
❸  北米、ヨーロッパ、オセアニア、アジア、東南アジアなど
❹  夏季：5 ～ 6月、春季：11 ～ 12月
❺  研修費用をプログラムごとに支払う
※  ゴールデン・ウィーク期間中に、主に新入生を対象とした
 1週間程度の体験留学プログラムも用意している

短期留学プログラム

主に春・夏休み中に短期間で実施される語学研修中心のプログラム。「まずは留学の
イメージをつかみたい」という方に最適。短期留学をステップに、長期留学につなげる
学生もいる。

その他の
プログラム

私費留学
大学を通さず、自分で希望大学から入学許可を得て、私費で
留学先の学費と生活費をまかなう留学形態。語学習得を主
目的にした留学については、Visiting StudentあるいはNon-
degree Studentといった呼称で呼ばれる場合もある。

箇所間協定による留学
一部の学部・研究科では、いくつかの海外協定校と独自に
学生交流協定を締結している。それら交換留学プログラム
の選抜については、独自の日程・方法で行われているため、
所属学部・研究科の指示に従うこと。
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早稲田のサポート

留学フェア
留学センターが年に2回、春と秋に
開催しているイベント。海外協定校
や大使館、語学試験機関、学部・研
究科、学外機関など、さまざまな関
係者がプレゼンテーションを行う。個別相談ブースも人気。

留学を有意義なものにするには、準備、滞在、帰国後の各段階で主体的に取り組むことが必要。

早稲田大学はそうした学生の活動をサポートする充実の体制を整えています。

Part.3

長期留学ロードマップ

準備から就職まで充実のサポート

Support

◦  留学に対する心構えや
 将来設計を確認
◦  留学の目的を突き詰め、
 国やプログラムを絞り込む
◦  必要な情報を収集する

入学から出発1年前まで
1.情報収集と目標設定

◦  卒業までの履修計画を立てる
◦  必要な語学力を磨き
 検定試験などを受験
◦  資金計画を立てる

入学から出発1年前まで
2.具体的な準備

◦  Web出願、学内選考
 （応募書類提出および
 学内審査）
◦  留学候補大学での受入審査

出発1年前
3.申し込み

◦  ビザ取得
◦  現地宿泊先手配
◦  航空券手配
◦  各所属事務所での手続き

出発半年〜1カ月前
4.渡航・生活準備

準備

Message

　留学について漠然としたイメージしかなくても、まずは当センター
に足を運んでもらいたいと思います。私たちカウンセラーが、留学の
意味づけや目的の絞り込み、計画づくりなど、自分なりの答えを見つ
けられるよう導きます。特に早稲田大学には数多くのプログラムが
あるため、海外旅行すら経験のないビギナーの方でも、最初は短期
留学を経験してから、長期留学へステップアップするなど、個々の
レベルに合わせてさまざまな留学スタイルを描くことができます。学生
の皆さんが、自分らしい道を見つけられるようサポートします。
　ただし、私も留学経験者だから実感するのですが、自分自身が
自主的に動いてこそ、留学本来の価値が得られるもの。それは準備
段階からいえることです。だからこそ私たちは、手とり足とりの民間
エージェントとは異なり、本人の自主性を引き出し、尊重するように
しています。基本は、自分で調べ、悩み、決める。私たちはその背中
をそっと押す存在として、皆さんと向き合っています。

学生の自主性を大切に
背中を押す存在でありたい
Waseda Global Gate
留学カウンセラー
小牧　遥さん

留学の手引き
留学に関する情報が網羅的に紹介されている。
そのため早稲田大学での留学入門書として、最
初にチェックしておきたい。

Waseda Global Gate（WGG）
−早稲田キャンパス22号館1階

留学をはじめとした国際教育の魅力を伝え、必
要な情報を提供するワンストップサービスの拠
点。資料の閲覧やカウンセラーへの相談が可
能で、セミナールームでは留学志望者を対象に
した説明会やセミナーを頻繁に開催している。

学生留学アドバイザー
早稲田大学留学センターの中・長期留学プログラムを経験
した学生によるボランティア団体。留学候補者が、自分の目
指す国・大学で学んだ留学経験者と交流できる「出会わない
と」をはじめ、留学に関するイベントの企画やフリーペーパー
の発行など日々早大
生の留学を支援する
活動をしている。経験
者ならではの生の声
が参考になると好評。

留学経験者
の声

「国際コミュニティー
センター（ICC）のイベ
ントに参加すると外国
人留学生と交流でき、
良い語学訓練になる。」

「WGGでは、プログラムごと
にファイルされた体験者レ
ポートの閲覧が可能。（「My 
Waseda」の「留 学 ポ ート
フォリオ]に移行することで
電子化を進めています）」

「理工学部生が留学する際は、
教学支援課と学部教授との綿
密な相談が必須！研究室選考

や単位認定などきち
んと相談すべし。」

「国際教養学部のオー
プン授業を活用して、
英語のライティングな
ど留学前のレベルアッ
プはぬかりなく。」
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早稲田のサポート早稲田のサポート

◦   勉強
◦  サークル活動への参加
◦  週末や長期休暇中に旅行
◦  現地大学が紹介するインターンシップなどに参加

◦   語学検定試験を受験
◦ 留学中の人脈維持
◦  留学経験者就職イベントに参加するなどキャリアにつなげる
◦  学生留学アドバイザーとして後輩の支援、
 経験のアウトプットの場をつくる

5.いざ現地へ！ 6.留学経験を生かす

滞在中 帰国後

キャリアセンター
学生の進路支援を行う一環として、留学経験がキャ
リアにプラスに働くよう、渡航前の情報提供から帰
国後の就職活動までの支援に力を入れている。

Message

　留学で学生の皆さんは大きく成長します。大切
なのは、その経験が就職活動にきちんと反映
されること。そのため留学フェアにおける留学
を考え始めた方への就職相談や、キャリアセン
ターでの個別相談を通じて、留学前・留学中に
何ができるかアドバイスを行っています。
　また留学先でも、MyWasedaで帰国後に応募
できる企業について調べたり、Course N@viで
就職活動ガイダンスや業界研究講座等のセミ
ナーを視聴したりして、準備をすることができま
す。最終学年の夏に留学を終えることになり、
就職活動のピークを逃した方についても、帰国
後すぐに就職活動を始められるよう、夏以降に
採用活動を行う企業を集め、夏から秋にかけて
学内企業説明会を行っています。
　「海外留学と就職」については、キャリアセ
ンターのWebサイトでもお伝えしていますので、
ぜひご覧ください。
▶ https://www.waseda.jp/inst/career/
 students/abroad_employ/

個別相談やWebなど
多様なツールでサポート

キャリアセンター
課長
白井由美さん

サポートデスク
東京海上日動火災保険グループによる24時間年
中無休のサポート制度（電話窓口）。病気・ケガ、
盗難、健康相談などに、フリーダイヤルで対応。

海外オフィス
海外の優れた学術機関とのネットワークを広げ
る拠点として、早稲田大学では中国や台湾、シン
ガポール、米国などにオフィスを設置しており、
いざという時は留学生の支援も行う。

留学先大学担当
留学先の大学では、早稲田大学の留学生をサポートする担当者を設置している
場合が多い。学習面や生活面などについて、気軽に相談に応じてくれる。

Message

　当センターでは、協定校のプログラム募集などの情報収集から新規
のプログラム開発、海外留学に関する学内外のプロモーション、学生が
現地へ到着するまでの流れ（出願、費用、ビザ書類、空港送迎など）に
関する協定校との調整、新入生向けの特殊なプログラムにおける学生の
引率、帰国後の成績や修了証明書の取り寄せなど、海外留学に関する
あらゆる業務を担っています。
　現地でトラブルが起こった際のフォローもその一つ。協定校や現地
オフィス、保証人、サポートデスクなど、関係各所と連携しつつ、迅速か
つ当事者目線でタイムリーに連絡を取り合えるように心掛けています。
　早稲田大学は留学の機会が非常に多く、それだけサポート体制も
整っています。学生の皆さんには、留学をより身近に感じて、一度はチャ
レンジしてみてほしいと思います。

関係各所と連携して
トラブルをフォロー
留学センター
プログラムコーディネーター
村川貴子さん

「インターンシップはお
すすめ！　興味がある
業界でもない業界でも
飛び込んでみると、現地
の働き方や考え方を知
る貴重な機会になる。」

留学経験者
の声
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凡例　❶留学先　❷留学期間　❸選択プログラム　❹費用（学費、生活費含む）

現役学生

英語上達のため留学を思い立ち、世界
トップレベルの先進国として、東南ア

ジアのハブとなっているシンガポールに興味
を持ちました。
　留学中の9カ月間は本当に多くの出会い
を経験しました。まず複数の大学サークルに
所属し、そこで知り合った仲間とは今でも親
密な交流を続けています。また、寮や大学の
イベントで、趣味や特技を生かして学生や
一般人向けに折り紙体験教室などを開催。
さまざまな世代とのコミュニケーションで、
学内では知ることのできないシンガポールの
一側面を垣間見ることもできました。
　その一方で、日本より確実に多い勉強量
をこなさねばならず、周りの学生も皆真面目
なので、決して楽ではなかったです。それに、
シンガポールがきれいな国とはいえ、慣れ親
しんでいる日本の方がやはり快適。そうした
苦労がありながらも、時間と費用に見合うだ
けの価値は十二分にありました。
　今後留学する方は、現地で多くの人々に会
い、さまざまな地へ赴き、主体的に見て聞い
て体験する心がけが大切だと思います。そし
て仲の良い友達をつくってください。それが

留学で得られる
一番の財産にな
ります。

数多くの出会いが財産

政治経済学部

井上泰志さん

私がドイツに興味を持った理由は３つ。
①地理的に欧州の中心であるため、多

様な文化に触れられそうだと感じた。②EUの
経済的な中心国で、ビジネスや人々の生活に
触れたかった（実際、留学先のインターンシッ
プ制度を利用）。③日本の法体系に多大な影
響を与えたドイツで法学を学んでみたかった。
　でも留学期間はわずか１年。限られた時
間を有効活用するため、この３つの目的以外
にも、大学合唱団に所属したり、一人旅をし
たり、ライン川沿いを走るダイエットをしたり

（笑）、精一杯挑戦してきました。だから、何か
をやり残したという後悔は全くありません。
帰国後は大学生活でやりたいことをやり切
ろうと、合唱団に入団し、学生留学アドバイ
ザーでは幹部を務めています。留学を通じて
芽生えた「全力で挑戦する」という考えは、
自分にとって大切な指針となっています。
　私に内面の変化があったように、留学経験
は必ず人生の糧になります。今どうしようか
悩んでいる人は、ぜひ思いきって留学してみま
しょう。難しい勉強、語学力不足に悩まされて

も、それを乗り
越えれば大きな
自信になるはず
です。

全力で挑戦する大切さ

法学部

小巻理恵さん

❶  シンガポール／シンガポール国立大学
❷  2014年8月～ 2015年5月
❸  EX-R（旧EX）
❹  約150万円

❶  ドイツ／ボン大学
❷  2014年9月～ 2015年9月
❸  CS-L（旧TSA）
❹ 約150万円

❶  アメリカ／カリフォルニア大学アーバイン校
❷  2014年9月～ 2015年6月
❸  CS-L （旧TSA）
❹ 約400万円

大学1年生で約3週間かけて米国一人旅
をした際、英語ができず苦労したこと、

さまざまな国・地域との旅行者とあまり話し
ができず悔しい思いをしたことで、留学時は
英語能力と海外でのコミュニケーション能
力の上達を第一の目標にしました。次いで、
海外の有力大で理工系の授業を受けてみた
いという考えもありました。
　留学によりこうした目標を達成できたこと
はもちろん、多様な国籍の人々と暮らすこと
で、彼らの価値観・考え方を多少なりとも知
ることができました。加えて、あらゆる物事に
対してチャレンジングな姿勢を保つ大切さ、
メリハリのつけ方を学べたことも非常に意
義深いと感じています。海外生活の経験か
ら、グローバルな環境で働きたいという考え
が固まり、研究室の専門分野を選ぶ基準に
もなりました。
　留学で得られるものすべてにお金には代
えられない価値があり、大学生活に大きな
意義をもたらしてくれると、私は確信していま
す。留学を検討している皆さんには、ぜひ勇
気ある一歩を踏み
出してほしいと思
います。

お金に代えられない価値

創造理工学部

高柳雄太郎さん

Part.4

海外留学によって得たものや、より有意義な時間にするための心構えとは。

現役学生と社会人、計6名の留学経験者にメッセージを寄せてもらいました。

経験者メッセージ

広がる可能性

Message

アーバインでできた友人たちとのFarewell Party
ベルリンの壁の
前で

自分史上
No.1バーガー

現地のクラスメートたちと

邦楽研究会の
仲間と

カラオケに

マリーナ・ベイ・サンズ
から見た夜景
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OB・OG

乗り越える経験が自信に

第二文学部卒業
株式会社ファースト
リテイリング勤務

大蔵紘子さん

語学力や視野の
広がり、たくま

しさ……。私は留学
を通して数えきれな
いものを手に入れま
した。どれも宝物で
すが一番は「生き方」だと思っています。大
多数が選ぶ道でなくても、自分が本当に生き
たいように生きる。その大切さを学んだので
す。だからこそ、大企業でのキャリアを3年間
で終わらせ、青年海外協力隊の道を選択。
アジア最貧国ネパールで、「農村の収入向上」
をテーマに活動しています。大変ですが、それ
以上に毎日が充実しています。
　そもそも私の学生時代、周囲には留学を
する人はほとんどいませんでした。みんなと
は違う道を行くことに恐怖を感じることもあ
りましたが、それでも私は留学を選び、結果、
冗談抜きで人生が変わりました。
　現在も、学部によっては留学志望者は少
数派という環境に身を置く人もいるでしょ
う。でも他の誰でもなく、ぜひ自分の気持ち
に従う勇気を持ってください。そうすれば数
年後、きっとこう思うはずです。「留学して本
当によかった」と。
　よければ私のブログもご覧ください。留学
を有意義にする秘けつ、自分らしく生きるこ
とについてつづっています。
▶http://www.keikawakita.com/

流されない生き方

政治経済学部卒業
青年海外協力隊・従事

川喜田　敬さん

母が中国出身であることから、日中関係に
興味のあった私は、大学２年で北京大

に留学。中国人の考え方や生活スタイル、社会
に広がる格差問題など、等身大の中国に触れ
ながら学び、感じたことは、机上の勉強だけで
は決して得られない収穫だったと思います。
　1年後、中国から直接向かったのはオラン
ダ。実は渡中する前に、学部で募集のあったア
ムステルダム自由大への留学にも応募してお
り、派遣が決まっていたのです。「どちらかとい
えばマイナーな国」というイメージからあえて
選んだのですが、いざ滞在してみると、欧米、
アフリカ、アジアなど多様な地域から留学生
の集うグローバル先進国であることを実感。
中国留学とはまた違う刺激を受けました。
　2カ国に留学したため、周囲より卒業時期
は遅くなりましたが、就職活動に悪影響はあ
りませんでした。信念があって留学を選んだ
のであれば、むしろ企業は評価してくれます。
実際、留学経験は現在従事する海外との取
引業務に非常に役立っていますし、それ以上
に人間的成長をもたらしてくれました。後輩
の皆さんにも、できればこの素晴らしい体験
を味わってほしいですね。留学に関して制度

が充実し、経験者も
豊富な早稲田の環
境をぜひ有効活用
してください。

2カ国から刺激を受けて

政治経済学部卒業
三菱商事株式会社勤務

小林美華さん

❶  アメリカ／ユタ州立大学
❷  2005年8月～ 2006年5月
❸  EX-R （旧EX）
❹ 約170万円

❶  オーストラリア／シドニー大学
❷  2008年10月～ 2009年7月
❸  CS-L（旧TSA）
❹ 約250万円

❶  中国／北京大学
❷  2010年8月～ 2011年7月
❸  DD
❹ 約170万円

海外留学によって得たものや、より有意義な時間にするための心構えとは。

現役学生と社会人、計6名の留学経験者にメッセージを寄せてもらいました。

中高生の時から英語でのコミュニケー
ションに興味があった私は、大学で必

ず留学をすると決めていました。一般になじ
みの薄いユタ州を選んだのは、日本人が少
ないから。狙い通り、留学期間中は英語どっ
ぷりの生活を送りました。授業についていく
のに苦戦したり、山のような課題と格闘した
り。怒涛のような毎日でしたが、壁を一つひ
とつ乗り越えながら、指定の単位を取得でき
たことは大きな自信につながっています。
　また現地の社会人学生と交流するなか
で、自立する意義を考えるようになりました。
そのため帰国後は、志望進路を大学院から
就職へ切り替え、海外展開を始めたばかり
の当社に入社。現在は総務部で発信物の英
訳、外国人従業員のサポート、新規国の事務
所設立支援、全社コスト削減プロジェクトな
どの業務に従事しています。
　当社に限らず日系のグローバル企業では
新興国出身の従業員の活躍が目立ち、日本人
が優遇される環境ではなくなりつつあります。
そのなかでプレゼンスを発揮するには、積極的

な発言・行動が必
要。学生の皆さん
には、留学でそう
したグローバル感
覚を身に付けてほ
しいと思います。

学内にある寮で生活

模擬国連サークルに参加

ホームステイ先で

約1年間学んだキャンパス

北京大のイベントで
日本人留学生による

ソーラン節を披露

オランダ留学中に
滞在したドミトリー
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専門性を強みにすれば、
自分らしく働き、夢を叶えられる
　下村さんは、障がいを悲観的に捉えてい
ない。早稲田大学を選んだのも、自由な校
風で個性的な人が多く、障がいを個性と捉
える自分の価値観に合うと思ったからだ。
在学中は、障がい学生支援室の立ち上がり
の時期で、下村さんも意見を出しながら、職
員の方や学生ボランティアと試行錯誤し、
講義の受講の方法を考えたという。

「私は聴覚に障がいがあって、読唇術でコ
ミュニケーションをとっているのですが、ノー
トテイクやパソコンテイクの支援によって情報
の漏れがなくなり、授業に参加できる環境づ
くりをしていただきました。そのとき知り合っ
た学生とは、今でもお付き合いがあります」
　大学時代は、公認会計士の資格試験の
ための勉強が中心だったという下村さん。
障がいがあっても、国家資格があれば就職

に有利。そう決断すると、何の迷いもなく試
験勉強に打ち込んだ。その甲斐あって、4年
生のときに公認会計士論文式試験に合
格。有限責任あずさ監査法人に就職した。
海外にある子会社の監査など、英語を使う
機会が多く、次第に留学を意識するように。
一方で、経営者とのコミュニケーションが重
要な公認会計士の仕事では、「聞こえなく
てもできる仕事を一生懸命こなす」だけ
では、同僚に勝てないと思うようになった。
そこで、米国で音声認識の勉強をしようと
一念発起。米国に留学し、英語、米国手話、
コンピューターサイエンスを勉強しながら、
シリコンバレーのIT企業への就職を目指し
た。しかし、周囲の学生のレベルは予想以
上に高く、必死の努力をもってしても状況
は厳しかった。やがて帰国を決意。

すいな綜合会計事務所
パートナー　公認会計士

下村和也さん

Profile
しもむら・かずや
兵庫県出身。2008年3月早稲田大学社会科学部
卒業。4年生のときに公認会計士論文式試験に合格
し、2008年4月から有限責任あずさ監査法人で金
融商品取引法監査、会社法監査、米国基準監査、シ
ステム監査等に従事。2012年に退職し米国に留学。
プログラミングなら聴覚障がい者でも力を発揮でき
ると考え、コミュニティカレッジを経てロチェスター工
科大学に編入。帰国後は税理士法人に就職し、税務
の経験を積んでいたところ、あずさ監査法人時代の
同僚に誘われて独立、現在に至る。趣味は旅行。今
年の夏は友人が住むフィンランドを訪れる予定。

全国の大人に出会って、自分だけの日本地図  を作りたい
　「自分にとって、大学生活はモラトリアム
期間です」と、いわゆる“意識高い系”の対
極にいる自分を語る遠藤さん。でもそれは、
思い悩んだ末の達観でもある。高校生の時
は国際的に活躍するリーダーになることを
思い描き、早稲田大学の国際教養学部を

受験するも不合格。浪人中に、改めて自分が
本当にやりたいことは何かを再考し、大人に
言われるがまま、自分の意志がなかったこ
とに気付いてリセットできたという。結果、
1年次に基礎教育を経た後、2年次から自ら
選んだコースに進んで専門性を磨く「1・3制
カリキュラム」に惹かれ、文学部に進学。学
びながらやりたいことを探す大学生活をス
タートさせた。
　そんな遠藤さんの大きな転機となったの
は、入学して数カ月経った頃に目にした「こ
のままでいいのかな、大学生活」と書かれた
立て看板だった。それは社会連携推進室
が主催する社会連携教育“IPPO（一歩）
プログラム”「fumidasu（踏み出す）ワーク
ショップ」の開催案内。「大学が行っている
プログラムなので安心感もあり、とりあえず

鳥取県での地方インターンでは、そば打ち名人に二八そば
の作り方を教えてもらいました
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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10回は文学部3年の遠藤聡平さんと、
すいな綜合会計事務所の下村和也さんに
お話をうかがいました。

Front Runner
― 活 躍 す る 若 者 ―



専門性を強みにすれば、
自分らしく働き、夢を叶えられる

「夢は破れましたが、大きな発見もありまし
た。米国では、ビジネスシーンにおいても障
がい者を支援する体制が当たり前にあり、
日本では考えられないくらいバリアフリーで
した。それを見て、一人でできないことも聞こ
える人と組めば問題はクリアできる。“自分の
働き方”を確立したい、と考えるようになりま
した。また、米国で出会った人たちの逞しさ
にも感化され、メンタルも強くなりました」
　帰国後、独立を意識しながら税理士法人
で経験を積んでいたところ、かつての同僚
から誘いを受けた。「彼は私の障がいと海
外経験を事務所の強みにしようと考えてく
れた。見る目があるな！と思って、誘いに乗
りました（笑）」
　現在、聴覚障がい者の公益社団法人を
はじめ、自分の強みを生かしてクライアント

を増やしている。「専門性を持っているこ
とは、どんな仕事においても武器になると
思います。夢は世界中で仕事をすること。
会計士という専門性、手話や英語を強みに
頑張ります」
　経験を無駄にせず、一歩一歩着実に夢
を叶えていく下村さん。この先、どんな困難
があっても前向きに乗り越えていくだろう。

すいな綜合会計事務所のパートナーの渡口さん（左）
とともに、商談中

文学部3年

遠藤聡平さん

Profile
えんどう・そうへい
千葉県生まれ。2014年早稲田大学文学部に入学。
2年次から社会学コースを専攻。普段は、家で本を
読んだり、テレビを見たりとインドア派。その一方で、
興味を持ったら何でもやってみる行動力も持ちあわ
せる。つい最近は、温泉に行きたいと思い立ち、ヒッ
チハイクで地元の千葉―草津間を往復。現在は早
稲田キャンパス前の書店、成文堂でアルバイト中。

全国の大人に出会って、自分だけの日本地図  を作りたい
参加してみようと思ったのが始まりでした」。
それが突破口となる。地域で頑張っている
人や中小企業の経営者の生き様に触れる
ことで「他者とは何者か、自分とは何者な
のか」に気づき、「生きることへの一体感を」
を体感するプログラム「tsunagaru-chiikiru

（地域る）」にも参加。新島村、岩見沢市（北
海道）、富山市を訪問した。そのほか、鳥取
県で地方インターンを経験したりと、課外
活動に没頭。「訪問先のさまざまな立場の
大人たちとの会話を通して、自分は世の中
について何も知らないんだ、と気づいたこ
とが大きな収穫。行動すれば必ず、何かを
学べると分かったので、興味が湧いたこ
とには何でも顔を出しています」。大学が
提供するプログラムだけでなく、行動範囲
を次 と々広げ、社会への関心を高めていく

遠藤さん。専攻も「社会の中の自分」を理
解するために社会学を選んだ。「47都道府
県を回って各県に知り合いをつくりたい。
卒業するまでに、自分にしか作れない日本
地図を作ることが目下の目標です」
　遠藤さんは、次世代のリーダーを育成す
る講座「大隈塾」にも参加しているが、必
ずしもリーダーを目指している訳ではない
という。「世の中、リーダーだけが偉いとい
う風潮がありませんか。リーダーを支える
人間も必要だし、どんな人もその人らしく生
きることが認められる、そんな社会になっ
たらいいと思っています」
　多様性に揉まれ、自主性が求められる
早稲田大学に入学したからこそ、今の自分
があると言う遠藤さん。人との出会いや学
問を通じて、日々成長を続けている。
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国家権力から私たちの生活を守る
“盾”としての刑法

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

法学部の法廷教室

学会で発表する田山教授（左から2番目）

『法研論集』に掲載
された田山教授の
修士論文

大学院生の研究発表のた
めの機関誌『法研論集』

　皆さんは、刑法に対してどのような印
象をお持ちでしょうか。社会秩序の維持
や被害者の権利・利益保護のため、犯罪
者を処罰する法律であり、犯罪とは関係
のない自分とは縁遠い存在。そう感じる
方が多いかもしれません。
　私も法律を専門的に学び始めるまで同
様の印象を抱いていました。しかし早稲田
大学法学部のゼミで、指導教授だった
曽根威彦先生の思想に触れて、刑法の捉
え方が180度変わったのです。
　曽根先生は、刑法が持つ機能のうち、
犯罪行為を処罰することで被害者や社
会一般の法益を守る「法益保護機能」
が、加害者の人権を守る「人権保障機
能」と衝突した場合には、後者を優先す
べきとの立場を取られています。それが、
歴史的教訓より導かれた、刑法のあるべ

き姿だとされるからです。
　これまでに国家権力はしばしば暴走
を起こしてきました。時の権力者の意に
沿わない人物には、犯罪者のレッテルを
貼り、社会的・物理的に抹殺するという
のが常套手段だったのです。しかし近代
刑法においては、権力はその枠内でしか
犯罪者を罰することができません。この
人権保障機能を重要視し、運用面にお
いては刑法の適用範囲を最小限にとど
めるべきという「謙抑性」を訴える理論
が、私には刺激的でした。
　刑法とは、被害者の悲しみや怒りと
いった感情論を超越して、国家権力の濫
用から、加害者ひいては社会や私たちの
生活そのものを守る盾として存在するも
の。その考え方に魅了され、私は刑法学
者の道を歩むことに決めました。
　ちなみに修士論文では、不法原因給付※

という民法上の概念と刑法に規定される
横領罪を題材に、刑法の謙抑性について

論じたのですが（次頁図参照）、それが
評価され早稲田大学の法研論集に掲載
されたことが、研究者としての第一歩を踏
み出す大きな励みになりました。
　そうした経緯もあり、私は民法との関
係が深い横領罪や詐欺罪といった財産
犯の分野について研究を進め、現在にい
たっています。また、早稲田大学赴任後
に初めて担当した経済刑法の分野も、
刑法の謙抑性の観点から注目すべき動
きが見られるため、今後の研究活動でさ
らに掘り下げたいと考えています。

　法学の特徴として、膨大な条文や判例、
学説、専門用語が存在するため、若い人
を中心に敬遠する方が増えています。た
だ、私自身は授業でこうした細かな知識

感情論を超えて
社会のあるべき姿を規律

対立する理論への理解が
自分の主張を通す一歩

※ 賭博や賄賂などの不法な原因に基づいてなされ
た給付のこと
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学生たちが進路先として興味を持ってく
れると、うれしいですね。

　また法学部を目指したいという高校生
がそもそも減ってきています。理由は、や
はり垣根が高いと感じられるからでしょ
うか。しかし法学部での学びで得られる

“法的感覚”は、法曹界などの専門職に限
らず、社会に出たら広く役立てられるも
の。例えば会社で不利益を受けても、こ
こは泣き寝入りすべきではないといった
判断ができるようになり、自分の身を守る
ことにつながります。
　そうしたことをアピールすることで法学
の魅力を伝えつつ、早稲田大学の強みや
独自性をアピールすることで、日本の法学
分野におけるポジション向上も目指した
いと考えています。

早稲田のポジション向上にも
貢献したい

田山聡美 
法学部教授

プロフィール
たやま・さとみ
1996年早稲田大学法学部卒業、1999年同
大学大学院法学研究科修士課程修了、2005年
博士課程単位取得満期退学。帝京大学専任
講師、神奈川大学准教授を経て、2014年早稲田
大学法学学術院准教授、2015年より教授。

を覚えてもらうことが第一優先とは考え
ていません。法律のより本質的な部分や
説得的な弁論方法などを通じて、社会の
あり方、あるいは人とのコミュニケーション
方法について考え、実生活に生かして
ほしいと思っています。
　ゼミでは特に、「相手の主張を理解す
る」「物事を多角的に見る」「犯罪者に
対しても理解を」といった点について強
調しています。なかでも、相手の主張を
理解するというのは法廷活動の基本と
いえます。弁護士と検事が対立する論を
張るなか、自分の意見を突き通すだけで
は、説得力のある理論展開はできないか
らです。きちんと相手の主張を押さえた
上で、それを覆す理論を組み立てて初め
て、強い説得性が備わるのです。こうした
習慣を身に付けておけば、仕事や生活で
広く役立てられるはずです。
　また最近、社会では被害者感情に
フォーカスしたり、凶悪犯罪の増加を印
象づけたりする扇情的な報道の影響も
あって、厳罰化を求める声が強くなって
います。しかし、戦後の日本では強盗や
殺人など、凶悪犯罪の数は減少傾向にあ
ります（グラフ参照）。そうであるにもか
かわらず、世論に後押しされるかたちで
国は相次ぐ法改正を行っています。でも
実はこうした刑法の厳罰化が国家権力
の濫用と結びつくことで、私たちの生活
を脅かす可能性がないともいえないので
す。私は授業を通じて、そうしたことを学
生たちに伝えられるよう心がけています。

　研究・教育活動の一方で、もう一つ私
が負うべき重要な役割があると考えてい
ます。私は今、プライベートでは2人の子ど
もの母親であり、子育てに多くの時間を
費やしています。ただ以前は、職場で子ど
もの話をすることは極力控えていました。
　研究にあてるべき時間を出産・育児に
取られてきたという負い目。遅出や早退
の理由が子どもの体調不良だと、「これ
だから」と言われてしまうのではないかと
いう恐れ。そうしたことから意識的に話
題を避けてきたのです。
　しかし、社会でダイバーシティーといっ
た言葉が広がっているように、大学でも
性別やライフステージに関係なく多様な
人材が活躍すべき時代となりつつありま
す。私自身、子育て経験によって通常の
研究活動では得られない視点・考えが
養われていることを実感しており、それ
が私の武器になると捉えています。
　そのため最近は、研究・教育活動に従
事しながら子育てや介護にあたる人でも
活躍できる環境を開拓するつもりで、周
囲への理解促進のため敢えて子どもの
話をするようになりました。
　特に法学は数ある学問のなかでも、ま
だまだ女性学者の少ない分野です。しか
し、もともと法律は生活に広く関係するも
のであるため、立法や司法、研究などあ
らゆる分野で女性が増えることが期待
されます。私の姿を見て、より多くの女子

多様な人材が活躍できるように

図「不法原因給付と横領罪の成否」
     （1999年の法研論集90号に掲載された田山教授の修士論文）

❶窃盗した絵画を友人Bに預けたものの（不法原因給付）、❷友人Bは窃盗犯Aの許可を得ず
に第三者Cに絵画を売却。

民法上は問題とされない❷の行為を、刑法上は犯罪として扱うため、刑法の謙抑性に反する
のではないか、ということを提起。

民法上の
観点

窃盗犯Aは友人Bに絵画の
返還請求を行えるのか？

行えない
（窃盗犯Aの返還請求権を認めると窃盗という
不法行為を社会的に認めることになるため）

刑法上の
観点

勝手に売却した友人Bの行為は
横領罪にあたるのか？

横領罪とする判例多数
（Bは他人の物を勝手に売却したのだから、Aに返還
請求権が有るか無いかにかかわらず、罪に問われる）

殺人、強盗、放火、強姦を含む凶悪犯罪の認知件数は
一貫して減少傾向にある。

出典：警察庁「平成25年の犯罪情勢」「犯罪統計資料」

グラフ「凶悪犯罪の認知件数推移」

窃盗犯A 友人B 第三者C
不法原因給付物

いいよ！
この絵、
買わない？ ほしい！

❶ ❷

盗んだ絵を
預かってほしい
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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。

Message
to the next
generation

［プロフィール］
せきね・あいこ
1981年早稲田大学理工学部卒業後、外資系銀行を経て1985年に旧公認会計士試験第2次試験合
格、2006年よりあらた監査法人（現PwCあらた有限責任監査法人）パートナー。2007年に日本会
計士協会常務理事、2008年に国際会計士連盟（IFAC）国際会計士倫理基準審議会（IESBA）メン
バーに。2010年に日本公認会計士協会副会長、2016年同協会会長に就任。

日本公認会計士協会
会長

関根愛子さん

公認会計士としてキャリアを積まれ、

2010年日本公認会計士協会副会長、

今年7月に日本公認会計士協会の女

性で初となる会長に就任された関根さ

ん。公認会計士という職業の可能性や

早稲田大学に期待することをお聞きし

ました。

―早稲田大学に進んだきっかけは

何ですか。

　早大生だった姉の勧めで受験しまし
た。理系科目が好きだったのですが、実
験が得意ではなかったので、理工学部
の数学科に進みました。元 、々数字が
何を意味するのか考えたり、物事を論
理的に考えるのが好きだったんです。

―大学生活で最も印象に残ってい

る出来事について教えてください。

　当時の理工学部は女性が少なく、
約1700人中女子学生は20数人とかな
り少数派でした。構内を歩いていると
男子学生に「どこの大学？」と聞かれ
たことがあったくらいです。勉強以外
では、１年生の時にブルースのバンド
を組んで早稲田祭で演奏したことも。
課外活動も楽しんでいましたよ。

―公認会計士を志した経緯をお聞

かせください。

　大学を卒業して最初に就職したの
は外資系の銀行でしたが、ずっと仕事
を続けていくことを考えると「資格を
取った方がいい」と感じるように。仕事
で会計士の人と話をする機会があって、
自分にあっているかもしれないと興味を
持ったことがきっかけでした。その後銀
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行を辞め、ゼロから会計の勉強をして
1年半後、試験に合格。27歳で公認会計
士としてのキャリアがスタートしました。
　公認会計士の仕事の魅力は、さま
ざまな活躍の場があることです。最初
は監査法人に入って、3年ほど実務経
験を積む必要がありますが、その後
は、そのまま監査法人で長く勤務する
方もいますし、会計および監査の専門
家として独立開業したり、企業のCFO
になる方も多く、多くの選択肢があり
ます。一般的には会議室等で腕まくり
をして電卓を叩いているようなイメー
ジかもしれませんが、実際は、担当す
る企業の工場まで出向き、在庫を確認
したり、その工場の原価計算システム
を確認するなど企業の実態を把握す
るための調査を行うこともあり、人と
話すことも多い。さまざまな企業や団
体と働けるのも刺激的で、アクティブ
な仕事です。
　また、グローバルなビジネスを展開
する企業でM&Aや国際税務などの
支援をする機会等、国際的に活躍で
きる場も増えています。

―一方で、企業の会計に関わる不祥

事も少なくないですが、不正を防ぐた

めに公認会計士に求められていること

は何でしょうか。

　不正を見抜く力とそれをきちんと説
明する力です。世の中が複雑化し、企
業が扱う情報も多岐にわたる現代に
おいては、変化を敏感に察知し、物事
を正確に捉える力が必要です。また、
監査でチェックすべき項目は増える一
方ですが、ITなどを導入して、例えば、

企 業の 情 報をAIなど で
チェックし、AIが対応でき
ない部分を人間が検討し
判断するというような効率
化を進めることも重要だ
と思います。

―日本公認会計士協会会長に就任さ

れましたが、抱負をお聞かせください。

　副会長として６年務めてきましたが、
その間も企業会計に関する不祥事が
あり、重責に身が引き締まる思いです。
　注力したいことは、第一に、公認会
計士監査の信頼回復と向上です。第二
に、日本社会を発展させるために、公認
会計士が社会に貢献し活躍するため
の環境作りです。上場企業だけでな
く、地域経済の活性化の鍵を握る
中小企業や地方公共団体、医療法人
や社会福祉法人などでも公認会計士
のニーズは高まっています。第三に、
多様性や国際性に適応できる優秀な
人材を確保するため、公認会計士の
仕事の魅力を広く伝えていくことです。
ちなみに日本の公認会計士の女性の
割合は14%に過ぎず、欧米と比べても
ずっと低い。今後は女性活躍推進に
も力を入れて取り組み、育休後の女性
を対象とした復帰プログラムなども
検討したいと考えています。そのよう
な環境を整えつつある今、多くの女性
にぜひ公認会計士試験にチャレンジ
してほしいですね。

―今、学生に伝えたいことは何でしょ

うか。

　学生時代は、なかなか先のキャリア

を描くことは難しいものです。私も回り
道をして公認会計士になりました。その
こと自体は悪いことではなく、有意義な
経験ができたと思っています。しかし
ながら、私の学生時代と異なり、今は
容易に多くの情報を得られます。多く
の選択肢の中から選び取ることも難
しいとは思いますが、卒業直後だけで
なく、その後にも目を向けて職業を選ん
でほしいですね。さらに言えば、10年
後の世の中は今とは変わっている可
能性もありますから、変化に対応でき
る力を身に付けることも大切だと思い
ます。

―早稲田大学に期待することをお

聞かせください。

　監査法人でも日本公認会計士協会
でも、早稲田大学出身者に出会うこと
がよくありますが、皆さんが活躍され
ている姿を通して、改めて早稲田大学
の良さを実感しています。
　早稲田大学に期待するのは、自由
で個性を生かせる校風を生かしなが
ら、世界に羽ばたく人材を育成するこ
とです。これからの時代は、日本にいた
としても国際感覚は不可欠です。日本
と外国の常識が違うことを理解し、
広い視野を持った人材を輩出してい
ただきたいと思います。

青森県の
弘前公園の桜を
見に行ったときの
一こま

ホームカミングデーにて
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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10回は、大学史資料センターです。進化する大学

　大学史資料センターは、早稲田大学
の歴史に関する資料の収集・公開、展
示会やシンポジウム、研究・教育活動を
幅広く手掛けている機関です。その業
務内容は多岐にわたりますが、中心的
なものをいくつかご紹介しましょう。
　まず第一に早稲田大学に関する資料
の受け入れ、整理、保存、公開業務があ
ります。昨年度もアルバムや戦争遺品、ス
ポーツ関係など836点の資料を収集しま
した。そのほとんどが、校友や大学関係
者の方々からのご寄贈や、学内からの移
管文書です。一昨年度は元衆議院議長
の河野洋平さんからお父上である一郎
氏の遺品をご寄贈いただきました。
　センター所蔵の資料は閲覧を申し込め

ばどなたでもご覧いただけますが、あい
にく、センターは現在、早稲田から離れた
東伏見キャンパスにありますので、少し
不便です。そこで、いつでもどこでも資
料を利用できることを目指し、データ
ベースの構築にも力を入れています。現
在、Webサイト上で、「早稲田人名データ
ベース」や「写真データベース」等を公開
しています。マスメディアや出版社から
の問い合わせも年々増えていて、大学の
歴史への関心が高まっていることを実
感しています。ただ、人手不足で対応し
きれていないのが辛いところです。
　センター業務のもう一つの柱は、企画
展の開催です。大隈記念室（2号館）での
常設展示も担当していますが、毎年二回
開催される企画展は、センターが最も力
を入れている事業の一つです。今年の
春季は「早稲田の通信講義録とその

時代 1886-1956」展を行いました。手前
味噌ですが、インパクトを与える展示が
できたと思います。この秋には、戦後の
スタートの時期を扱う展示を企画して
います。（次ページ右下参照）
　この他、出版事業としては、昨年3月に
完結した『大隈重信関係文書』全11巻
をはじめ、毎年、定期的に『早稲田大学
史記要』を発行しています。
　また、2009年度からはオープン教育
センター設置科目として「早稲田学」を
開講し、学生の皆さんに早稲田大学の
歴史を学ぶ機会を提供しています。

　以上の通常業務に加えて、センターは
今、もう一つの大きなプロジェクトに取り
組んでいます。2032年の創立150周年を

社会への発信と
研究・教育への貢献

『早稲田大学百五十年史』
編纂の本格始動

情報発信を担う
早稲田の記憶の水源地

大学史資料センター

　百五十年史の編纂にあたっては、資料
収集が不可欠です。大学に残されている
記録物だけでは、制度史しか作れません。
当時の学生が何を思い、どのような学生
生活を過ごしたのかが分かる生の資料
を求めています。スナップ写真や講義
ノート、映像など、個人にとっての思い出の品が重要な資料に
なります。資料のご寄贈、ご提供をお願いいたします。

『百五十年史』編纂のための
資料をご提供ください

連 絡 先：大学史資料センター
電 話：042-451-1343
E-mai l：archives@list.waseda.jp

　大隈の遺品類をはじめ、選り
すぐりの資料を通して、輝きの中
に苦悩と挫折を併せ持った大隈
の生涯を描き出しています。

早稲田大学建学の理念がわかる
常設展示室「大隈記念室」

場 所：早稲田キャンパス2号館1階大隈記念室（入場無料）
時 間：10:00 ～ 17:00（休館日あり）
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期した『早稲田大学百五十年史』編纂
事業です。「Waseda Vision 150」の核心
戦略の6「早稲田らしさと誇りの醸成を
目指して—早稲田文化の推進」に位置
づけられ、百五十年史編纂委員会のも
とで進められていますが、その事務局
がセンターに置かれ、ここで具体的な編
集を行っています。
　大学史資料センターの前身は『早稲田
大学百年史』編纂のために設置された
大学史編集所です。『百年史』の完結か
ら約20年を経て、センターは再び年史編
纂に取り組むことになったわけです。

『百五十年史』では、資料集はデータベー
スとしてWebサイト上で公開し、叙述部
分はできるだけ簡潔で分かりやすい内
容とすることになっています。
　また『百年史』では十分に扱うことの
できなかった戦後の歴史を重点的に

取り上げることになっています。しかし、
戦後の資料はまだまだ不足しています。
校務の実際がわかる教職員の資料や
学生生活に関するものなど、資料をお持
ちの方がいれば、ぜひ、ご提供いただき
たいと思います。文字資料だけでなく、
写真や映像などの収集にも積極的に取
り組んでいきます。

　1882年の創立以来、130年以上に及
ぶその歴史は、早稲田大学にとってか
けがえのない財産です。もちろん、それ
は輝かしいものばかりではありません。
負の遺産も含めて、真摯に向き合い、検討
を加え、発信していくことが、各界に多く
の卒業生を送り出してきた早稲田大学
の社会的責任であり、また、そのような

作業を経てこそ、より良い未来像を描く
ことができると考えています。
　大学史資料センターは早稲田の記憶
の水源地です。未来への糧とすべき、
財産の蓄積と発信を、これからも続けて
いきます。

大学のアイデンティティと
社会的責任

プロフィール　
おびなた・すみお
早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了。博士

（文学）。東京都立商科短期大学教授を経て、1999
年より早稲田大学文学学術院教授。2010年より、
大学史資料センター所長。

大学史資料センター所長

大日方純夫

早稲田人名データベースの
作成中。専門知識を持った
スタッフが古い資料をもと
に着 と々データを蓄積して
いく（左）
センター所蔵資料の一部。
戦前の写真や書などが所
狭しと並ぶ（中・右）

早稲田大学建学の理念がわかる
常設展示室「大隈記念室」

A4判・72ページ
定 価：1,000円（税込）
問 合 せ：大学史資料センター

　大隈記念室の展示資料
を中心に、さまざまな興味
深い資料を新たに加えて、
解説しています。

『図録　大隈重信の軌跡』
発売中　

　戦災にみまわれたキャンパスの再建、理念や組織の再編、スポーツ・
文化活動の再開といったトピックに焦点をあて、戦後、早稲田大学が
再出発する姿を活写します。

秋季企画展「占領期の早稲田（仮）」

場 所：早稲田キャンパス26号館大隈記念タワー 10階125記念室
会 期：2016年9月30日㈮～ 11月6日㈰（休館日あり）
問 合 せ：大学史資料センター
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News Report
大 学 の 今 を 知 る

indexindex

1日

理工学術院・奥乃博教授ら研究グループが
音響信号処理に基づく音声強調技術
によって、瓦礫奥深くの要救助者が発する
声を聞き取るシステムの開発に成功
 ➡P24 Pick Up 

ESEARCH & EDUCATIONR

3-5日

WAVOCが熊本地震復興支援ボランティア
第2便を派遣

CTIVITYA

5-10日

第7回早稲田学生文化・芸術祭を開催
 ➡P26 Pick Up 

CTIVITYA

6月 June

24日

理工学術院・三輪敬之教授ら研究グループ
は重度発達障がい児の身体表現活動に

「影メディア」を適用 ➡P24 Pick Up 

ESEARCH & EDUCATIONR

NIVERSITYU

21日

鎌田薫総長が一般社団法人
日本私立大学連盟会長に就任

NIVERSITYU

27日

スマート社会技術融合研究機構
が「電力系統出力変動対応技術研究開発
事業／再生可能エネルギー連系拡大対策
高度化」の委託事業者に選出

13-24日

Museum Week 2016を開催
 ➡P26 Pick Up 

CTIVITYA

30日

「早稲田大学リオデジャネイロ・オリンピック・
パラリンピック壮行会」を開催
 ➡P2 Headlines 

CTIVITYA

17-19日

WAVOCが熊本地震復興支援ボランティア
第3便を派遣

CTIVITYA

8-10日

理工学術院・岩田浩康教授が
「日本機械学会ロボティクス・メカトロ
ニクス講演会Robomech2016」で表彰

RIZEP

5月 May
7日

理工学術院・鳥居祥二教授が研究代表を
務める研究チームが大量の放射線電子が
降り注ぐ「電子の集中豪雨」の観測に
成功し、その成果を地球物理学の専門誌・
Geophysical Research Lettersオンライン
で発表

ESEARCH & EDUCATIONR

24日

スポーツ科学学術院・赤間高雄教授らが
女性アスリートの思春期から成熟期への
移行期における体格と内分泌ホルモンの
変化と競技力の変化との関連性の研究を
開始 ➡P25 Pick Up 

ESEARCH & EDUCATIONR

NIVERSITYU

13-28日

2016年度中古文学会春季大会記念展
「文化装置としての『源氏物語』
─九曜文庫を中心に」を開催

NIVERSITYU

16日

「大学ランキング2017」の
「高校からの評価ランキング」において、
私大総合１位を獲得 ➡P22 Pick Up 

NIVERSITYU

21日

「早稲田大学スポーツ功労者表彰式」
において元競泳選手の山中毅氏を
早稲田大学スポーツ功労者として表彰

16-22日

LGBT問題を切り口に“ふつう”や“ちがい”
を考える一週間、「WASEDA LGBT 
ALLY WEEK」を開催 ➡P25 Pick Up 

CTIVITYA

20-22日

WAVOCが熊本地震復興支援ボランティア
第1便を熊本県に派遣

CTIVITYA

NIVERSITYU

24日

国際教養学部が2018年度一般入学試験
より、「英語4技能試験」の結果を利用できる
新たな制度を実施すると発表
 ➡P21 Pick Up NIVERSITYU

27日

橋本周司副総長が駐日EU
代表部ミーティングに出席し、
本学の国際化の取り組みについて発表

25日

喜久井町キャンパスで観音慰霊祭開催
CTIVITYA

4月 April
5日

英バーミンガム大学と提携し、
シェイクスピア研究、スポーツ科学、
ロボティクス、言語学の4分野で
共同研究強化

ESEARCH & EDUCATIONR

11日

早稲田大学アジア太平洋研究センター
がLondon School of Economics and 
Political Scienceのヒュース教授を招いて
中国をテーマにしたセミナーを開催

ESEARCH & EDUCATIONR

20日

東京電力パワーグリッド株式会社との
共同研究で、国内初のスマートグリッド
実現に向けた配電網の電力損失を
最小化するための実証試験を開始
 ➡P24 Pick Up 

ESEARCH & EDUCATIONR

NIVERSITYU

19日

校友の集い「総長招待祝賀会」開催
 ➡P23 Pick Up 

NIVERSITYU

15日

「次代の中核研究者」が最先端の研究を発表
 ➡P23 Pick Up 

NIVERSITYU

20日

「平成28年度 科学技術分野の
文部科学大臣表彰」で理工学術院の教授
3名が受賞 ➡P22 Pick Up 

NIVERSITYU

25日

欧州における海外拠点としてブリュッセル
自由大学内にブリュッセルオフィスを開設し、
開所式を開催 ➡P22 Pick Up 

NIVERSITYU

7日

文部科学省との共催シンポジウム
 「早稲田が目指すイノベーション
エコシステム」を開催
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「英語4技能試験」の結果を利用可能に　

国際教養学部における2018年度一般入学試験の制度変更について
　国際教養学部では、2018年度一般
入学試験（2018年2月に実施される入
学試験）より、各試験団体が実施する

「英語4技能試験」の結果を利用でき
る新たな制度を実施します。文部科学省
による学習指導要領では、英語における
4技能（「読むReading」「書くWriting」

「聞くListening」「話すSpeaking」）を
総合的に活用できるコミュニケーション
能力の育成を目指しています。また、当学
部では英語が共通言語であり、1年間の

海外留学が必須となることから、入学
直後よりこの4技能をバランスよく兼ね
備えていることが求められます。
　こうした点を踏まえ、一般入学試験
の在り方を抜本的に見直した結果、従
来より一般入学試験において学部独自
に実施していた「英語リスニング試験」
について2017年度入試を最後に廃止し
2018年度入試から新たに英語4技能の
習得度合いを測る指標として、実用英
語技能検定ならびにTOEFL®iBTの

試験結果を合否の判定要素として導
入します（未提出による出願も可能）。
高等学校までの英語教育の改革に対
応し、なおかつ入学後のカリキュラムと
の高い接続性を目指す、新しい入試制
度に生まれ変わります。
　提出書類等についての詳細は、早稲
田大学入学センターのウェブサイトに掲
出予定の2018年度入学試験要項（2017
年11月上旬公開予定）にてお知らせし
ます。
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世界から「集まり散じて」再び世界へ　

「WHY WASEDA？」サイト紹介動画を公開
　2015年5月に公開した、本学の魅力
を13か国 語で 発 信 するWebサイト

「WHY WASEDA?」。公開以降、1年間
で世界50カ国以上からアクセスがあ
り、約11万人以上がサイトを訪問してい
ます。そしてこのたび、さらに多くの人に
訪れてもらえるよう「WHY WASEDA
サイト紹介動画」を作成。サイトと同じ
く全編英語で構成されており、日本に

なじみが薄い海外の人々に
早稲田大学のある東京の良
さを伝えることから始める点
も連動した作りになっていま
す。早稲田大学校歌にもある

「集まり散じて　人は変れど
仰ぐは同じき　理想の光」
が今、世界規模で行われ始
めています。

URL https://www.waseda.jp/top/news/41940
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早稲田キャンパスを1分の水彩画風アニメーションで案内　

「踊る！早稲田大学1分キャンパスツアー 
～ WASEDAnce Animated Campus Tour ～」
　このたび、大隈記念講堂をはじめ、
演劇博物館や會津八一記念博物館な
ど、早稲田キャンパスの象徴的なス
ポットをポップなイラストで紹介した、

“水彩画風ロトスコープアニメーショ
ン”による早稲田大学キャンパスツ
アー動画を公開しました。「実際にキャ
ンパス内のいろいろな場所で踊り、そ
の映像をもとにアニメーションを制作
しました。撮影時は、素晴らしい文化
財の集合体である早稲田キャンパス

と、セーラー服のもつ偉大な
る力が相まって、勇気がみな
ぎりました！ ここでキャン
パスライフが送れたら……
という胸のときめきを大切
にしたい、という思いを添
え、この映像を皆様にお届
けできればと思います！」と
制作者のシシヤマザキさん。
通常とは一風変わった切り口から本
学を紹介することで、その魅力を伝え

る新たなきっかけになるものと考えて
います。

URL https://www.waseda.jp/top/news/42077

WASEDAnce 検索

WHY WASEDA? 検索
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　朝日新聞出版より発行された「大学
ランキング2017※」の中で、全国の進学
実績のある高校1,196校中、回答のあっ
た573校のデータをもとに作成された

「高校からの評価ランキング」において、
初めて私大総合1位という結果になりま
した（国公私大で4位）。これは従来の
評価項目が見直され、より大学の実体
が反映されるようになった結果と考え
られます。多様性を示すさまざまな項目
でもランクインしており、外国人教授や
外国人留学生の人数は国公私立大学
を通じて1位、外国人研究者の受入状
況は私大1位という結果は、世界各国

から学生や研究者が集うグローバルな
環境が整っていることを表しています。
　今回紹介した高評価は多くの評価
項目の一部ではあるものの、本学の大
学改革の根本に関わる重要な項目で
あります。この高評価は、2012年11月に
本学が策定した中長期計画「Waseda 
Vision 150」が着実に実行されている
結果であると見て取れます。この高い
評価に甘んじることなく、学生のための
世界に貢献する大学であり続けるた
め、教育・研究の質の飛躍的向上を目
指す歩みをさらに加速すべく、引き続き
大学改革を推し進めていきます。

高校や受験生からの評価がアップ

「大学ランキング2017」私立大学総合１位

※「大学ランキング2017」（朝日新聞出版）
  同誌は1994年の創刊以来、「受験偏差値に代

わる新たな大学評価を求めて」をコンセプトに、
大学の役割である教育、研究、社会貢献の各分
野について独自調査によるデータを提示し、多
様な観点から大学を評価しているものです。

「高校からの評価ランキング」
において特に評価の高かった
詳細項目
◦進学先で生徒が伸びた：
　私大1位

◦施設、福利厚生が充実：
　私大1位

◦生活支援が充実：
　国公私大通じて1位
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理工学術院より3名の教員が受賞

平成28年度 科学技術分野の文部科学大臣表彰
　このたび、早稲田大学の研究者3名
が、科学技術分野で顕著な功績があっ
たとして、「平成28年度 科学技術分野
の文部科学大臣表彰」を受賞しました。
科学技術の発展等に寄与する可能性
の高い独創的な研究または開発を行っ
た研究者を表彰する「科学技術賞研
究部門」に、川原田洋理工学術院教授

（ダイヤモンドパワートランジスタおよび
バイオセンサの研究）、中井浩巳理工学
術院教授（元素戦略のための相対論
的量子化学の研究）、小薗英雄理工学
術院教授（流体力学の基礎方程式に
関する数学的研究）ら3名が選ばれ、4月
20日に文部科学省にて表彰式が行わ
れました。 左から小薗教授、川原田教授、中井教授
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国際学術交流をさらに強化

ブリュッセルオフィスを新たに開設
　早稲田大学は、ヨーロッパにおける海
外拠点として、ブリュッセル自由大学

（Université libre de Bruxelles: ULB）
のキャンパス内に新たにブリュッセルオ
フィスを開設しました。ブリュッセルオフィス
を通じて、ヨーロッパの大学との連携をさ
らに強化し、また先進的な国際共同研究
を推進します。
　4月25日、ベルギーのアストリッド王女、
ULB学長、鎌田薫総長のほか、駐ベル

ギー日本大使、EU委員会の国際研究
協力推進の責任者が出席し、開所式を
開催しました。鎌田総長は「本学は設
立当初より、一国の利益に奉仕するの
ではなく、世界の学問の発展と、人類全
体の幸福の実現に寄与することを目標
にしてまいりました。日本と欧州が緊密
な連携をはかっていくことがますます
重要になっており、今後は日本とEUの
学術交流および友好関係がさらに一層

発展するものと確信しています」とコメン
トし、今後の結びつきの重要性を強調し
ました。

開所式出席者との記念撮影
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早稲田が誇る校友の集い

「総長招待祝賀会」開催
　4月19日、恒例の総長招待祝賀会が
リーガロイヤルホテル東京で開催され
ました。前年度に叙勲・褒章、各種受
賞、企業・団体の代表や首長に就任さ
れた校友を招待し、103名が祝賀会に
先立ち大隈講堂で開催された「第7回
早稲田狂言の夕べ」を楽しみました。
　祝賀会で鎌田総長は「自由と創造を
尊重する校風の中、個性豊かな学生・

教職員が幅広い分野で才能を伸ばし
ています。その支えとなっているのは、
早稲田大学が誇る校友の方々のご活
躍です」と日頃の感謝を述べました。
　出席者代表の挨拶として、野村万作
氏は「上に媚びず、下にえばらず、まっ
すぐに向き合う姿勢は、学生時代に
培ったのだと思います」と懐かしそうに
コメント。さらに清田瞭氏（株式会社

日本取引所グループ取締役兼代表執
行役グループCEO）は「日本経済のた
めに全力で頑張りたい」と力強く語り
ました。

参加者全員で校歌斉唱
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社会科学の学際的・国際的・臨床的研究の拠点へ

先端社会科学研究所を開設
　社会科学総合学術院はこれまで培っ
てきた総合社会科学の研究土壌をさら
に強化し発展させるため、3月25日より
先端社会科学研究所を設置しました。
　同研究所では、社会科学総合学術
院の教員を中心に広く内外の関連研
究者・機関との連携を深め、社会科学
の学際的・国際的・臨床的研究を推進

していきます。研究所構成員の多様な
専門を生かし、融合させるプロジェクト
研究を通じて、時代の要請に応えるだ
けでなく次代を拓くような世界に開か
れた新たな社会科学の研究拠点を構
築していくことを目的とし、これまで分
散的に展開してきた社学の研究を再
組織して可視化するとともに、全世界

に新たに広がるネットワーク構築を目
指していこうとしています。これから先
端社会科学研究所ホームページを通
じて、シンポジウムの実施やプロジェク
ト研究成果を発信する予定です。

西原博史
先端社会科学

研究所所長

U
N

IV
E

R
S

IT
Y

「Waseda Vision 150」実現に向けた教育・研究事業の推進

「次代の中核研究者」が最先端の研究を発表
　早稲田大学では、次代の早稲田の
研究力の担い手となる研究者を選定
し、集中的な研究支援、環境整備を行う

「次代の中核研究者育成プログラム」を
2015年度より試行的に実施。2年間の
試行期間を設け、2017年からの本格実
施を目指しています。
　4月15日には、研究力強化本部会議
において、4名の中核研究者※が1年間
の活動成果を報告。フリーディスカッ
ションでは、本年度から本プログラム
を開始する中核研究者の片岡淳理工
学術院教授、岩田浩康理工学術院教
授を交え、研究者間の共同プロジェク
トの可能性、インセンティブとしての本

プログラムの利用、アワードイヤーの指
摘など、闊達な議論が行われました。
　鎌田総長は、「最先端の研究報告を
聞き、研究者として非常に刺激を受けま

した。研究者同士が頻繁に交流する場
や雰囲気をこれまで以上に整備する必
要性を痛感しました」と述べました。

2015年度の中核研究者

胡桃坂仁志
理工学術院教授

川上泰雄
スポーツ科学学術院教授

十重田裕一
文学学術院教授

戸堂康之
政治経済学術院教授

※  中核研究者：次代の早
稲田の中核となる研究
者に対し集中的な研究
支援・環境整備を行う

「次代の中核研究者育成
プログラム」において選
定された研究者。
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被災地・石巻の障がい児のからだやこころを開く体験デモ授業

世界初、重度発達障がい児の身体表現活動に「影メディア」の試み
　理工学術院の三輪敬之教授と東洋
英和女学院大学の西洋子教授の研究
グループは、東日本大震災以来、被災
地に赴き被災者・被災児、障がい児らと
共に身体表現ワークショップを通じた
居場所づくりに取り組んでいます。6月
24日には宮城県立石巻支援学校で

「影で出会い、影でつながる」と題し、
「影メディア」※を用いた身体表現の体
験デモ授業を実施。授業の中で、10名
以上の重度発達障がい児が一緒に行
う身体表現活動に影メディアを適用す

ることは、世界で初めての試みです。今
回は、三輪研究室のメンバーと石巻支
援学校の児童・生徒が一緒になって影
を使って遊び、影や影メディアからいろ
いろなものをイメージ。そこから新たな
表現を創ることを楽しみました。今後、
影メディアを活用することによって、発
達障がい、特に自閉症の子どもが苦手
とする他者とのコミュニケーションや
共創、自己表現などの分野で新たな可
能性を拓くことが期待されます。
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※  「影メディア」：装置を用いてかたちや色を変化
させた影。影メディア空間に一歩足を踏み入れ
ると、いつも見ている自身の影とはかたちが異
なる影や遅れた影など、背景の変化とともにさ
まざまな影が登場する。それらはからだに働き
かけ、豊かなイメージと多様な表現をおのずと
引き出し、さらにはからだやこころを開いて人
と人との出会いやつながりの可能性を広げる
ことが期待できる。

倒壊瓦礫内に進入し、声を聞き取ることにより被災者を発見

索状ロボット「能動スコープカメラ」
　内閣府総合科学技術・イノベーショ
ン会議が主導する革新的研究開発推
進プログラム（ImPACT）タフ・ロボティ
クス・チャレンジの一環として、奥乃博
理工学術院教授が主宰する研究グ
ループらは、瓦礫内捜索用ヘビ型ロ
ボット「能動スコープカメラ」に複数の
マイクロホンを搭載し、瓦礫奥深くの要
救助者が発する声を聞き取るシステム

の開発に成功しました。
　瓦礫内に入って要救
助者を発見するために
開発された索状（ヘビ型）ロボット「能
動スコープカメラ」は数cmの瓦礫の隙
間をぬって深さ数mまで探査できる世
界で唯一の性能を有していますが、自
身の運動に伴い発生するノイズが、瓦
礫内での声の聞き取りにおける大きな

障害でした。今回、音声聞き取り性能
の向上を目的として、能動スコープカメ
ラに搭載可能な音声抽出・強調技術の
開発を進め、評価試験フィールドにて
実証試験を行い、飛躍的に高い聞き取
り性能を確認することができました。
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能動スコープカメラ 屋外フィールド評価のための瓦礫

国内初、スマートグリッド実現に向けて

配電網の電力損失最小化の実証試験開始
　早稲田大学理工学術院の林泰弘研
究室と東京電力パワーグリッド株式
会社は、国立研究開発法人科学技術

振興機構の戦略的創造研究推進事業
チーム型研究において、2016年4月か
ら2020年3月までの予定で共同実証

試験を開始することと
なりました。
　近年、環境負荷低減
に向けて電力実測デー
タと情報通信技術を活
用した高効率な配電網

であるスマートグリッドの実現に向け
た技術開発の必要性が高まっていま
す。こうした中、一部地域の配電網を
用いて、配電損失電力が最小となる
配電網構成のための最適な運用方法
の検討等に向けて本実証試験を行う
こととしました。なお、実際の配電網
を活用した実証試験の実施は国内初
の取り組みとなります。この実証試験
を通じて、低炭素社会の鍵となるス
マートグリッドの実現に取り組んでい
きます。
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東京電力パワーグリッドと
早稲田大学が共同で実施する
配電損失電力最小化実証の
イメージ図
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白黒写真に色付けする手法とは？

人工知能が100年前の情景も自然に再現
　石川博理工学術院教授、飯塚里志
研究院助教、シモセラ・エドガー研究院
助教らの研究グループは、ディープラー
ニングと呼ばれる人工知能技術を応用
し、白黒写真を自然に彩色する「ディー
プネットワークを用いた大域特徴と局
所特徴の学習による色付け」手法を確
立しました。
　本研究で開発した新しい手法を用い
ると、大量の白黒・カラー画像の組から
色付けの手掛かりとなる特徴を学習
し、画像全体から抽出される大域特徴
と、局所特徴とを結びつけて与えられた
白黒画像を自動でカラー画像に変換し

ます。
　屋外か屋内か、昼
か夜かなどの写真全
体についての大域特
徴と、砂か葉か水か
等の局所特徴からど
のように色付けする
のが最も適当かを推
測。これらの組み合わ
せにより、状況にあっ
た自然な色付けを、人
による介入を必要と
せずに可能にしました。なお、彩色の結
果はユーザーテストにより評価され、

約90％の色付け結果が自然であると
いう回答を得ました。
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大隈重信と来訪者
（大隈邸温室内）、1910年代

大学史資料センター
写真データベース所蔵写真
B03-01を本手法によって

彩色加工したもの

ディープネットワークを用いた大域特徴と局所特徴の学習による
色付けのモデル構造

“ふつう”や“ちがい”を考える一週間

WASEDA LGBT ALLY WEEK
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Y 　LGBTとは、セクシュアルマイノリティ

の総称の一つで、日本では約13人に1人
があてはまるといわれています。また、
ALLY（アライ）は「LGBTの支援者、理
解者」として使われることが多い言葉で
すが、本イベントでは「LGBTのことをよ
く知らないけどイイと思っている人」の
ことも含めています。
　そもそもセクシュアリティ（性のあり方）

は一人ひとり違うという考えのもと、本
イベントは「LGBT当事者を含め、誰も
が誰かのALLYになれる」をコンセプト
に、5月16日～ 22日、セクシュアリティを
問わず皆でイベントを盛り上げました。
　このプロジェクトでは、学内でのポ
スター掲示キャンペーンや、Web上で
のLGBT当事者・ALLYのストーリー
の掲載に加えて、彼らの写真や体験談

の展示が本学4キャンパスで行われて
います。

女性アスリートの過度期における競技力向上要因解明へ着手

2020年東京オリンピック・パラリンピックへ
　2016年スポーツ庁女性アスリートの
育成・支援プロジェクト「女性アスリー
トの戦略的強化に向けた調査研究」
に、赤間高雄スポーツ科学学術院教
授、鳥居俊スポーツ科学学術院准教授
と、大学院スポーツ科学研究科の塚原
由佳さんが採択され、研究を開始しま
した。研究実施期間は2年度の予定で、
ジュニアからシニアへの移行過程の女
性陸上アスリートを対象に、体格変化

（体重、BMI、体脂肪、身体の部位ごと
の筋肉量など）、内分泌（女性ホルモン
など）変化、および生活環境と練習状
態について、およそ半年ごとに縦断的な
調査を行い、競技パフォーマンスの変化
との関連を分析します。
　女性アスリートが競技力を向上させ
るための指標をアスリート本人や指導
者へ提供することを目的としています
が、本研究で得られる知見や調査研究

の方法は他競技にも応用可能なものと
期待されます。
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（左）思春期から成熟期に移行する女性アスリート
（右）DXA検査（骨密度・筋肉量の測定）
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大 学 の 今 を 知 る
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「予想外が待っている」

Museum Week 2016 開催

A
C

T
IV

IT
Y 　早稲田が誇るMuseum（演劇博物

館、會津八一記念博物館等）の魅力を
より多くの人、特に学生に感じてもらう
ためのイベント「Museum Week」が
6月13日から24日まで開催されました。

企画内容も昨年度から大幅にグレー
ドアップ。各ミュージアムのツアーをは
じめ、藪野健（画家・早稲田大学栄誉
フェロー・日本藝術院会員）氏と共に
大学構内の美術品を鑑賞しながら徒

歩で巡る「藪野健と巡る キャンパスも
ミュージアムツアー」、クイズに答えなが
らスタンプを押して回るうちに多くの

「知らなかった」に出会え、Museum 
Week限定USBメモリーがプレゼント
される「謎解きミュージアムスタンプラ
リー」、早大生による大迫力のライブパ
フォーマンス「Museum LIVE」が連
日展開されました。今回より、Museum 
Weekの趣旨に新宿区、早稲田大学
生活協同組合、大学周辺商店連合会
が賛同し、特にキャンパス外での広
報等で後援・協力をいただきました。
Museum Weekのキャッチコピー「予想
外が待っている」の看板・フラッグ・T
シャツなどで大学内外がピンク色に一
斉に染まり、目にも鮮やかな2週間とな
りました。

早稲田の躍動を体感する1カ月

第7回 早稲田学生文化・芸術祭」開催
　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」。7回目となる今年は、大隈記念
講堂・ワセダギャラリー・早稲田小劇
場どらま館を会場として、5月31日から
6月19日までの約1カ月間開催されまし
た。25企画31団体が参加し、各会場
では学生たちは熱気あるステージを
披露。約5,000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
チームをはじめ、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。

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・和太鼓
演奏ほか、三味線・尺八とダンスのコ
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、多種多様な音楽
を演奏。

EXHIBITION
ワセダギャラリーでは、絵画会と早稲田
大学陶芸部稲穂窯生花研究会の3団
体が展示を行い、日頃の成果を披露。
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■ 『ブラックバイト対処マニュアル』
 早稲田大学学生部学生生活課 協力　
 石田眞（法学学術院）・竹内寿（法学学術院） 監修
 早稲田大学出版部　2016年4月

■ 『箱崎半島から見えた未来 震災ボランティアの5年』
 早稲田大学学生ボランティア RINC 編　早稲田大学出版　2016年4月

■ 『日本近代随筆選』全3巻
 千葉俊二（教育・総合科学学術院）、宗像和重（文学学術院）ほか編
 岩波書店　2016年4-6月

■ 『鎌倉入門』
 池田雅之（社会科学学術院）ほか編著　かまくら春秋社　2016年5月

■ 『早稲田アスリートプログラム 大学でスポーツをするということ』
 早稲田大学競技スポーツセンター編　ブックウェイ　2016年5月

■ 『早稲田文学 2016年夏号』
 早稲田文学会　筑摩書房　2016年5月

■ 『早稲田学報』
 早稲田学報編集室　早稲田大学校友会　2016年5月

■ 『中世ヨーロッパの異教・迷信・魔術』
 野口洋二（名誉教授）著　早稲田大学出版　2016年5月

■ 『安保法制から考える憲法と立憲主義・民主主義』
 長谷部恭男（法学学術院）編　有斐閣　2016年6月

■ 『マーク・トウェイン 人生の羅針盤 弱さを引き受ける勇気』
 石原剛（教育・総合科学学術院）著　NHK出版　2016年7月

本学教員の著書や各部署による刊行物をご紹介します。
※（　）内は著者・編者・監修者の所属（刊行時）ですBooks

■ 『日本発多言語国際情報発信の現状と課題』
 砂岡和子（政治経済学術院）、室井禎之（政治経済学術院）著
 朝日出版社　2016年3月

■ 『小野梓 未完のプロジェクト』
 大日方純夫（文学学術院）著　冨山房　2016年3月

■ 『日中漢字文化をいかした漢字・語彙指導法「覚える」から「考える」へ』
 李軍（教育・総合学術院）著　早稲田大学出版　2016年3月

■ 『環境法研究 第4号』
 大塚直（法学学術院）責任編集　信山社出版　2016年4月

■ 『自閉症とラノベの社会学』
 竹中均（文学学術院）著　晃洋書房　2016年4月

■ 『はじまりの戦後日本 激変期をさまよう人々』
 橋本健二（人間科学学術院）著　河出ブックス　2016年4月

今号のオススメ
『教養としての生命理論』
村松聡（文学学術院）ほか編　丸善出版　2016年3月

ここ10年間ほどで丸善から公刊された『医学生のための生命倫理』、
『看護学生のための生命倫理』など、一連の生命倫理シリーズの最新刊
である。生命倫理に興味をもつ一般の学生向けに編集されたもので、
30名に及ぶ生命倫理の専門家たちが生命倫理のそれぞれのトピック
を、見開き2枚で簡潔に紹介している。

會津八一記念博物館
①「殿姫発掘60周年記念 甦る九十九里の埴輪群像—3D考古学の挑戦—」
②「中国陶磁の流れ」

会場 ①會津八一記念博物館1階　企画展示室
 ②會津八一記念博物館1階　富岡重憲コレクション展示室
日程   ①10月14日㈮ ～11月19日㈯　本学の故・滝口宏名誉教授らによる千葉県殿塚・

姫塚古墳の発掘60周年を記念し、三次元計測など最先端のデジタル技術を用いた
埴輪の研究成果を展示します。

   ②7月6日㈬～ 9月23日㈮　新石器時代の「彩陶渦巻文双耳壺」から明清時代の五彩
や青花あるいは単色釉の作品まで、中国陶磁史の大筋の流れを富岡コレクションの
作品でつづります。

問  會津八一記念博物館　TEL：03-5286-3835
 URL： http://www.waseda.jp/culture/aizu-museum/

演劇博物館
①2016年度秋季企画展「落語とメディア」展　
②野村萬斎講演会「狂言とシェイクスピアの出会い」（仮）

会場 ①5号館2階企画展示室　②大隈記念大講堂
日程  ①10月1日㈯～2017年1月18日㈬　本展では、落語とメディアの親密な関係を辿りつつ、

かつてないほどの多様性を見せている現在の落語および落語界について紹介します。
   ②10月18日㈫18：30 ～ 20：00　狂言師野村萬斎氏が、シェイクスピア作品の演出

に関して、その創造手法や「古典と現代の融合」が生み出す可能性について語ります。
問    坪内博士記念演劇博物館　TEL：03-5286-1829　
　 URL： http://www.waseda.jp/enpaku/

Tokyoハイク2016

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9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
　 URL：http://www.waseda.jp/student/tokyohike/index.html

第9回早稲田大学・美濃加茂市文化交流事業　学生公演
「上海標本日記」（劇団森参加作品）

会場   みのかも文化の森／美濃加茂市民ミュージアム　※入場無料・予約不要・全席自由
日程   9月10日㈯、9月11日㈰18：30開演（18：00開場）　本年度で9回目を迎える、本学

学生による演劇公演。岐阜県美濃加茂市での公演のほか、早稲田小劇場どらま館での
公開ゲネプロ（9月2日・3日、19時開演）も実施します。

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

早稲田文化芸術週間

会場 大隈記念講堂、小野記念講堂など
日程  10月10日（月・祝）～ 10月21日㈮　「早稲田文化」一色に染まる2週間！　最終日は

創立記念日！　今年は音楽劇、フラメンコ、無料似顔絵プレゼントなど、例年にはない
企画もラインナップ。

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

平山郁夫記念ボランティアセンター
①教えるな！揺さぶれ。公開！「体験の言語化」シンポジウム
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大隈記念講堂小講堂
 ②荒川（江北橋～扇大橋右岸）
日程  ①8月2日㈫13：00　対話型・参加型授業「体験の言語化」シンポジウム。パネル

ディスカッションにジャーナリスト津田大介氏・岡村猛早大野球部前監督を迎えます。
  ②10月1日㈯　都内河川敷での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。当日は少年野球教室、釣り教室も併せて開催します。
問    平山郁夫記念ボランティアセンター　TEL：03-3203-4192　
　 URL：http://www.waseda.jp/inst/wavoc/

総合学術情報センター中央図書館
①企画展「公家と武家の中世史」
②早稲田大学中央図書館創立25周年記念講演会「私と図書館」

会場   ①早稲田大学総合学術情報センター 2階展示室
   ②早稲田大学国際会議場井深大記念ホール
日程   ①9月23日㈮～ 10月27日㈭　後醍醐天皇綸旨や足利尊氏書状など早稲田大学所蔵

の貴重な古文書を展示し、中世に活躍した公家と武家の足跡をたどります。
   ②10月21日㈮15：00 ～（予定）　早稲田ゆかりの芥川賞作家である堀江敏幸先生、

綿谷りさ氏が、大学図書館の魅力や思い出を語ります。事前申込不要、入場無料。
問  ①図書館特別資料室　TEL：03-5286-1754
 ②図書館総務課　TEL：03-5286-1652　
 URL：http://www.wul.waseda.ac.jp/index-j.html

2016稲門祭

会場   早稲田キャンパス
日程   10月23日㈰　校友会最大の祭典。本年もバラエティに富んだ企画や模擬店など楽しい

催しが盛りだくさん（来場制限なし）！　稲門祭限定グッズも販売中（収益は奨学金
として大学に寄付）。

問    2016稲門祭実行委員会　TEL：03-3202-8040
　 URL：http://www.wasedaalumni.jp/tomonsai

早稲田大学の最新情報をお伝えします。
著書、刊行物、各種イベントなどぜひご参照ください。Waseda Trend

本学で11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/top/event）イベント情報をご覧ください。Events8–11月
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