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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、

きるでしょう。人類は知識、空間、時間において到達可能な

門出を迎えて大いなる夢を抱いていることと思います。理

翼の範囲をさらに広げることになります。皆さんも次の世

工科が早稲田の地に開設されたのは109年前の1908年

紀に向けて人類社会に貢献する偉大な夢をぜひ描いてみ

のことでした。それ以来、数多の学生たちが早大理工で科学

てください。

2017年度 学部・大学院 1 年生ご担当の先生から─────────────── 0 6

を学び、探求し、そして巣立っていきました。早大理工の学

一方で翻って世界を眺めてみると、イギリスのEUから

ご着任の先生から─ ─────────────────────────────────────── 10

生たちにとって、理工のキャンパスは初々しい志を抱いて

の離脱、超大国アメリカでの想定外とも言われる大統領の

ご退職の先生から─ ─────────────────────────────────────── 11

科学を本格的に学ぶ青春の地であったわけです。この春か

登場や隣国での大統領弾劾、さらに南シナ海での19世紀

ら、この地を踏む方は科学の魅力を存分に楽しんで下さい。

的な領土拡張の争いなど、世界は混乱の中にあるようで

世界最先端の科学があなたを待っています。そしてこの地

す。科学技術が長足の進歩を遂げようとしている現代にお

から飛び立つ人は、早大理工で培った実力を持って科学と

いて、人間の社会は逆に深刻な停滞と退化の渦に巻き込ま

社会の未来をぜひ切り開いていって下さい。

れています。混迷の時代の中にあって正しい進路を指し示

イベント
西早稲田キャンパスの１年─ ─────────────────────────────── 13

言うまでもなく科学には夢があります。生物の一個体と

すために必要なのは、時代の動きを冷静に観察し、人間の

しての人間の運動能力と知的能力は極めて限られていま

抱く様々な情念をも考慮して、合理的に社会の動きを判断

すが、科学技術がその限界をはるかに凌ぐ可能性を私達に

する能力です。早稲田で科学を学ぶ皆さんが、科学の知識

与えてくれました。これからの100年では、太陽系内の他

だけでなく、幅広い教養と論理的な思考力もしっかりと身

の惑星への進出や人間の寿命の延長、そして人類の思考能

に着け、心に描いた科学の夢を近未来の社会で大きく花開

力を遥かに超える人工知能の誕生など、20世紀後半のSF

かせることを期待します。

や映画で描かれていた途方もない夢のいくつかを実現で

早大理工の歩み
1882
（明治15）
年

東京専門学校創設

1902
（明治35）
年

早稲田大学開校

1908
（明治41）
年

理工科を新設

1920 （大正9）
年

新大学令による大学となり、
理工科を理工学部と改称

1949
（昭和24）
年

新制早稲田大学開設

1951
（昭和26）
年

新制早稲田大学大学院設置
（修士課程）

1953
（昭和28）
年

大学院に博士課程を設置

1967
（昭和42）
年

大久保キャンパスへの理工学部全学科の移転を完了

2004
（平成16）
年

理工学術院設置

2007
（平成19）
年

理工学部を基幹理工学部、
創造理工学部、
先進理工学部に再編

2009
（平成21）
年

大久保キャンパスを西早稲田キャンパスに名称変更

2010
（平成22）
年

理工学術院の3 学部・3研究科に
「国際コース」
を設置

2018
（平成30）
年

学部課程
「新・英語学位プログラム」
スタート
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験を踏まえ、失敗や挫折にくじけず努力し続けることの重要性を説い
ています。そして、様々な苦労や失敗がある社会という大洋に於いて
航海の羅針盤となるのは、自ら修めた学問であると述べました。この

2018年度より
「4月入学」の理工系・英語学位プログラムがスタート

大隈の言葉はまさに、基幹理工学部・研究科の教育理念に他なりませ
基幹理工学部長
研究科長

ん。大隈のいう羅針盤をかたちづくるのが、早稲田で学ぶ（学んだ）4

太田 有

羅針盤は、これからの長い人生の礎となり、みなさんの努力の源とな

OHTA, Yutaka
基幹理工学部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。

年間あるいは6年間になります。大学という学びの場で過ごし培った
ることでしょう。
今後の皆さんの人生を導いてくれるのは、基幹理工学部・研究科で
学んだ確固たる基礎学力・専門知識と、早稲田で共に学んだ多くの友

この4月から新しい世界での活躍を志向する皆さんに、自らの目標

人達であることは間違いありません。90年経った今でも決して色褪

や夢に向かって努力し続けることの重要性をお伝えしたいと思いま

せることのない大隈重信のメッセージを胸に、それぞれの道で活躍さ

す。早稲田大学の創立者大隈重信は、1927年の第14回卒業式にお

れることを期待しております。

理工学術院では2018年度より、
「4月入学」の英語学位プロ

入し、国内外から高い評価を受けてきました。新しい「英語学位

グラム（学部課程）を開始します。世界で活躍する理工系グロー

プログラム」は、おもに海外の教育課程の修了者を対象とする

バル人材の育成を目指す理工学術院は、英語による履修だけで

「9月入学」に加えて「4月入学」を実施することで、日本国内の

学部課程の学位を取得できる「国際コース」を2010年度に導

教育課程の修了者にも広く門戸を開くものです。
4月入学の学生は、半年後に9月入学の学生と合流すること
になりますが、それまでの半年間を利用して、英語で理工系の
専門科目を履修できる能力を集中的に養います。また、一部に

いて、新たな社会へと旅立っていく若者たちに向けて、自分自身の経

クォーター学期を導入しており、4月入学者にとっての2年目
の夏クォーターと夏季休業期間（6月初旬～9月下旬）を活用し
て海外大学の短期サマープログラムに参加することを奨励し
ています。このほか、海外協定大学への長期留学や大学院進学

Society5.0に貢献する創造理工

などを通じて、世界規模で進路選択の幅を拡げることを期待し

術基本計画を発表し、
「超スマート社会」、
「Society5.0」が提唱され

ています。

ました。いずれも、ネットワーク、クラウド、ビッグデータといった情

従 来 は 学 科 ご と に 運 営 し て い た「 国 際 コ ー ス 」を 7 つ の

報技術が自動車をはじめとする「もの」とつながり、生産現場のみなら

Major（主専攻）に再編成し、世界トップクラスの理工系大学に

ず、社会、生活に新しいサービスを提供する枠組みを表しています。
創造理工学部長
研究科長

菅野 重樹
SUGANO, Shigeki

創造理工は、人と社会、人と生活、人と環境をキーワードにして

匹敵する高水準のプログラムを提供します。再編に伴い、さま

「ものづくり」と「ことづくり」を推進していますが、これはまさに

ざまな教育背景を有した学生に対応する低学年向けコア科目

Society5.0の実現を意味します。残念ながら、日本は欧米と比べて、

群の構築や、各Major専門科目の拡充と各学部の特色が反映さ

IoTの進捗は後塵を拝していると言われています。しかし私は、それ

新入生諸君、卒業・修了生諸君、おめでとうございます。これから展

はIoTの「I」の部分が強調され過ぎているためだと思っています。日

れた専門共通科目の配置や教員増員を行い教育・研究における

開される皆さんの新しい生活が充実したものとなるように期待して

本は「T」という現実社会のシステムづくり、創造性に強い力がありま

指導体制の強化を図ります。科目の一部は日本語による通常課

います。

す。そして、創造理工はその実践者と成り得るのです。

程に在籍する学生にも開放し、相互交流の機会を数多く設けま

こ こ 数 年 、ド イ ツ の I n d u s t r y 4 . 0 、ア メ リ カ の I n d u s t r i a l

新入生諸君には、様々なチャレンジを通して創造力の幅が広がるこ

InternetをはじめIoT（Internet of Things）を核とした産業の変

とを期待しています。卒業・修了生諸君には、早稲田の創造理工の強さ

革が進みつつあります。日本では2016年1月に政府が第5次科学技

を世界に向けて大いに発揮してくれることを期待しています。

す。英語学位プログラムを核として理工学術院のキャンパス全
体において高い国際性を実現し、多様な学生たちが触発しあっ
て新たな価値を生む、世界スタンダードの理工系教育環境を構
築します。
理工学術院は、この新しい挑戦を契機として、世界に貢献す
る高い志を備え、リーダーとして社会を支える「理工系グロー

前途洋洋

バル人材」の育成を進めていきます。

課外活動も含めて、数多くの選択肢に対し自分の意志で好きな
方向に邁進し、
「自由」
を存分に謳歌してください。
先進理工で最
先端の科学を学び、生涯の友人達とともに皆さんが夢を実現す

若尾 真治
WAKAO, Shinji

んにも、
心からエールをお送りします。
機会を見て、
是非、母校に

専門科目／学部共通専門科目
ゼミ／研究プロジェクト／卒業論文

人生の方向性を決める上で、
貴重な体験になるはずです。これは

は、
学部・大学院の両課程を通じて「教育」と「研究」が切れ目なく

まさしく、早稲田大学でこれまで130年間以上にわたり繰り返

密に統合されていることが最大の特長です。手厚い教育環境の

されてきた光景です。

９月入学

未来の在学生にとって、
そのような皆さんとの出会いは、彼らの

制を整えています。学問はもちろんのこと、サークル活動などの

英語準備講座
（※）

ね、
一層逞しさを増した皆さんとの再会を楽しみにしています。

夢の実現に向け第一歩を踏み出した新入生の皆さん、先進理

たな知の創造を実現する研究力を培うことができる充実した体

外国語科目／人文・社会科学系科目／理工系基礎科目

も足を運んでください。それぞれの分野で新たな経験を積み重

工学部・研究科への御入学おめでとうございます。先進理工で

もと十分な基礎学力と専門的知識を修得し、その土台の上で新

3

これから世界の舞台に羽ばたいていく卒業生・修了生の皆さ

４月入学

ることを願っています。
先進理工学部長
研究科長

外国語科目／人文・社会科学系科目／理工系基礎科目
日本語科目

専門科目／学部共通専門科目
日本語科目

ゼミ／研究プロジェクト／卒業論文

最後に、皆さんの未来が明るく前途洋洋であることを祈念し
て、
お祝いの言葉といたします。

※英語で行われる講義系・実験系の授業を受けるのに必要な英語力を養う授業科目
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「2017年度 学部・大学院１年生ご担当の先生から」
2018年度より新たな入試がスタート。
北九州で地域連携型教育・研究構想をもとにしたコンソーシアムを設立。

出会いを求めよう

基幹理工学部・研究科と情報生産システム研究科（IPS）は地
方創生に資する新たな取り組みとして、
「 地域連携型教育・研
究構想」を開始するとともに、新しい入試を実施します。また北
九州市の産業界を中心としたコンソーシアムを設立します。

「新思考入学試験
（北九州地域連携型推薦入試）
」
の新設について

未知なる世界への挑戦

教授
数学科

教授
情報理工学科

准教授
機械科学・航空学科

准教授
情報理工学科

尾崎 学

石川 博

細井 厚志

清水 佳奈

OZAKI, Manabu

ISHIKAWA, Hiroshi

HOSOI, Atsushi

SHIMIZU, Kana

新入生の皆さんはこれから始まる大学生活への期待に心躍らせているこ

ご入学おめでとうございます。大学ではこれまでとは異なり、学生諸君の

とと思います。その期待通り、大学時代は人生の中でも最も出会いの機会に

主体性が重んじられます。責任を持って行動し、未知なる世界への一歩を踏

恵まれる時期かも知れません。学問、人など対象は様々ですが、実りある出会

み出してください。大学では学問をはじめ、
スポーツや芸術等、様々な活動に

いを得て、人生を豊かにできるかは皆さんの心掛け次第です。早稲田大学と

取り組むことができます。早稲田大学で培う経験は、夢と希望に溢れるみな

いう場は既に用意されているのですから、それを存分に活用して大学生活を

さんの人生の礎となることでしょう。日々の努力を怠らず、充実した学生生活

堪能して下さい。

を送って欲しいと思います。

本学では近年、東京近郊（1都3県）からの入学者が多数を占
め、地方からの学生が年々減少している傾向があります。地方
の理念の一つであり、Waseda Vision 150の基軸3“校友・

左 : 橋本副総長、右 : 北橋北九州市長

地域との生涯にわたる連携の強化” にも将来の大きな目標の

く新しい入試・教育研究プログラムで、地域連携型入試・教育に

一つとして位置づけられています。そこで、基幹理工学部・研究

先鞭を付けるものと考えています。

科と大学院情報生産システム研究科（IPS）は共同で、地方から
募集した学生に対して西早稲田キャンパスで基礎教育を実施
し、卒業論文以降の専門研究を北九州キャンパスで行う、従来
にはない全く新しい地域連携型入試と教育・研究プログラムを
実施します。

教授
応用数理学科

教授
電子物理システム学科

准教授
情報通信学科

小山 晃

川西 哲也

森 達哉

KOYAMA, Akira

KAWANISHI, Tetsuya

MORI, Tatsuya

入学おめでとう。様々な思いをもって入学してきていると思いますが、今

早稲田大学IPS・北九州コンソーシアム
設立の背景
大学院情報生産システム研究科（IPS）
は、
ものづくりと電子

ご入学おめでとうございます。基幹理工学部では一年間かけてどの学科に

君たちが手に入れたものは「学問への自由」です。入学試験のための勉強と

進むかを選択します。
ご縁あって早稲田大学を選択される上でも色々な努力

異なり、学びたいことを心から学ぶことができます。
しかしやる気だけでは何

をされてきたかと思います。理工学分野では物事を客観的に理解するための

もできません。
これから始まる基礎科目を通じて先人たちの叡智を謙虚に学

知識を身につけますが、人生の選択は主観的なものです。未だ数式で説明が

び、諸君らがもっている夢に向かって努力してみよう。早稲田はそんな君た

つかない事柄を縁といっているのかもしれませんが、縁に身を任せながら、

ちを応援する学舎です。

是非、選択のプロセスを楽しんで下さい。

情報技術の融合をテーマに、
産学連携とグローバル化を強力に

北九州というIPSの地理的条件を十分に活用した先駆的な

推し進めてきました。一方で、北九州にはものづくりの文化が

地域連携型教育・研究の導入により、本学が行う地方貢献のモ

脈々と受け継がれており、環境にも配慮した今後の産業を考え

デルケースとなることが期待できます。既存のIPSが持つ設

る上で、多くの生きた教材を見出すことができます。おりしも

備、人材、インフラを活用することで、最小のコストで大きな

Industrie 4.0という言葉に代表される産業の変革は、
世界的な

成果が期待できます。本プログラムの導入は、地域と密接に連

波として日本にも押し寄せてきていますが、
従来から着実に培わ

携した新しい教育・研究スタイルを全学に対して提案すると共

れてきた日本のものづくり文化も、
これへの対応を迫られていま

に、基幹理工学部・研究科とIPS間での教育・研究連携を一層綿
密に推進する効果も合わせ持っています。従来から例のない全

選択の楽しみ

学問への自由

で活躍する優秀な人材を育成することは、早稲田大学創立以来

夢の実現に向けて

多様な体験を通して、
新たな視点を

教授
応用数理学科

教授
機械科学・航空学科

教授
情報通信学科

教授
表現工学科

丸野 健一

天野 嘉春

小林 哲則

河合 隆史

MARUNO, Kenichi

AMANO, Yoshiharu

KOBAYASHI, Tetsunori

KAWAI, Takashi

す。北九州という場で、
産学連携とグローバル化の視点から、
産

ご入学おめでとうございます。全てが上から与えられてきた高校までとは

新入生のみなさん、入学おめでとうございます。基幹理工学部には幅広い

違い、自分が興味を持っていることをとことんまで学べるのが大学です。受

学問領域が集まっており、そこでの相互作用を通して、自分なりの新たな視

業の方向性を探るための連携体制を設けることには、大きな意

け身にならず様々な場所に自分から積極的に学びに行き、いろいろな人々と

点を探求することが求められます。新たな視点から人間や社会にとっての価

語り合ってください。大学という絶好の学びの場でみなさんの夢の実現に向

値を創造するためには、多様な経験を通した相互作用が重要となります。大

けて大きく前進してください。

学生という、責任の伴う自由な時間を大切にして、多様で有意義な体験を蓄

味があります。
また、教育研究面から

積してください。

みても、
北九州は極めて実践的な人材
育成教育、
地域や産業と一体となった
教育研究活動を実施するために十分

可能性の広がる
「幹」
に

なポテンシャルを有しています。

身の回りを観察する力を身につけよう

以上に鑑み、多方面から今後の我
教授
電子物理システム学科

国およびアジア諸国発展に大きく寄
与するために、IPSを中心とする産

准教授
数学科

教授
建築学科

准教授
建築学科

川原田 洋

薄葉 季路

矢口 哲也

小林 恵吾

KAWARADA, Hiroshi

USUBA, Toshimichi

YAGUCHI, Tetsuya

KOBAYASHI, Keigo

学官コンソーシアムが北九州に設立

若い諸君らは、
「基幹」
という言葉に何を連想しますか。
「幹」は、枝をめぐら

ご入学おめでとうございます。建築学は生活環境に密着した学問分野で

されました。本コンソーシアムは、今

し、葉を茂らせ、花を咲かせるという、多くの潜在力の象徴です。例えば、幹細

す。君たちを取り巻くすべての事象が研究対象となり得ます。そこで新入生

回の新たな地域連携型の入試および

胞は
「なんにでもなれる」細胞ですね。
しばらくは、自らの可能性を狭めず、
よ

の皆さんには、普段何気なく目にする建物や風景を設計者・エンジニアの卵

り広げられる
「幹」
を作ってください。
これが将来の専門力を深めることにな

として観察する習慣を身につけることをお勧めします。日々の環境の中にも

教育・研究プログラムの実施と連動

ります。是非、基礎学問である数学や物理の教養（リベラルアーツ）
を高めま

様々な発見があり、大学を卒業するころには見慣れたはずの光景も新しいも

しょう。

のに見えてくるはずです。

して大きな力を発揮するものと期待
されます。
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ごあいさつ

ごあいさつ

MESSAGE

「2017年度 学部・大学院１年生ご担当の先生から」
世界に通用するエンジニアに

旺盛な好奇心と主体性を

教授
総合機械工学科

教授
総合機械工学科

准教授
環境資源工学科

梅津 光生

中垣 隆雄

UMEZU, Mitsuo

NAKAGAKI, Takao

「なぜ？」
と思うこと

次世代の科学に向けて

教授
化学・生命化学科

准教授
生命理工学専攻

村田 克

石原 浩二

花嶋 かりな

MURATA, Masaru

ISHIHARA, Koji

HANASHIMA, Carina

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

入学おめでとう。
「今日はヒマ」
という日のない毎日を、
まずあなたには過

自然科学の本質は「なぜ？」
と疑問に思うことです。みなさんがこれから受

入学おめでとうございます！ 生命理工学専攻は、異なる生命科学分野で基

開発・自動車など、多岐にわたる分野において人の幸せにつながる最先端

ごして欲しい。自己の体調を管理した上で、多忙な日々を過ごすための幾多

講する学部の講義科目の内容は基本的に約8割が基礎で約2割が発展的内

礎知識を学んできた大学院生が集結する、ユニークな学際専攻です。高い国

の研究を行っています。
“ キカイ”
と聞くと、油まみれの暗い、汚いイメージ

の方法とリソースがこの大学にはある。学ぶべきことを「自分で」見つけ、自

容です。つまり、学部の4年間で自然科学の基礎を学ぶわけですが、
この所謂

際競争力が問われるこれからのアカデミアや企業では、根本的な問題の解

を持っていたかもしれませんが、今は大きく変革している時代です。基礎を

分のものにすることが大切だ。新しい時代には新しい価値の創造が必要だ。

地味な「基礎」の中にも必ず「なぜ」
を見つけ出すことができます。そして、自

明につながり、次世代の科学技術を開拓していくための創造力と研究推進能

しっかり学び、次世代技術に果敢に挑戦し、世界に通用するエンジニアにな

それには不断の努力が必須なのだ。知的な好奇心を爆発させよう。
これから

分自身で「なぜ」に対する論理的な答を見つけ出すことが、自然科学の基礎

力、そして仲間が大事です。われわれと一緒にこれからの大学院生活を実り

るよう頑張ってください。

の自由な数年間に、
ヒマをもてあますような暇はないのだから。

を習得する一方法です。

多きものにしましょう！

積極的に学び、
発見しよう

好奇心を絶やさずに!

教授
経営システム工学科

准教授
経営システム工学科

教授
社会文化領域

棟近 雅彦

蓮池 隆

シュレヒト・ヴォルフガング

MUNECHIKA, Masahiko

HASUIKE, Takashi

SCHLECHT, Wolfgang

ご入学おめでとうございます。大学生活において、皆さんは想像するより

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

も格段に広い世界を体験し、多様な人達と交流しながら、多くの学問に触れ

を抱いていると思いますが、
心配はいりません。
早稲田大学は国際色豊かで、

ることになります。
さらに、世界をリードしていく皆さんには、
より多角的な視

100カ国近くの国々から学生がきています。
日本人だけでなく、
他の国々や文

野を持ち、
より深い知識が求められるようになるでしょう。日々努力すること

化圏の学生たちとの交流も皆さんの糧となるでしょう。
早稲田大学がある東

を怠らず、
積極的に学ぶことの楽しさ・面白さを発見していきましょう。

京では、
展覧会や芝居、
コンサートや映画など、
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。

応用化学科新入生の皆さんへ

学際的な知識を高めるチャンス
教授
ナノ理工学専攻

庄子 習一
SHOJI, Shuichi

ご入学・ご進学おめでとうございます。ナノ理工学専攻は、異なる学部教育
教授 応用化学科

教授 応用化学科

専任講師 応用化学科

SHIMOJIMA, Atsushi

NODA, Suguru

SUGA, Takeo

下嶋 敦

野田 優

を受けた知識のバックグラウンドの違う学生が一緒に知識の習得・研究を行

須賀 健雄

う学際的専攻として15年の歴史を持っています。今や数多くの産業の基盤
技術として浸透している機能性ナノ材料やナノテクノロジーの基礎を広く学

ご入学おめでとうございます。
今年創立100周年を迎える伝統ある応用化
学科の一員として、
基礎と応用の両面から高度な知識を身につけ、
「役立つ化

び、分野の違う学生どうしのディスカッションを通して多角的な視点を持つ
ことを望みます。

学」
と
「役立てる化学」
を通じて社会の様々な課題を解決し世界で活躍できる
人材に成長してくれることを願っております。
是非、
有意義な大学生活を過ご
して下さい。
困ったときはクラス担任がいつでも相談に乗ります。

世界を舞台に羽ばたく実践力の高い人財になろう

前向きに挑戦を！

准教授
経営デザイン専攻

教授
物理学科

翁 嘉華

上田 太郎

WENG, Jiahua

UYEDA, Taro

入学おめでとうございます！ 経営デザイン専攻では、経営最前線で活躍

入学おめでとうございます。希望で胸が一杯という人もいるかもしれませ

している現役経営者から直接指導を受ける授業や夏季インターンシップ、

んが、不安の方が大きいという人もいるでしょう。若かりし日の私も高校まで

PBL (Project Based Learning) 等、
今まで皆さんが座学で取得した知

のやり方を漫然と続け、講義内容のレベルの差で沈没してしまったものです

識をどのように実践するかを考えるカリキュラムを多数準備しています。是

が、気を引き締めて主体的に取り組めば大丈夫、乗り切れます。そうして学年

非、在学中に経営をデザインする能力を磨き、将来、世界を舞台に羽ばたく実

が上がっていくと自由に使える時間が増えてきます。そのとき、それぞれが

践力の高い人財に成るように頑張ってください。

おもしろそうと思う方向にとりあえず一歩踏み出してみてください。引っ込

夢を実現させましょう
教授
生命医科学科

価値創造

教授
生命医科学科

教授
共同先端生命医科学専攻

大島 登志男 常田 聡

岩﨑 清隆

OHSHIMA, Toshio

IWASAKI, Kiyotaka

TSUNEDA, Satoshi

新入生の皆さん、入学おめでとうございます。今年、生命医科学科は創立

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

10周年を迎えます。生命医科学科の第一期生は博士の学位を取得して、医

つとも言える医療の発展へ期待は大きく、効果や安全性が高いことに加え、

学と理工学の融合分野で研究者として活躍しています。皆さんの多くは、研

より高い価値をもたらす先進的な医薬品、医療機器、再生医療技術を社会に

究者になるという夢を持って入学されたことと思います。その夢を実現させ

実装し、持続的に普及させてゆく、科学的手法の確立が求められています。世

るために、教員は全面的にサポートしますので、皆さんも今の気持ちを忘れ

界を先導する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

ずに頑張ってください。

をお送りください。

み思案の君も、
求めよ、
さらば与えられん。

東西古今の文化の潮
未来の社会を共に創ろう！

新たな発展の研究活躍の場

リカバーできないことを優先して

教授
社会環境工学科

教授
社会環境工学科

小野 潔

森本 章倫

多辺 由佳

ONO, Kiyoshi

MORIMOTO, Akinori

TABE, Yuka

教授
共同先進健康科学専攻

柴田 重信

教授
応用物理学科

ご入学おめでとうございます。社会環境工学科は、未来の社会を創造する

新入生の皆様、
ご入学おめでとうございます。
これからの数年間は人生の

ための科学的アプローチを学ぶ学科です。人口減少から環境問題、自然災害

礎を築く大事な時期です。何を優先するかを考え、時間を大事に使ってくだ

など様々なリスクを想定し、人々がより豊かな生活をおくることができるよう

さい。
スキップしたことは後でリカバーすればよい、
と思いがちですが、学業

一緒に考えていきましょう。大学で基礎的な知識をつけることはもちろん、新

の修得や友人関係の形成は、後では
（少なくとも同じ効率や純度では）
できな

しい課題解決へのヒントは日々の暮らしの中にもあります。興味を持って学

いものです。今しかできないことは何か考え、是非充実した時間を過ごして

んでいきましょう！

ください。

SHIBATA, Shigenobu

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、

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

UCHIDA, Kenko

OKANO, Toshiyuki

KIGA, Daisuke

KOBAYASHI, Masakazu

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

ご入学おめでとうございます。
本学には国内外を問わず文化のことなる地

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

内田 健康

岡野 俊行

木賀 大介

小林 正和

域から集ってきた人々がたくさんいます。
学問や研究の世界においても文化
の違いは随所に表れてきます。
学内においてそれらが実感できることは本学

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

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。

の特徴のひとつだと思います。
自分が身につけてきた文化に固執することな
く、
他の文化も尊重し、
それを糧にしながら人間として大きなスケール感を身
に付けてください。
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「2017年度 学部・大学院１年生ご担当の先生から」

MESSAGE

「ご着任の先生から」

成功体験を積み上げよう！

確率解析 … 統計物理に動機づけられて

金属リサイクルの教育・研究拠点

准教授
共同原子力専攻

特任教授
数学科

教授
環境資源工学科

山路 哲史

舟木 直久

山口 勉功

YAMAJI, Akifumi

FUNAKI, Tadahisa

YAMAGUCHI, Katsunori

入学・進学おめでとうございます。大学・大学院では答えのない問題や今ま
でに誰もやったことのないことにチャレンジできます。是非、在学中に色々な
ことにチャレンジし、
ここでしかできない沢山の「成功体験」
を積み上げて下
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。

私の専門は確率解析です。特に、
ミクロな系からマクロな系の挙動を記述

我が国は金属資源の大消費国でありますが、そのほぼ全ての金属資源を

する非線形偏微分方程式を導く流体力学極限、あるいは確率偏微分方程式

海外からの輸入に頼る資源小国です。持続可能な社会の形成には金属リサ

等の研究を行っています。背景には統計物理の問題がありますが、
この分野

イクルが不可欠です。金属製錬・リサイクルの基礎学問である冶金熱力学と

は国際数学者会議で３回連続してフィールズ賞受賞者を輩出するなど、近年

状態図の応用力と面白さを学生に伝えると共に、研究を推進し、
さらに環境

注目を集めています。早稲田大学で研究・教育を行う機会をいただいたこと

資源工学科の先生方と連携することで、早稲田大学が金属リサイクル分野の

は大変光栄です。皆さんとご一緒できることを楽しみにしております。

拠点となるように努めて参ります。

5年一貫制で付加価値を高めよう！

破壊現象を解明し、
安全・安心な設計へ

ロボティクス研究を通して人間を知る

教授
先進理工学専攻

准教授
機械科学・航空学科

教授
応用物理学科

朝日 透

細井 厚志

澤田 秀之

ASAHI, Toru

HOSOI, Atsushi

SAWADA, Hideyuki

本専攻では、文部科学省リーディング理工学博士プログラムの支援を受
け、国際社会が抱える課題に取組める理工系博士人材を育成します。産官協
働で、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。世界を舞台に
活躍できるリーダーを目指し、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。

構造材料や機能性材料の長期信頼性を確立することを目的として、ナノか

80年代から10年間を過ごした西早稲田キャンパスに、
この度18年ぶり

らマクロスケールに至る材料の強度特性や破壊現象を実験と解析により解

に帰って来ました。
この間、大きな社会経済の変化がありましたが、早稲田ら

明する研究に取り組んでいます。早稲田大学で伝統のある材料力学分野で

しい自由さと活気に満ちたキャンパスを眺めながら、母校で教鞭を執り、優

研究・教育に従事できることを大変嬉しく、
また身の引き締まる思いです。分

秀な学生の皆さんと共に研究できることの喜びを噛みしめています。物理

野の垣根を越えた学際的な研究・教育が求められる中、基礎力を養い「理を

学、数学の普遍的学問を基盤としたロボティクス研究を通して、国際的に第

もって工する」人材育成に全力で取り組みたいと思っています。

一線で活躍できる研究者、技術者を育てていきたいと思っています。

関心は広く、
専門は深く、
そして世界へ

情報システムの総合デザイン

物質が示す創発現象の理解を目指して

教授
情報生産システム研究科

教授
情報理工学科

教授
応用物理学科

渡邊 孝博

内田 真人

望月 維人

WATANABE, Takahiro

UCHIDA, Masato

みなさん、
ご入学おめでとうございます。本研究科には、歴史も文化も異な
る様々な国から学生が集まっており、疑似留学の体験ができるでしょう。
この
環境下で、専門とする研究テーマを深く掘り下げていくだけでなく、文系理系
の枠を越えて関心を持ち、幅広い知識を修得するよう心掛けて頂ければと思
います。その上で、
より高い見地に立って視界を広げ、修了後は世界へ羽ば
たいてください。

MOCHIZUKI, Masahito

情報化社会の著しい進展に伴い、社会の各領域において情報システムを

世の中にある物質では、相互作用する電子が膨大な数集まった結果、低温

総合的にデザインし、その安全性や信頼性を向上させることが重要となって

で電気抵抗がゼロになったり
（超伝導）、磁石になったり
（磁性）、熱や光を電

います。私が専門とするネットワーク技術やデータ分析技術は、
このような

気に変換できたり
（熱電変換・光発電）
といった多様で劇的な現象が起こりま

要求に応えるための有力な武器になるものです。着任後は、
こうした技術に

す。
このような創発的な物性現象を、量子力学や統計力学、数値計算の手法

関する高い水準の研究成果を創出し、その研究を通じて、時流の変化にも柔

を駆使して、
理論的に解明したり、
探索・設計したりしています。
純粋な学問と

軟に対応できる優秀な人材を育成・輩出していきたいと考えています。

しての興味と、応用を目指し人類の役に立ちたいという情熱を持って研究に
取り組める学生や研究者を育てたいと考えています。

環境・エネルギー研究科新入生の皆さんへ
教授
環境・エネルギー研究科

教授
環境・エネルギー研究科

紙屋 雄史

中西 要祐

KAMIYA, Yushi

NAKANISHI, Yosuke

ご入学おめでとうございます。環境・エネルギーという身近でありながら、
深刻化する問題をテーマにし、自らの研究課題を見出し追求することで、限
られた時間を有意義に過ごして下さい。複数の先生による共同指導・演習で
は、工学と学術の各々の学位を目指す学生同士の交流を通して実践的・戦略
的な能力を養い、
また個別研究指導では、修士論文・博士論文という一つの
成果を挙げて下さい。

次世代の物理探査を目指して
准教授
環境資源工学科

上田 匠
UEDA, Takumi

私の専門分野である
「物理探査」は、
「物理現象を使った、見えない場所の
探査」です。その起源は鉱山や石油などの資源探査や地球深部の調査です
が、適用範囲は環境、土木建設、そして防災や災害対応等にも広がり、近年は
陸海空で無人機を使った探査手法の研究開発も盛んになってきています。
物理探査の分野でも長い歴史と伝統を持つ早稲田大学において、学生の皆
さんと次世代物理探査技術の確立を目指していきたいと思います。

※ 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。
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MESSAGE

ごあいさつ

ごあいさつ

MESSAGE

「ご退職の先生から」
「週間時間記」
のすすめ

特任教授
数学科

退職にあたって

WASEDAを大切に

教授
建築学科

教授
社会環境工学科

田端 正久

佐藤 滋

依田 照彦

TABATA, Masahisa

SATOH, Shigeru

YODA, Teruhiko

全ての人は等しく1日24時間しか持っていません。私もそうでしたが、若

1969年の安田講堂事件の年に入学して以来、理工キャンパスを本属に

早稲田大学で職を得たとき、何をやっても、人の倍以上時間がかかった。
ど

いときは時間を無限大に持っていると思い、ついつい無為に過ごしてしまい

生きてきました。様々ある中で、やはり6年前の東日本大震災は、今も続いて

うも仕事の進め方が悪いのではないか。そのような思いにかられたとき、ふ

がちです。時間の上手な統御は、研究や勉学など知的生産に携わる者にとっ

いる最も強烈な出来事です。
これこそ早稲田大学が早稲田の精神と方法で取

と仕事の進め方の覚え易いフレーズを作ってはどうかと考えた。WASEDA

て重要なことです。
「週間時間記」なるものを作り、一週をどのように過ごし

り組まねばならない事態であると直感し、地震直後に、学生や卒業生の専門

を 頭 文 字としたフレ ーズ が そ れ で あ る。W i d e R e a d i n g 、A c t i v e

たかを記録して、反省の糧とすることをお勧めします。それはA4用紙上3分

家を糾合して、復興のビジョンの検討を始め、夏には、専門誌の特集として発

Watching、Sure Hearing、Effective Speaking、Deep Thinking、

の1に7×24の表を作り，その週の記録を書くだけです。例えば、9時から

表しました。
これを通して私の直感は確信に変わりました。現代の理工学、特

Accurate Writing そのとき以来、ずっと、
お題目のように唱えている。
な

12時に線を引き授業と書きます。1週間まとめて眺めますと、きっと感じる

に私の専門である建築・都市計画はこの震災で、鋭く問題提起されました。早

ものがあります。下3分の2は，7日間の簡単な記録として使います。試して

稲田人として、残りの人生の指針にすべく、選択定年で教育の現場から離れ

みて下さい。
日記をつけるより簡単です。

ることにいたしました。
早稲田の大飛躍を願いつつ。

かなか思うようにいかないのが現実であるが、WASEDAを大切にしたい。
「継続は力なり」
である。

創造力と相談力

自分探しの旅の勧め

これからの人生に大いに期待する

教授
情報理工学科

教授
総合機械工学科

教授
環境資源工学科

松山 泰男

大聖 泰弘

不破 章雄

MATSUYAMA, Yasuo

DAISHO, Yasuhiro

FUWA, Akio

人は、自らの存在を高めるために常々創造性を発揮しており、それに磨き
をかけている。すなわち、創造力を涵養して自他の違いを見せている。理系の

毎年、新入生のガイダンスで「自分探しの旅に出よ」
と呼び掛けています。

早稲田大学創造理工環境資源工学科にご入学おめでとうございます。
これ

受験勉強とは、後で解法が明かされる問題をいかに早く解くかの訓練でし

からは、成人として、目標を定めて、好きな勉強を思う存分に行うと同時に、

課程を終える皆さんは、
このことを強く感じていたはずである。
また、入学し

た。
しかし、大学では、
「自分とは何か、何を目指すのか」
を自問しながら、基礎

新たな人間関係をサークルや講義を通じて築いていくことを期待しておりま

たての皆さんは、段々とこのことに気がつくはずである。創造力を発揮するこ

を学んだ上で専門分野へと進み、未知の課題に挑戦します。そして学窓を巣

す。少子化が始まりましたが、日本は技術立国であることは変わりません。資

とは素晴らしいことであるが、その過程においてもう一つ意識しておくこと

立つことは、人生２度目の旅立ちに他なりません。自然災害、地球温暖化、資

本主義の原点である、
「自由貿易」主義の中で、技術的な差異を高めて、国家、

がある。それは、切磋琢磨の行き過ぎに起因する孤立を避け、周囲に相談で

源の枯渇等が懸念され、大きく変わる社会情勢は、挑戦に値する多様なテー

各企業の活力を高めていくことが肝要かと思います。そのためには、それぞ

きる能力を身につけることである。人に物を尋ねることは苦痛を伴う。
しか

マを提供してくれます。その中から一つを選び取り、
リスクを恐れずに取り組

れの専門分野での各人の技能、能力を高めて、順次、国際的なご活躍を願っ

し、それは各自の創造性を相手に伝えることにもつながる。ただし、
この「相

んで下さい。
さて定年を迎えた今、私は皆さんの活躍を陰ながら応援しつつ、

ております。時代が変わっても変わらないものを見出しながら、
これからの

談力」
とは試験やレポートの写しを得ることではない。

3度目の自分探しの旅に出かけるとしましょう。

人生を歩んでいってください。大いに期待しております。

大学を辞すこと。

理工学部と共に50年

教授
建築学科

教授
総合機械工学科

入江 正之

山川 宏

IRIE, Masayuki

YAMAKAWA, Hiroshi

大学を辞すにあたって、晴れやかな気持ちの中におります。本学に22年と

卒業生の諸君、卒業、誠におめでとうございます。私も3月末定年退職とな

北海道の国立単科大学と合わせて、30年の大学での研究・教育を務めあげ

り、理工学部には学生として9年間、教員として41年間の合計50年在籍し

ることができました。建築デザインの講義は、受講する学生の意欲によって

たことになります。その間、好き勝手に自由に過ごせたことは偏に周囲の教

支えられています。早稲田はその風土に満ちていたことを誇りに思っていま

職員の皆様のお陰と改めて感謝しております。諸君は在籍時に受けた専門

す。
これから、建築家として社会活動に参画し、従事して行きます。学生のみ

教育のみならず、多くの友人を得たと思います。大学の校友と共に、これら

なさんは私にとっては将来のライバルですから、思想と姿勢を深められるこ

の友人は何かにつけて大きな拠り所になると確信しています。英語の卒業式

とを願っています。
こちらで設計をしている
『漱石山房記念館』が今年の9月

“commencement”は、新たな人生の門出を意味し、卒業生諸君のいろ

に開館です。漱石は早稲田で生まれ、亡くなりました。皆さんへの微かな贈り

いろな分野での活躍を大変に楽しみにしています。
今後も健康には十分注意

ものの気持ちでおります。
長い間、
有難うございました。

されて頑張ってください。私も第2の人生の始まりを楽しみにしております。

※ 都合によりこの欄でご紹介していない先生もおります。
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EVENT

西早稲田キャンパスの1年

西早稲田キャンパスの1年

EVENT

西早稲田キャンパスの1年

学部入学式（4月）

小・中学生のための科学実験教室「ユニラブ」
（8月）

理工展（11月）

ペアレンツ・デー（11月）

キャリアイベント

学位授与式（3月）

施設
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、
さまざまな施設が設置・整備されています。
中庭

63号館ロームスクエア

63号館情報ギャラリー

オープンキャンパス（8月）

57号館ホワイエ

国際コースオリエンテーション（9月）
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創立記念日（10月21日）

広々とした開放感がある空間に。芝生とウッドデッキも整備されました。

ベーカリーカフェやビュッフェ・サラダバー、唐揚げ丼の店舗がオープン。

グループワークに適したスペースが新たに設けられました。
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https://www.waseda.jp/fsci/

