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「Waseda Vision 150 Student Competition 2012」
学生が描く“Wasedaの未来”
決勝大会ルポ：「Wasedaの未来を変える」学生の力
受賞チームが語る：20年後の“Waseda”への思い
出井伸之特別審査委員インタビュー：「学生と大学の力で世界で最もユニークな大学に」
橋本周司副総長インタビュー：「学生、教職員がアイデアを出し合い
                                      化学反応を起こすような大学を目指して」

22 キャリアの羅針盤
 　　弁護士　水上貴央

20 My study, My career
 　　スポーツ科学学術院教授　杉山千鶴

 　　岩手県医療局理事　石木幹人
18 第二世紀へのメッセージ

■ 日本語版 URL http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/
■ 英語版 URL    http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/



e w s

R e p o r t
大 学 の 今 を 知 る

2

科学技術に関する顕著な功績を讃えて

本学教員4名に科学技術分野の文部科学大臣表彰PPRIZE
　平成25年度科学技術分野の文部科
学大臣表彰が決定され、本学からは下
記のとおり4名が受賞。4月16日に表彰
式が行われました。
　同賞は、文部科学省が科学技術に関

する研究開発、理解増進などにおいて
顕著な成果を収めた者の功績を讃える
ことにより、科学技術に携わる者の意欲
を高め、我が国の科学技術水準の向上
に寄与することを目的として定めた賞で

あり、受賞者のますますの活躍が期待さ
れます。

小野梓記念賞の授与も

新たなスタートを切る卒業式・学位授与式、入学式を挙行UUNIVERSITY
　3月25日・26日に2012年度学部・芸術
学校卒業式、大学院学位授与式が行
われ、12,179名が巣立ちました。25日は
あいにくの雨となりましたが、両日とも
キャンパスには、色とりどりの袴姿やき
りっとしたスーツ姿の卒業生たちの希
望に輝いた笑顔が溢れました。式典で
は学位記・卒業証書の授与のあと、鎌
田総長が「この場にいるすべての卒業
生の皆さんが、世界の平和と人類の幸
福を実現するため、社会の至るところ
で、またありとあらゆる分野でグローバ

ルリーダーとして大いに活躍してくだ
さることを心より期待します」とのはな
むけの言葉を贈りました。また席上、学
術、芸術、スポーツの3部門において、そ
れぞれ優れた成績を修め、模範となる
べき学生に贈られる小野梓記念賞50
件（うち団体4件）が授与されました。
　一方、4月1日・2日には2013年度入学式

（学部・大学院）が行われ、13,206名の
新入生を迎えました。鎌田総長は学部
入学式で、新たな想いを胸に集まった新
入生を「早稲田大学教旨に謳われてい

る建学の精神をかみしめて、自ら信ずる
ところに従って、できるだけ多くのことが
らに果敢にチャレンジし、幅広く深い教
養と豊かな人間性を育んでください」と
激励。また大学院入学式では、大隈重信
の口癖だったという「青年よ、理想を持
て、勇気を持て、そして進め」との言葉を
引き、学問の発展のためには、既存の論
理に納得することなく、何事にも疑問を
抱き、真理の探究のため果敢に挑戦す
る姿勢を持つよう、研究の道を歩む学生
たちに要望しました。

西出宏之
理工学術院教授

黒田一幸
理工学術院教授

森 稔幸
高等研究所助教

小栁津研一
理工学術院教授

鎌田総長から学位記を受け取る総代たち 記念写真を撮る新入生新入生で埋まった学部入学式会場

■ 科学技術賞 研究部門
※ 我が国の科学技術の発展など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者が対象

受賞者名 受賞テーマ

西出宏之（理工学術院教授）
小栁津研一（理工学術院教授）

ラジカル高分子の創製と電荷輸送および
蓄電素子に関する研究

黒田一幸（理工学術院教授） メソ多孔体合成の先駆的研究

■ 若手科学者賞
※ 萌芽的な研究、独創的視点に立った研究など、高度な研究開発能力を示す顕著な研究業績を挙げた

41 歳未満の若手研究者を対象

受賞者名 受賞テーマ

森 稔幸（高等研究所助教） 植物の有性生殖を制御する遺伝子の発見と分子機構の研究
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真のクローバルリーダーの育成を目指し

「グローバルエデュケーションセンター」を開設RRESEARCH&
EDUCATION

　本学が昨年発表した中長期計画
“Waseda Vision 150”で示した核心戦略
のひとつ「グローバルリーダー育成のた
めの教育体系の再構築」実現の具体的
なアクションとして、本年4月に「グローバ
ルエデュケーションセンター」（以下GEC）
が開設されました。
　温かい人間力・深い洞察力を備えた
グローバルリーダーの育成には、専門
分野を学ぶ基礎となり、社会に出てか
らさまざまな世界で活躍するために必
要となる基盤教育・リベラルアーツ教育

（共通基礎教育含む）・国際教育をより
充実させることが必要です。GECでは、
これまでオープン教育センターで展開
してきた全学基盤教育やリベラルアー
ツ教育、メディアネットワークセンター
で展開してきた情報教育を結集するほ
か、学部の枠を超えた共通基礎教育を
設けて、2014年度より随時展開してい
きます。そしてさらには、留学センターで
行っている留学プログラムをはじめとし
て、留学準備・フォローアップ教育など

の国際教育プログラムも集結させてい
く予定です。
　またGECでは、こうしたさまざまな教
育プログラムを体系的にカリキュラムと
して構築することにより、各々の科目が
有機的に機能することを目指していま

す。併せて、GECの教育プログラムと学
部・大学院における専門教育との適切
な接続を図り、前述の核心戦略が目指
す幅広い知識と複眼的視点からの思考
を身につけたグローバルリーダーにふさ
わしい学生の育成を実現します。

学問・芸術・スポーツ分野における功績を讃えて

名誉博士号贈呈、功労者表彰を実施UUNIVERSITY

グローバルリーダー育成におけるグローバルエデュケーションセンターの位置付け

グローバルリーダー

叡智 志
実行力

教養教育

体験科目
外国語科目

基礎教育

専門教育

理論的
アプローチ

理論的
アプローチ

理論的
アプローチ

実践的
アプローチ

実践的
アプローチ

実践的
アプローチ

分析・考察・思考力

分析・考察・思考力

実地試行

実地試行

実地試行

全
学
共
通

副
専
攻
科
目
群

専門科目

全学共通教育科目
全学基盤教育科目
文章 英語 数学 情報

キ
ャ
ン
パ
ス
外

◦共同研究
◦プロジェクトベースト
　ラーニング（PBL）

◦ボランティア科目
◦インターンシップ
◦フィールドワーク

◦グローバル科目
◦海外実習科目
◦プロフェッショナルズ・
　ワークショップ

キ
ャ
ン
パ
ス
内

◦海外大学院
　進学準備
◦英語による
　卒業論文

◦論文
◦ディスカッション
◦プレゼンテーション

◦座学
◦モバイルラーニング
◦対話型学習
◦オンデマンド講義

グローバルエデュ
ケーションセンター
で展開される教育

　4月1日・2日の入学式の席上において、
学問、芸術、社会または人類のため顕著
な貢献をなした方に対する名誉博士号
の贈呈、および芸術またはスポーツの
振興に顕著な功績のあった校友に贈ら
れる芸術功労者、スポーツ功労者の表
彰が行われました（右表）。鎌田総長か
ら野中氏に名誉博士の学位記・学位章
を、松本・木村の両氏には功労者の表
彰状・メダルを贈呈。各氏からは祝辞
もいただき、新入生たちは各分野を極
めた方々の言葉に、学生生活への決意
も新たにしていました。

氏名/学位・表彰名 贈呈理由（贈呈年月日） 贈呈時の職など

野中郁次郎
名誉博士号
Doctor of Laws

経営学の分野において日本の
みならず、米国を中心に世界
中を研究の場として活躍した

（2013年4月2日）。

経済学者
一橋大学名誉教授
本学特命教授

九代目 松本幸四郎
芸術功労者

早稲田文化の生んだ希有の
舞台人であり、長年にわたる活
躍により芸術界へ数々の業績
を残した（2013年4月1日）。

俳優、歌舞伎役者

木村興治
スポーツ功労者

選手・指導者、理事として、卓
球の国際化に向けた活動を
積極的に展開するなど卓球界
に多大な寄与をした（2013年
4月1日）。

公益財団法人日本卓球協
会副会長
国際卓球連盟執行副会長
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自治体の災害被災者支援を迅速・安全に

クラウドを用いた情報セキュリティサービスを開発RRESEARCH&
EDUCATION

　理工学術院の甲藤研究室と東海大
学、日立製作所、日本電気、KDDI研究所
が、災害発生時に自治体が取り組む被災
者支援業務を、クラウドサービスによって
迅速かつ安全に行うことができる情報セ
キュリティ技術を共同開発しました。
　東日本大震災以降、クラウドの活用に
よって低コストで災害に強い業務システム
を実現する動きが進んでいますが、一方
で、オープンなネットワークを経由してリ
ソースを共有するというクラウドの特性か

ら、情報漏洩リスクなどへの懸念が高まっ
ています。今回の技術は、クラウドサービ
スの迅速な立ち上げと情報セキュリティ
確保の両立の要請
に応えるものです。
　共同研究グルー
プは、この1月より東
日本大震災被災地
域を対象に、自治体
関係者の協力を得
て、住民等参加型の

実証実験を行っており、今後、これらの技
術をもとに、より円滑な被災者支援に貢
献することを目指しています。

開発された認証基盤技術を活用した自治体向け被災者支援システムイメージ

「WNLP×ETP」合同セッション

次世代リーダーの育成にむけた社会人教育プログラムを実施RRESEARCH&
EDUCATION

　3月19日、本学が運営する日系優良大
手企業の次世代リーダーとなる人材を対

象とした社会人教育プログラム「WNLP」
（早稲田次世代国際幹部養成研修）にお
いて、EU諸国の若手ビジネスマンを対象
としたETP（EUビジネスマン日本研修プ
ログラム）との合同セッションが池上重輔
留学センター准教授（現・商学学術院主
任研究員）のコーディネートのもと行わ
れ、鎌田総長らも視察に訪れました。
　同プログラムは、三菱地所、三井化学
などからのWNLP参加者が、欧米トッ

プスクール人気教授とのセッションや会
社ごとの自社課題に取り組み、各自社課
題を英語でプレゼンテーションするもの
で、1月から全8回行われるプログラムのう
ち3回がETPと合同の“Multicultural 
Session”。ETPはEUから本学に運営を
委ねられており、双方の参加者にとって、
日本、欧州それぞれのビジネスパーソン
と異文化マネジメントについて議論を交
わす機会となります。白熱するセッション

法科大学院を基盤とした法曹養成の新たな試み

「骨太の法曹」を育てる「早稲田リーガルコモンズ・プロジェクト」を開始RRESEARCH&
EDUCATION

　大学院法務研究科（法科大学院）で
は、本年4月より、同研究科が輩出した人
材群が中核となって設立された「早稲
田リーガルコモンズ法律事務所」と連携
して、法曹養成の新しい教育プログラム

「早稲田リーガルコモンズ・プロジェクト」
（以下、WLCP）を開始しました。
　WLCPの目的は、明確な問題意識を
持つ優秀な人材を、社会の広い分野に
輩出する動きを加速することにあり、「実
務家が実務家を育てる」というコンセプ
トのもと、法科大学院出身者がその教育

の一翼を担う「第二世代の教育」の実現
を目指すものです。
　これまでも同研究科では「挑戦する
法曹」の育成を掲げ、学生たちに生きた
法実務を学ぶ機会を積極的に提供。
WLCPにおいては、さらに、法
科大学院教育を熟知知

ち し つ

悉し
た弁護士事務所で、法曹の世
界との接点をより多く体験させ
具体的な問題に挑戦する機会
を与え、「骨太の法曹」を育て
ることを意図しています。また、

同研究科修了生で年齢などから就職先
が得にくい社会人出身の弁護士に同事
務所で実務経験を積ませる「育成弁護
士制度」も実施。法曹養成に新たな動き
をもたらすものとして注目されています。

プラットフォームとしてのコモンズの機能

次世代育成プログラム
（社会の先端的問題の実務体験）

「挑戦する法曹」輩出システム
（育成弁護士制度）

法務研究科
における

法曹養成教育

早稲田リーガルコモンズ
（「挑戦する法曹」の

OB・OG集団）

多様な分野
における
社会活動

被災時

実証実験イメージ

通常時自治体

迅速性の確保
（サーバ認証の

立ち上げ）

安全性の確保
（情報漏洩リスクの
低減、入力作業者の
トレーサビリティ）

ID連携

被災者支援サーバ 情報発信サーバ

災害対応支援クラウドサービス

応援 応援
自治体

ID登録
事前訓練

業務サーバ

認証サーバ

業務端末

被災自治体

認証基盤技術

臨時端末

臨時端末

臨時端末
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　2012年度の就職活動はこれまでと大
きな変更がありました。それは、㈳日本経
済団体連合会の「採用選考に関する企
業の倫理憲章」において、企業の広報活
動が前年より2カ月遅くなり、12月1日から
になったことです。これに伴い、就職情報
サイトの解禁も2カ月遅くなりました。
　大学にとってこれらの変更は、学生が
授業に集中できるという点で歓迎すべき
です。キャリアセンターもそれを後押しす
るように、就職関連の講座やセミナーを可
能な限りビデオに収録して学内のオンデ
マンド授業システム Course N@viで配
信し、いつでも視聴できるようにしました。
　当初、企業説明会が遅くなっても、企
業への履歴書などの提出日は遅くならな
いため、企業研究の期間が短くなるとい
う心配がありましたが、実際にはほとん
ど影響はなく、学生の内定獲得状況に
大きな変化はありませんでした。

　学部生は、進路報告者9,388名のう
ち、就職が6,258名（66.6%）、進学・留学
などが2,081名（22.2%）、資格試験受験
が188名（2.0%）、その他の進路が861
名（9.2%）となっています。近年、学部生の
進路は、就職する者が6割から7割の間、
進学者が2割前後という傾向にあります。
2012年度は前年度に比べ、就職が0.22
ポイント増、進学・留学などが0.1ポイント
増、資格試験受験が0.6ポイント減、その
他の進路が1.7ポイント減となっています。
　また、大学院生（修士課程）は、進路
報告者2,937名のうち、就職が2,075名

（70.7%）、進学・留学などが303名（10.3%）、
資格試験受験が157名（5.3%）、その他の

進路が402名（13.7%）となっています。
前年度に比べ、就職が0.5ポイント増、進
学が2.4ポイント増、資格試験受験が2.8
減、その他の進路が0.1ポイント減となっ
ています。学部・大学院とも、その他の進
路が減り、就職状況は良くなっています。
また、資格試験受験が学部・大学院とも
減ったのが今年の特徴でした。
　企業別の就職状況（20名以上）は右
表のとおりです。全体としては、金融機関
や製造業が大きな割合を占めるなど、ほ
ぼ例年通りの傾向となっています。

　キャリアセンターでは、大きく二つの学
生支援を実施しています。一つは、低学年
の学生に対するキャリア支援です。キャリ
アセンターが考えるキャリア支援の方針
は、自分の頭で考え、知識や経験を主体
的に得て豊かな未来を拓いていける学
生を育てることです。大学にはそのための
成長の場所を数多く用意しています。キャ
リアセンターはその水先案内人として、「み
らい設計ハンドブック」の配布、「みらい
設計支援行事」の実施、公務員や資格に
関するガイダンスを開催しています。また、
企業などで就業体験ができるインターン
シッププログラムも提供しています。
　もう一つの就職活動支援は、業界研
究講座、学内企業説明会、面接講座、グ
ループディスカッション対策講座などの
実施と、就職ガイドブックの発行、求人情
報の提供、メールマガジンでの情報発信
を行っています。また、両方に共通する支
援として、大学職員、専門カウンセラー、就
職が決まった学生（学生キャリアアドバイ

ザー）による個別相談を実施しています。
　キャリアセンターで行うこれらの支援
は、全てのプログラムが連動しており、表
層的な就職支援に留まらず、厳しい社会
を生き抜き、さらなる活躍ができる学生
を育成するという方針の基に編成されて
います。

企業の広報活動の解禁が2カ月遅く

2012年度の就職状況についてUUNIVERSITY

キャリアセンターの
キャリア・就職支援について

※ 20 名以上の就職先

2012年度企業団体別就職状況（学部･大学院）
企業名 合計 男 女

㈱三菱東京 UFJ 銀行 107 49 58
東京都職員Ⅰ類 100 67 33
みずほフィナンシャルグループ 85 60 25
富士通㈱ 78 59 19
ソフトバンクグループ通信 3 社 73 47 26
㈱エヌ・ティ・ティ・データ（NTT データ） 64 40 24
㈱三井住友銀行 59 33 26
三菱電機㈱ 51 42 9
野村證券㈱ 48 36 12
日本放送協会（NHK） 45 36 9
東京都教員 44 19 25
東日本旅客鉄道（JR 東日本）㈱ 44 28 16
㈱日立製作所 44 39 5
特別区（東京 23 区）職員 43 19 24
三菱商事㈱ 43 27 16
東日本電信電話（NTT 東日本） 40 23 17
三井住友海上火災保険㈱ 39 22 17
りそなグループ 39 21 18
三井住友信託銀行 39 21 18
楽天㈱ 38 14 24
東京海上日動火災保険㈱ 38 20 18
大和証券㈱ 34 24 10
丸紅㈱ 32 19 13
日本電気（NEC）㈱ 31 19 12
住友商事㈱ 30 18 12
第一生命保険㈱ 30 14 16
㈱野村総合研究所 30 22 8
アクセンチュア㈱ 29 21 8
キヤノン㈱ 29 26 3
トヨタ自動車㈱ 28 25 3
ワークスアプリケーションズ 27 24 3
国家公務員一般職 26 15 11
KDDI ㈱ 26 15 11
㈱ゆうちょ銀行 26 15 11
パナソニック㈱ 25 21 4
あいおいニッセイ同和損害保険㈱ 25 15 10
東京瓦斯（東京ガス）㈱ 24 17 7
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ

（NTT コミュニケーションズ）㈱ 24 18 6

㈱電通 23 19 4
㈱東芝 23 16 7
アビームコンサルティング㈱ 23 20 3
㈱ニトリ 23 17 6
三井物産㈱ 23 14 9
㈱損害保険ジャパン 23 5 18
埼玉県職員 22 11 11
伊藤忠商事㈱ 21 16 5
凸版印刷㈱ 21 14 7
日本アイ・ビー・エム（日本 IBM）㈱ 21 8 13
横浜市職員 21 10 11
ヤフー㈱ 21 13 8
本田技研工業㈱ 20 18 2
三菱 UFJ 信託銀行㈱ 20 13 7
明治安田生命保険（相） 20 11 9

（名）

※表はいずれもキャリアセンター調べ（2013年4月12日現在）

卒業生の進路状況

2012 年度進路状況 ※進路報告率…学部 94.6%、大学院 89.5%

進路報告者 就職 進学・留学など 資格試験受験 その他の進路

学部 9,388名（100.0%） 6,258名（66.6%） 2,081名（22.2%） 188名（2.0%） 861名（9.2%）

大学院（修士課程） 2,937名（100.0%） 2,075名（70.7%） 303名（10.3%） 157名（5.3%） 402名（13.7%）
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早稲田文化を担う3機関

国内外の文化と歴史を伝える作品・資料を展示AACTIVITY

　1980年代の韓国演劇を紹介した企画
展示「大学路1980’s―韓国現代演劇とソ
ウル」が演劇博物館で開催中です。
　現在、韓国ソウル市の街路「大

テ ハ ン ノ

学路」
には140余りの劇場が集まり、世界でも例
を見ないユニークな劇場街が形成され
ています。この場所に演劇文化が花開く
出発点は1980年代。展示会場にはその
時期に行われた数々の野心的な公演の
映像やポスター、パンフレットなどが。ま
た、現代に至るまでの街の移り変わりも
豊富な写真で紹介されています。特に会
場中央の実物大のチケット小屋と、天井
から吊るされた劇場案内板などによって
現地の雰囲気がよく再現されており、日
韓の演劇交流がますます盛んになる今
日、隣国の現代演劇史を知る絶好の機
会となっています。

坪内博士記念演劇博物館

ソウルの劇場街から韓国演劇を紹介

　イタリアのローマ国立近代美術館で
の、ローマ日本文化会館50周年を記念
する「近代日本画と工芸の流れ 1868-
1945」展で、2月26日〜 4月1日の間、會
津八一記念博物館所蔵の前田青邨作

「羅
ロ ー マ

馬使節」（写真）が展示されました。
　「羅馬使節」は、1929年に作者の前田
青邨より本学図書館へ寄贈されたもの
で、天正遣欧少年使節をテーマに、その
首席を務めた伊東マンショがローマ法
王に謁見したときの姿とされています。
　本学の持つ文化財が、日本とイタリア
の長い文化交流の一端に貢献できた35
日間でした。

會津八一記念博物館

所蔵する「羅馬使節」がイタリアへ

　晴れの卒業式に多くの学生が集っ
た3月25日、太平洋戦争での学徒出陣
70年にちなんだ企画展「ペンから剣へ
―学徒出陣70年―」が大学史資料セン
ターにより開幕しました（〜 4月27日）。
在学のまま入営・入隊し、二度と学窓に
還ることのなかった学徒たち。本学の
5名の学生たちの当時の写真や日記、
家族への手紙などを紹介し、その学生
時代を振り返るとともに、彼らが何を思
い、考えていたのかを追想する展示とな
り、新聞・テレビなどでも取り上げられ
ました。
　なお、5月20日には、学徒出陣で特攻隊
の経験をもつ校友・江名武彦氏の講演会
も行われる予定です（14：45 〜16：15 
大隈小講堂 事前申込不要）。

大学史資料センター

戦場に散った学生を追想する企画展

関西のビジネスリーダー約100名が一堂に

「関西稲門経済人の集い」を初開催UUNIVERSITY
　3月1日、関西圏（2府4県）の経済界で活
躍する校友をお招きし、大阪市内にて「関
西稲門経済人の集い」を開催しました。初
の開催となるこの集いは、総長はじめ大学
関係者が直接、大学の「今」をお伝えする
ほか、稲門経済人同士の交流の機会とし
ていただくことを目的としています。
　100名近い関西のビジネスリーダーが参
集した当日は、鎌田総長の開会挨拶に続

いて、橋本常任理事が創立150周年を展
望する中長期計画“Waseda Vision 150”
について講演。懇親会では、参加者を代
表して近畿日本鉄道代表取締役社長の
小林哲也氏から熱いエールを込めた挨拶
を、阪急阪神ホールディングス代表取締役
社長の角和夫氏からも乾杯の挨拶をい
ただきました。特別ゲストに東京・メキシコ
五輪サッカー代表で元参議院議員、日本

サッカー協会名誉副会長の釜本邦茂氏
を迎え、華やかな催しがより一層盛り上が
り、盛会のうちに幕を閉じました。

懇親会の様子
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聴衆を魅了する朗読と講演

阿刀田高氏が「大きな夢」を語るAACTIVITY
　昨年の12月から1月にかけて開催さ
れた「早稲田大学芸術功労者 阿刀田
高展―短編小説を知っていますか―」
を記念し、12月12日、小野記念講堂にて
同氏の講演・朗読会「小説のカレードス
コープ―『大きな夢』を開いて」が催さ
れました。講演に先立ち、まず氏の短編

小説『大きな夢』を、妻で朗読家の慶子
氏が朗読。その後の講演で阿刀田氏は、

「新しい人が世に出て行くときには、常に
今までの人とはちょっと違うものを引っ
提げて出て行かなければならない」と、
自らが作家になった経緯を振り返り、小
説を通じて何を訴えたいのかという“モ

チーフ”の重
要性を強調し
ました。その
ほか、短編小
説と長編小説の違いや、自身の『大きな
夢』のアイデアも披露し、聴衆は熱心に
耳を傾けていました。

自身の夢を語る阿刀田氏

WAVOCが公開講演会・トークセッション

事業を通じた社会変革の可能性を考えるAACTIVITY
　1月11日、平山郁夫記念ボランティアセ
ンター（WAVOC）が“フェアトレード”を
テーマに、持続可能な「企業のソーシャル
活動」のあり方についての講演会・トー
クセッションをザ・ボディショップと共催
しました。はじめにザ・ボディショップ代
表取締役社長の福本剛史氏による「事
業を通じた社会変革の可能性〜コミュ

ニティ・フェアトレードがもたらすハッピー
なつながり ザ・ボディショップを事例に
〜」と題する講演が。続く兵藤智佳助教
の進行によるクロストークには、NPO法
人オックスファム・ジャパンの米良彰子
事務局長や、WAVOC公認プロジェクト
Cafaire所属の澤部絢香さん（文学部3
年）も登壇。それぞれの組織によるフェ

アトレード活動の取り組みや今後の展
望が話し合われ、来場した学生には、消
費者として、また今後、社会で働く中でど
のようにフェアトレードに関わっていくか
を考えるきっかけとなりました。

クロストークの様子

スキー部（男子・女子）が大活躍

全日本選手権では初のアベック優勝もAACTIVITY
　2月20日〜 25日に開催された第86回
全日本学生スキー選手権大会（岩手県
八幡平市）において、スキー部（女子）が
クロスカントリーリレーで他者を寄せつ
けない圧倒的な強さを見せ優勝。総合
成績でも連覇を果たし「秩父宮杯」と

「彬子女王牌」を手にしました。また男子
も、主力選手を世界選手権で欠く中、2年

連続の総合準優勝を果たしました。
　さらに、3月19日〜 21日に開催された
第91回全日本スキー選手権大会クロス
カントリー競技ディスタンス・リレー（北
海道音威子府村）では、40キロリレーで
男子チームが優勝。さらに女子15キロ
リレーでも女子チームが優勝を成し遂
げました。これは、男子は1942年以来

71年ぶり7回目かつ戦後初の優勝、女子
は2008年以来5年ぶり2回目の快挙で、
アベック優勝は実に同部史上初。男子
チームには、「天皇杯」が、女子チームに
は「全日本連盟杯」が授与されました。

全日本学生選手権を終えて、笑顔のスキー部員たち

■箇所長の嘱任について 役職名 氏名
坪内博士記念演劇博物館長 （新）岡室美奈子
グローバルエデュケーションセンター所長 （新）瀧澤武信
先端科学・健康医療融合研究機構長（＊） （新）朝日 透
イスラーム地域研究機構長 （再）桜井啓子

※任期は2013年4月1日〜 2014年9月20日。
　（＊）は2014年3月31日まで。

※（新）は新任、（再）は再任

■理事の退任・就任について
　3月31日付で澤部肇理事が退任。4月1日付で恩藏直人理事（商学学術院教授／担当業務：広報、大学院制度、研究推進）が
就任しました。
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早稲 田大学の中長期 計画“Waseda Vision 150”※で
は、その達成のために、大学の主役である学生による教
育・研究への積極的な参画を重要視しています。そこで学
生が考える“Wasedaの未来”をコンペ形式で発表して
もらうイベントとして、「Waseda Vision 150 Student 

Competition 2012」を開催。早稲田大学校友会共催、早
稲田大学デジタルキャンパスコンソーシアムの協賛のもと
実現に至りました。
初の開催となる今回は応募39チームの中から7チームが決
勝大会に進みました。3月18日に小野記念講堂で行われた

Special Report 「Waseda V is ion 15 0 Student  Compet i t ion 2 012」

◀ 発表直前。発表がうまくいくよう、祈る

学生

▲ 舞台中央に出て来場者に思いをぶつ

ける学生
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決勝大会での各チームの様子を追うと同時に、早稲田大学
が学生に対してどのような期待を持っているのかをお伝え
します。

※“Waseda Vision 150”についてはこちら
　▶http://www.waseda.jp/keiei/vision150/

◦国際人的交流推進チーム☆
　「GPA 導入による
　 グローバル人材育成推進」

◦AIESEC
　「早稲田から真の
　 グローバルリーダーを生み出す」

◦Mlab
　「Global Innovation Program」

◦WASEJO
　「早稲女× Life Work Balance 
　 早稲田×Life Study Balance」

◦KYM Waseda ☆
　「“WASEDA 選抜クラス”の
　 提案」

◦沖ゼミ学士班
　「対話型授業による
　 グローバルリーダー育成」

◦大隈塾学生の会
　「リーダーシップ教育の
　 更なる質的向上へのご提案」

◦たぬき
　「早稲田大学 150 周年ビジョン
　 学生コンペティション」

◦今がはじまり
　「グループワーク授業の導入」

◦稲学会
　「稲学会」

◦TeamSYK
　「早稲田を取り戻す！」

◦Mr.リピート
　「Waseda 人の創造」

◦ソラリス
　「Waseda Vision 150 Student 
　 Competition 2012」

◦WiLL
　「世界に貢献する高い志を
　 持った学生の育成のために」

◦AURORA
　「〜新しい WASEDA 時代への
　 夜明け〜」

◦ゴラソニ
　「早稲田人 !!!」

◦OKI48
　「TAの活用と期待効果」

◦てふてふ
　「個人の特性に合わせた科目
　 レコメンデーションの提案」

◦トキノカネ
　「高校生と共に考える
　 早稲田の未来」

◦ワセダコンシェルジュ☆
　「WASEDA コンシェルジュ」

◦チーム・シアター早稲田☆
　「どらま館に変わる
　 新たな劇場の建設を！」

◦plus!
　「校友生へのアプローチ」

◦早稲田フットサルリーグ
　「早稲田フットサルリーグ」

◦高校生なび☆
　「高校生なび
　 〜学生出張型トークライブ〜」

◦TONTA
　「プロフェッショナルズ・
　 ワークショップの必修化」

◦イクオクメ
　「広く高く深く感じて登れ。」

◦早稲田大学広告研究会研究局☆
　「早大生の早大生による
　 受験生のための
　 早稲田大学説明イベント案」

◦チームわせ女☆
　「人×人＝無限大」

◦チーム 24H
　「早稲田大学に
　 自由で闊達な議論の場を」

◦もらとりあむず
　「共通教養学部（仮）創設に
　 関する提案」

◦吃驚駱駝
　「世界の“WASEDA”から
　 宇宙の“WASEDA”へ」

◦ドレミ
　「図書館改革による
　 大学ランキング上昇提案」

◦TATSUMI JAPAN
　「学生が一丸となって早稲田
　 ビジョンに取り組むために」

◦DoSM
　「“宝探し”を提案します」

◦わ・せだラブル
　「わ・せだラブル」

◦聖光 49th
　「Waseda Vision 150
　 〜ボランティアを身近に〜」

◦Team Early Bird
　「異分野融合による
　 新しい研究分野の創造」

◦Bad apple
　「芸術もやっぱり早稲田」

◦文学学術院教職協働提言チーム
　「文学学術院における
　 教職協働への提言」

応募 39 チーム（順不同、☆マークは決勝大会進出チーム）

応募39チームのテーマをカテゴリー別に見ると…

◀ 真剣な表情で学生の発表を見つめる審査
委員

▶ 本番に向けて意気込みを見せる学生たち
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　晴れわたる青空のこの日、早稲田大学小野記念講堂にて

「Waseda Vision 150 Student Competition 2012」決勝大会

が開催された。この大会は、“Waseda Vision 150”を軸に早大

生の考える“Wasedaの未来”をコンペ形式で発表してもらうイ

ベントだ。1回目となる今回は総エントリー 57チーム（参加学

生203名）中、39チームが予選審査にプレゼンテーション動

画を提出。理事、教職員、校友で構成された審査委員による審

査に、学生、教職員によるオープン投票の結果を加味した予選

審査の結果、7チームが決勝大会へと駒を進めた。

　決勝大会当日は朝から準備が進められ、9時半頃から発表

チームが順次やってきては、職員や小野記念講堂のスタッフと

共に流れや立ち位置、照明、機材、パフォーマンスなどをチェッ

ク。中にはリハーサルの様子を録画して最終確認をするチーム

もいて、本番への気迫が表われていた。リハーサルを終えた学

生らは「大学生活の経験・体験から、未来のWasedaのために

何を変えるべきかを真剣に考えました。大きな舞台で発表する

機会を得られてうれしいです！ 友人たちが応援に来てくれるの

で、本番は落ち着いて発表したいです」と意気込みを語った。

　午後1時、約120名の来場者が続 と々会場入り。開始10分前

には少し緊張気味の発表チームと6名の審査委員が入場し、

決勝大会がスタートした。最初に司会の谷口邦生理事から大

会の趣旨説明があり、続いて審査委員長の橋本周司副総長か

ら「早稲田大学は20年後に向けたビジョンを示し、その第一

リハーサルから学生パワー全開！

学生の迫力ある提案が会場中を魅了

3月18日に開催された「Waseda Vision 150 Student 
Competition 2012」決勝大会の様子を紹介します。

決勝大会ルポ

「Wasedaの
未来を変える」
学生の力

▲ 来場者に思いを伝えたいと発表にも熱
がこもる

◀ 発表の合間に他チームと交流

決勝大会までの流れ
エントリー ▶ プレゼンテーション制作・出品 ▶
予選審査・投票 ▶ 決勝大会

決勝大会概要
日時：3月18日㈪ 13：30 〜　会場：早稲田大学小野記念講堂
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歩を踏み出しました。この大会はビジョンを実現させるための

核心戦略の一つ“大学の教育・研究への積極的な学生参画の

推進”に該当します。どの学生も“Waseda Vision 150”を読

み込んだ上で、私たち教職員とは違う視点から提案してくれる

ものと期待しています」と挨拶があった。

　そしていよいよ学生の発表だ。1チーム10分＋質疑応答とい

う短い持ち時間の中で、学生たちは自分の目で見た大学の現

状とそれに対する提案を発表する。評価基準は①全体構成力、

②費用対効果、③創造性・革新性、④顧客満足、⑤客観性・説

得性、⑥実現可能性、⑦発展性など提案内容に関する要素、⑧

資料に関する要素、⑨プレゼンテーションスキルに関する要素

の計9項目。優れた提案内容はもちろん、イメージ動画を流した

り、舞台中央までせり出して思いを訴えかけたりと、学生たちの

趣向を凝らしたパフォーマンスに審査委員も来場者も真剣な

表情で見入る。質疑応答も活発に交わされるなど、学生たちの

「自分たちの提案でWasedaをもっと良くしたい！」という熱い

思いが会場中に満ちあふれた。

　激戦の末、金賞「チームわせ女」、銀賞「早稲田大学広告研

究会研究局」、銅賞「国際人的交流推進チーム」という結果に。

チーム名が発表されるたびに会場内から大きな歓声が上がっ

た。受賞チームには総長から表彰状と副賞が贈られた。金賞

の「チームわせ女」は、同じ授業を履修する学生同士が集まっ

て学習する“Study Group制度”や、学生が交流できる場“W

スペース”を提案。「今、喜びと緊張で手が震えています。学生生

活最後に良い経験ができ、有終の美を飾ることができました。

ありがとうございます！」と満面の笑みを浮かべた。

　橋本審査委員長から「世の中には同じような問題が多々あ

り、学生の皆さんの提案はそれらに対する一つの答えだと思い

ます。受験生に向けた提案が学生から出て来たことが本当にう

れしいです。真摯な欲求として受けとめ、答えを模索していきたい

と思います」と講評があった。続いて本学の校友でもある特別

審査委員の出井伸之氏から「世の中は急速に変化しています。

大学も学生もその変化を認識し、新しいことにチャレンジしてほ

しい。もっと若者らしい発想があっても良かったですね。皆さん、

社会に出ても、早稲田魂を忘れず広げていってください」と、学

生、大学の双方に対する激励が述べられた。最後に鎌田薫総長

から「どれもすばらしい提案でした。今、私たちがやらなければ

ならないことを的確に指摘していたと思います。この大会は大

学と学生の協働関係の第一歩。手を取り合って改革を前進させ

たいと考えています」とVisionの実現に向けた抱負が語られた。

金賞は女子学生二人組の「チームわせ女」

◀ 学生、ご父母、校友、大学関係者など約
120名の来場者があつまった

▼ 結果発表に驚き喜ぶ学生

Special Report
「Waseda Vision 150 Student Competition 2012」
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決勝大会へ進出した7チームの中から、金賞、銀賞、銅賞に輝いた3チームの発表内容と受賞コメント、

奨励賞の4チームの感想を紹介します（学年は決勝大会当時のものです）。

受 賞チームが 語る

20年後の“Waseda”への思い

発表内容
「大学生活の充実度は、他の人と一緒に何かをしている時に高くなり、その充実度が高いほど

大学が好きだ」というアンケート結果より、誰かと何かをする＝大学が好きという正の相関図

が成立すると仮定。しかし学生数が多い早稲田では学生一人ひとりのつながりが希薄になり

がちで、授業に出ているだけでは親密な友人付き合いが難しく、友人と議論する場が少ないの

が現状。そこでアメリカの大学で自主的に開催されている少人数の勉強会“Study Group”と、

交流の場“Wスペース”の設置の二つを提案。学生同士が深く付き合い授業への深い理解を

得ることが、ひいては愛校心につながる。さらに、交流を通じて自分と相手の両方の価値観を

尊重することを学ぶことが、周りを巻き込んで自分の夢を実現させていくグローバルリーダー

の育成には必要。「人×人=無限大」には、「個性的で自立心のある早大生だからこそ、もっと人

と出会うことで新たな価値を生み出せるはず」という思いが込められている。

金賞
チームわせ女

「人×人＝無限大」

　元々、学生が大学へ提言できる場があれば良いなと考えていま
した。たまたま大学職員の方からこの大会の話を聞き、中学校か
らの友人同士で参加することにしました。
　徹底したのは、「伝わるプレゼン」です。ゼミでの発表とは違い、
舞台上から観客へ、いかに分かりやすく伝えるかを意識しました。
頭に入りやすい構成を二人で何度も議論しながら台本を用意しま
した。また、リハーサルの様子をビデオに撮って念入りにチェック
して立ち位置にも工夫を加えました。初めての大舞台でのプレゼ
ンということもあって、本番では台詞が飛んでしまったり、パワーポ
イントがうまく扱えなかったりと苦労しましたが、プレゼン後に審
査委員や観客の方から「分かりやすいプレゼンでした」と言葉を
いただき、努力が伝わった喜びと、諦めずに作り上げて良かったと
のうれしさがこみあげてきました。

　私たちの提案が実現するかは分かりませんが、20年後の早稲
田は、ぜひ学部を越え、国籍や文化を越えて人と人が交流できる
場であってほしいです。「集まり散じて 人は変れど 仰ぐは同じき 
理想の光」と校歌にあるように、卒業後の進路は別れても「早稲
田で出会った友人」と「夢」を共有できると素晴らしいと思いま
す。他チームの提案を聞き、私たちと同じように「早稲田を良くし
たい」といろいろな切り口で考えている学生がいることに感動し
ました。学生はもっと大学に意見を伝えていくべきだと思います。
私たちも4年目にして初めて大学に提案しました。この大会を通し
て、学生が主体的に活動できる早稲田は、学生、教員、職員が連携
してより良い大学に育つはずだと実感しました。後輩の早大生た
ち、そして未来の早大生の皆さん、20年後の世界の“Waseda”の
ために、もっともっと早稲田大学を盛り上げていってください。

学生はもっと大学に意見し、自分たちが大学を良くするという意識が大切！

受賞コメント

奨励賞
KYM Waseda

　海外留学の体験をもとに研究への学
生の主体的参加と競争を促すシステム、
そして早稲田のフィールドを世界へ広げ
ることに重きを置いて提案しました。私た
ちが考えることはすでに大学側が考え実
行に移しているものが多く、一方で独創
的なアイデアは財政面や実施段階での実現性が損なわれるため、このバランスに
苦労しました。今後は校友として早稲田の発展と活躍を見守り、できる限り協力し
たいです。これまでのWasedaの先駆的な取り組みを考えると、20年後という未
知の世界も自らの手で創りあげることができる大学、学生だと確信しています。

高校生なび

　毎年新入生を支援してきた大学公式プ
ロジェクト・新入生応援団体「こうはいナ
ビ」として何か大学に提案したいと思い、
早大生が地方の高校へ赴いて早稲田の
魅力を伝える「学生出張型トークライブ」
を企画。地方の受験生は早稲田の情報を
十分に入手できない現状や過去5年間の入試結果から、地方学生の減少が危ぶ
まれます。将来を見据えたグローバル化のためにも、早稲田の伝統や特色である

「学生の多様性」は不可欠です。グローバル化など社会の変化に合わせる一方で、
何十年経過しても伝統や特色は色褪せずに発展してほしいと思います。

左から
齋藤由佳さん（国際教養学部4年）
三浦絵里香さん（政治経済学部4年・チーム代表者）

20年後のWasedaを大
学と学生が一緒になっ
て考えられたことがうれ
しいです！

Wasedaが大好きなの
で、未来のWasedaが今
よりもっと活発になって
いればうれしいです！
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銀賞
早稲田大学広告研究会研究局

「早大生の早大生による受験生のための早稲田大学説明イベント案」
発表内容
早稲田大学広告研究会が実施した“wasPARTY”を元に、受験生に対して学生の視点から早稲田

の良いところを伝えるイベントの開催を提案。「早稲田大学を広告する」をテーマに、アカデミック

さを加えた。全学部の代表によるパネルディスカッションや海外からの留学生の生の声を伝える

ことで、受験生にグローバルな“Waseda”をアピールし、それが早稲田の競争力向上につながる。

左から
宮木 諒さん（政治経済学部3年）
島田大河さん（スポーツ科学部3年・チーム代表者）
藤村 航さん（文化構想学部3年）
内田沙紀さん（商学部3年）※当日欠席

早稲田の良いとこ
ろを世界に伝えて
いきたいです。

受賞コメント

　自分たちが実現したイベントの価値と将来性については絶対の自信を持って
いたので、それをしっかりと伝えることを心掛けました。20年後の自分も、日本
も、世界も想像はつきませんが、早稲田だけは20年後も建学の精神を持って学
生文化を発信し続けていると思います。“Waseda Vision 150”は共感できる部
分が多く、ビジョンとして掲げたものが一つでも多く実現されることを期待して
います。今回の提案がビジョンの達成に貢献できればうれしいです。

学生文化を発信する大学であり続けてほしい！

銅賞
国際人的交流推進チーム

「GPA 導入によるグローバル人材育成推進」
発表内容
いざ留学を思い立っても、留学前・後に複雑な事務手続が必要なため、進学や就職（活動）に支障を

きたすことが多々あると同時に、単位認定の成績換算基準も曖昧。そこで、事務手続の効率化と正確

な成績評価を可能にするため、アメリカ式GPAの導入を提案。国際基準に統一することは、日本人学

生の海外への留学率を高め、それが国際的視野を持つグローバル人材の育成を加速させる。

受賞コメント

　大学が学生から提案を募集したこの大会は、真の国際化への第一歩だと感じまし
た。私たちは文学部・文化構想学部からの留学経験者で、国際的視野を持つ者とし
て大学の国際化の過程にコミットする責務があると考えています。「世界のWaseda」
となるには、外国人留学生の誘致はもちろん、日本人学生を海外へ送り出すことが
不可欠です。それが早稲田の国際的認知度の上昇につながるでしょう。「日本の早稲
田」という国内評価の上に胡

あ ぐ ら

座をかく時代は、もう終わったと考えています。

学生は大学の国際化にコミットする責務がある！

左から
光守智秀さん（文化構想学部4年・チーム代表者）
大崎健太朗さん（文学部4年）

この提案が学外
と学内をつなげる
きっかけになれば
幸いです。

自身の体験をもと
に提案しました。制
度が良くなることを
願っています。

Special Report
「Waseda Vision 150 Student Competition 2012」

チーム・シアター早稲田

　私たちは演劇を通じた仲間です。現在、
早稲田演劇は外に発信する機会を失い、
同時に稽古場の不足に悩まされていま
す。理由の一つは早稲田演劇発展の歴史
を物語る「どらま館」が耐震強度の問題
で2011年に取り壊されて以来、それに代
わる劇場がないことです。早稲田演劇の未来のためにも、「どらま館」に代わる施
設が必要だと考えました。これは演劇学生のみならず、大学の枠を超えて早稲田
の街としての利益につながるはずとの思いもあります。20年後の早稲田演劇も、
エキセントリックで根暗で、ポップでアンダーグラウンドでありますように！

ワセダコンシェルジュ

　「こうはいナビ」の現役とOBとして活動
する中、大学の提供する学生支援サービ
スの多くが学生に知られていないという
事実を知りました。充実したサービスも活
用されなければ意味がありません。そこで
既存のサービスを生かすため、学生によ
る広報を提案しました。発表では一つのモチーフ（歯車）を繰り返すことでストー
リー性を持たせるなど工夫しました。新しい制度やサービスの一つとして私たち
の提案が実現すれば良いと思います。最近、他大学に押され気味との報道が多い
ですが、早稲田らしさを失わず、もっと発展してほしいと願っています。
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鎌田 薫総長

　学生と共にビジョンの実現に向かって進める大学であることを実感し、うれしく感じています。これまでも大学な

りに学生が何を考え、求めているかに配慮してきたつもりですが、こうして学生の意見を直接聞ける機会は非常に有

益です。学生の皆さんは、大学の提案を真正面から受け止め、彼らなりの視点から的確で建設的な意見を述べてくれ

ました。プレゼン能力も構成も巧みで、素晴らしかったです。とは言え、これは第一歩にすぎません。“Waseda Vision 

150”は発表して終わりではなく、ここから次のステップが始まります。大学、学生、校友、そして支えてくださる多くの

皆様が一つになって挑戦していくことを通じて、私たちの考えるビジョンが形になっていくのです。理事会としても学

生からの提案を真摯に受け止め、未来に向かって前進していきたいと考えています。最後に、大会の実現に当たり、校

友会やデジタルキャンパスコンソーシアム、教職員などお力添えをいただいた多くの方々にお礼を申し上げます。

学生と共にVisionの実現を

◀▲ お互いの健闘を讃え合い、交流を深める
学生、校友、教職員たち

懇親会
　決勝大会終了後は大隈記念タワー（26号館）
15階のレストラン「西北の風」に場所を移し、学生、
審査委員、校友はじめ関係者一同がチーム、学部、
年齢の垣根を超えて交流を深めた。総長から奨励
賞のチームに表彰状が手渡されると同時に、改め
て学生たちから早稲田への熱い思いが語られた。

　今回は初回としてはまずまずの結果だと思います。今後はPRに

もっと力を入れていただき、選考に困るほど多くの応募を望みます。

決勝大会に選出されることが誉れとなるくらい学生へ浸透させてく

ださい。さらに観客が溢れるくらい注目度の高い大会にしていくべ

きでしょう。ただ、発表を聞き、テーマゆえにか大学と学生の関係に

フォーカスされた提案が多く、校友会の存在感がやや薄いと感じま

した。ビジョンにしろ、奨学金にしろ、大学と学生をつなぐ校友会や

校友というバイパスの存在を忘れずもっと活用してください。なぜな

ら私たち校友は、大学と後輩たちへの強い思いがあり、ファイナンス

面はもちろん、経験や知識をもとに、アドバイスもできるからです。学

生が発信し、校友・教職員・大学が応える、そうした大学が、もっとメ

ディアや受験生に支持されるでしょう。大学・学生・校友が共に活動

することでWasedaの未来が開かれると期待しています。

大学、学生、校友会が共に
活動することが未来につながる

早稲田大学商議員
早稲田大学校友会 常任幹事・組織委員長

野﨑敬二氏（1973年・第一文学部卒）

http://www.waseda.jp/alumni/校友会Webサイト▶

　DCCは、教育研究に関する産学連携を進めるため1999年にス

タートした企業と大学の集
コンソーシアム

合体です。ICTを活用した教育改革など、

21世紀型の新しい教育システムの構築を目指して大学と協働で取

り組んでいます。学生の活動から感じるのは、彼らの能力が大きく飛

躍しているという点です。私の大学生時代には想像もつかないよう

なプレゼン構成力や度胸を身につけている。また今回の大会では

大学が打ち出したビジョンに対して、学生が自分たちもその改革に

携わる一員だと認識し「一緒に改革してやるぞ」という意欲を持って

いると感じました。だから未来は明るいと思います。この大会の継

続に当たり、私たちDCCが企業の立場からサポートさせていただく

ことで、よりよい活動になれば幸いです。同時に校友、また日本国民

として日本人が元気を出せるよう、学生たちには世界で活躍してほし

いですし、それが可能なWasedaであってほしいと願っています。

学生の力を発揮し
もっと世界に出ていこう！

早稲田大学デジタルキャンパスコンソーシアム（DCC）
幹事企業
ソニービジネスソリューション株式会社

水野義樹氏（1986年・社会科学部卒）

http://www.waseda.jp/dcc/5th/DCC Webサイト▶

インタビュー



Special Report
「Waseda Vision 150 Student Competition 2012」

15

　世の中は急速に変化しており、国や企

業、大学、学生すべてがそれを認識し自らも

変化していかなければなりません。変化に

は過去からの継続の中で改善するものと、

既存の枠を越えるものの二つの変化があ

り、特に現在は大きくジャンプすべき時代

です。例えば石を投げると最初は勢い良く

飛びますが、ある地点で一気に下降するの

と同じで、今の日本はもう一度ジャンプでき

るか、このまま下降するかという地点に位

置していることを皆が真剣に考えるべきで

しょう。

　鎌田総長のもとで策定された“Waseda 

Vision 150”には、そうした「変化しなけれ

ばならない」という思いが込められている

のだと認識しています。今回の「Waseda 

Vision 150 Student Competition 2012」

では、学生の皆さんからさまざまな提案が

寄せられました。学生の視点から非常によ

く考えられた提案が多く、すぐにでも実行

していくべき内容だったと思います。ただ、

少し厳しい見方をすれば、過去や現在の延

長線上にあるものに留まっているという印

象も持ちました。今後大会が継続する中

で、若々しく、突飛で突き抜けた発想で、ぜ

ひ大きくジャンプした提案がされることを

期待しています。

　“グローバル”と聞くと皆が共通化してい

くものだと思われがちですが、周りが同じ

になるからこそ逆に個性を持つことを意識

すべきです。早稲田大学には、学生全体を

育てる教育だけでなく、新しい時代を切り

開くような“天才”、つまり一人ひとりの“個

性”も引き出す大学に変化してほしいと思

います。例えば学生は、社会に出て「君は

何ができるんだ？」と聞かれた時に明確に

答えられるように、自分の個性や専門性を

学生時代に身につけなければならないと

いう危機感を強く持つこと。同時に、そうし

た意識を持った学生を育成していくことは

大学にしかできない使命だと思います。こ

れからの時代は、他人と違うものや自分の

個性を輝かせることが重要だと気づいた

人が生き残っていくでしょう。この大会は、

学生がそれに気づく場なのだと思います。

　繰り返しますが、時代の流れによって世

の中の仕組みが大きく変化してきたよう

に、常に変化が求められていることを意識

することが大切です。将来の早稲田がその

他多数の中に埋もれてしまうのか、それと

も殻を破ることができるのか、今がその瀬

戸際かもしれません。だからこそ、提起され

た“Waseda Vision 150”を軸に、大学や

学生をはじめとする関係者が心ひとつに

改革へと乗り出しているのだと思います。

　新しいものに変わろうとする力を持つ学

生。学生の力を伸ばして世の中に変化を生

み出す大学。そういう大学として、早稲田に

は先端を突き進んでもらいたい。どの大学

にもできることをするのではなく、他の大学

とは一線を画す大学、世界で最もユニーク

な大学を目指して、もっと価値を生み出し

てほしいと願っています。

決勝大会の特別審査委員・出井伸之氏にお話を伺いました。

特別 審 査 委員インタビュー

学生と大学の力で
世界で最もユニークな大学に

クオンタムリープ株式会社
代表取締役 
ファウンダー&CEO
早稲田大学 評議員会長

出井伸之氏

いでい・のぶゆき
1960年早稲田大学政治経済学部卒業後、ソ
ニー株式会社に入社。オーディオ、コンピュー
ター、ホームビデオ事業の責任者を経て、
1989年取締役、1994年常務。1995年社長
兼COOに就任後、会長兼グループCEOなど
10年にわたり歴任。2005年から2007年ま
で最高顧問。2006年9月クオンタムリープ株
式会社を設立。産業の活性化や新産業・新ビ
ジネス創出を実現するための活動をグローバ
ルに展開中。2012年6月にNPO法人アジア・
イノベーターズ・イニシアティブを設立、理事
長に就任。

今はジャンプすべき時
学生はもっと突き抜けろ

“グローバル”化の中では
輝く個性が重要

変化の最先端で
価値を生み出せ
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—“Waseda Vision 150”に込めた想

いをお聞かせください。

　20年後の創立150周年に向けて、早

稲田大学はどうありたいのかを示したの

が“Waseda Vision 150”です。組織が

大きくなるほど、全員がひとつの目標に

合意することは容易ではありません。そ

こで20年後という近くて遠い未来に向

けて全員が心ひとつに前進するために

策定したのがこのビジョンです。20年後

の早稲田の学生たち、早稲田の研究、卒

業生たち、そして大学の仕組みについて

目標を掲げました。

　実はこの100年、人類の夢はそんな

に変わっていません。例えば、空を飛ぶ、

月に行く、あるいは、自由で平等な社会

というのも永年の夢です。でも、かつて

人類が思い描いた夢の多くが実現しつ

つある今、夢と現実のギャップは小さく

なってきました（図参照）。このギャップ

の幅がある程度大きくなければ人も社

会も元気が出ず、進む方向が見えずに停

滞してしまいます。そこから脱するには、

夢をもっと高く引き上げる必要がありま

す。これまでの大学は現実を夢に近づけ

る方法を教えてきましたが、これからは

100年先、200年先に向けた新しい夢の

見方を考えなければなりません。なぜな

ら次代の夢は、大学の中で、多様な人材

が自由にアイデアを出し合い、それらが

化学反応を起こすことで生まれるものだ

からです。今後の社会のあり方、人類が

進むべき道を示すこと、それが大学に求

められている役割であり、大学の存在意

義と言えます。さらに、その夢の実現を目

指して行動できる人材を育てることが重

要です。

—“Waseda Vision 150”における学

生の位置づけを教えてください。

　私立大学にとって学生は大事な「お客

様」ですが、一方で大学を共に支え発展

させる大切な主人公です。そのことを学

生の皆さんに理解していただきたい。し

かし最近は、学生が大学の主人公とは違

う位置にあるように感じています。私が

学生だった四十数年前、学生は大学の主

人公でした。クラス代表が先生に「○○

について討論したいので今日の授業は

別の日にしてほしい」と交渉するとそれ

が通った。今では、必ずしもそれが良いと

は思いませんが、そのような時代の雰囲

気の中で学生が自由に振る舞うことで

大学は今とは異なる活気があったように

思います。もちろん責任は伴いますし、特

定の思想に偏らないことが前提です。大

学とは、いろいろなところから多様な意

見が湧き出てくる湧水地であり、その最

大の源泉は学生です。

—今回の大会の感想をお願いします。

　今回の大会は、学生が大学に意見を

述べる絶好の機会だったと思います。学

生たちの発表を聞き、学生は共に早稲

田大学を発展させるパートナーとして頼

むに足る存在だと実感しました。皆さん

が“Waseda Vision 150”の趣旨を良く

理解してくれている。どの提案もすばらし

く、こうやって学生が積極的に意見して

くれることをうれしく思っています。一方

で、決められた枠内に留まったアイデア

学生は共に大学を支え
発展させるパートナー

学生には「変える力」がある

同大会の審査委員長を務めた橋本副総長に、“Waseda Vision 150”に込めた思い    と、学生参画の意義について伺いました。

インタビュー

学生、教職員がアイデア を出し合い
化学反応を起こすような 大学を目指して

副総長（理工学術院教授）　橋本周司

夢と現実の適正なギャップ

大学：
人文・社会・自然の諸学
の考究

産業界：
社会・経済の駆動と展開

大学＋産業界：
社会・文化の実相の分析
と解明

大学×産業界：
人類・社会の繁栄と幸福
への展開

新しい夢の見方

過去 現在 未来
現実

夢

産
業

文
化

夢と現実の
ギャップが
大きい

夢を引き上げる
ことが必要夢と現実の

ギャップが
小さくなって
きている
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が多いという印象も受けました。今ある

ものを改良することは大事ですが、まっ

たく違うところにジャンプするイノベー

ションも重要です。そして大きくジャンプ

するバネは若い人の方が持っています。

もっと大学側が脱帽するような提案が

あれば、さらに刺激になったかもしれま

せんね。

—学生が考え、行動することで大学や

社会が変わるということでしょうか。

　誰もが「変える力」とチャンスを持って

います。しかし今の世の中は、ごく一部

の人たちが考えて決めたことを実行して

いて、他の人はそれに従う状況に慣れて

しまっている。それではトップにならなけ

れば何も変えられない社会になってしま

う。どんな小さなことでもいいので、学生

には「自分が発言し行動することで変え

られるものがある」ことを知ってほしい

のです。今回の大会で出た学生の提案

の中にはすでにプロジェクトに組み込ま

れて動き始めているものもあります。思

いが実現するという成功体験に味をし

めてほしい。そしてその学生たちからさら

に多くの意見が出ることで、よりよい大

学、社会になっていくと信じています。

　余談ですが、数学者で物理学者のノイ

マンという人の「不完全な部品を使って

完全なシステムをつくる」という理論があ

ります。世の中に当てはめて分りやすく

言うと、人間一人ひとりは不完全で判断

を誤ることもありますが、不完全な人間

の集まりでもそれぞれが自主的に判断

することで全体として完全な答えに近づ

くというものです。社会も大学も不完全

な人の集まりですが、もっと完全に近づ

けるはずです。そのためにも、自分で考え

多くの人と意見交換をしながら答えを出

すことのできる学生が育ってほしいと考

えています。

—今後の早稲田大学が目指すべき姿

についてどのようにお考えですか。

　明治に入り、「藩」という狭い地域か

ら「日本」へと視野を広げた藩校が、そ

の後、大学や旧制中学として日本の教育

を担っていったように、日本の大学は視

野を世界へと広げる必要があります。今

がその変化のときです。国内はもちろん、

世界中から「早稲田があって良かった」

と思ってもらえる大学にするためにも、常

に先を見て進化し続ける大学でありたい

と思います。幕末にいくつかの私塾が藩

校に先んじて地域の枠を超えたことを

考えれば、その可能性は私立大学こそ高

いはずです。

　まずは学生の主体的な行動が成功体

験につながる場を整えたいと思います。

そうして人や社会に貢献することを喜び

と考える学生が増え、校友として世界中

で活躍する道筋を作ります。また、大学

という囲いの中でどのような教育がさ

れ、何が議論されているのかを社会に公

開することも重要です。早稲田大学で優

秀な学生たちがぐんぐんと成長している

ところを、世界中の人たちに見ていてほ

しいのです。授業の様子が世界中から見

られているということになれば、教員も

学生も今まで以上に張り切って真剣にな

るでしょう。

—未来に向けた橋本先生の思いをお

聞かせください。

　大学にとって学生は、ご家族からだけ

でなく社会から預かった宝物です。預か

りがいのある学生が早稲田に集ってい

る喜びと、その学生を社会に満足しても

らえる人材へと育て輩出していく責任の

重さを感じています。優秀な人材を「作

る」のではなく「育てる」ためにも、大学

は学生自身が生きて主体的に行動でき

る場を提供したいと思います。

　学生のころ、先生方に「大学とは何

か。大学はどうあるべきか」と問いかけた

ことがありますが、これまでどの大学も

答えを出せてはいないように思います。

この根源的な問いに答える立場となっ

た今、何とかそれを見つけたいと考えて

います。その答えの基本が、世界中から

集った学生が生き生きと活躍できる大

学であり、その学生の声をしっかり受け

とめられる教職員であると思うのです。

学生が生き生きと活躍できる
大学でありたい

同大会の審査委員長を務めた橋本副総長に、“Waseda Vision 150”に込めた思い    と、学生参画の意義について伺いました。

インタビュー

学生、教職員がアイデア を出し合い
化学反応を起こすような 大学を目指して



——どのような学生時代を過ごされましたか。

　実家が開業医ということもあり、親は医
学部に進学してほしかったようです。しか
し高校時代の私は医学に興味がなく、当
時人気だった電子工学を学ぶため早稲田
の理工学部へ進学。学生運動が盛んな時

期でしたが、野球部六大学リーグ戦優勝
の応援に行ったり出身地青森の学生稲門
会の仲間と交流したり、それなりに楽しい
学生生活を満喫しました。また、高校まで
とは違う大学の授業は衝撃でしたね。先
生は問題を板書して「答えがわかったら
レポートにまとめて提出するように」と言っ
て帰ってしまう。一番頭の良い同級生でも
答えを出すのに2 〜 3時間かかる。でもそ

れを写すのは悔しかったので、自分で数
学の教科書を調べて必死に考えました。
家でも考えて、答えが解ったという夢を見
たこともあります。後に進んだ医学部では、
すでに確立されたものを覚えることが中
心で、集中して何かを考える時間がありま
せん。そういう意味では、早稲田で「考え
る力」を培うことができたことはその後の
人生にとってとても有意義でした。

岩手県陸前高田市にある唯一の総合病院・高田病院の院長として、
東日本大震災で家族を失いながらも地域医療の再生に尽力してきた石木幹人さん。
早稲田大学在学中の思い出と、これからの早稲田大学に期待することを伺いました。

総合大学の強みを生かし
多様な連携による高齢者医療への
アプローチを

essage to the next generation
M

考える力を身につけた
学生時代

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。

［プロフィール］
いしき・みきひと
1947年青森県生まれ。医師・医学博士。早稲田大学理工学部電気通信学科
卒業、同大学院を中退後、東北大学医学部に入学。1989年からの岩手県立
中央病院勤務を経て、2004年同高田病院長。陸前高田市にある唯一の総
合病院として診療訪問等に力を入れるなど地域医療に取り組み、赤字だった
病院経営を黒字に建て直した。2013年3月で院長を退任し、4月より岩手県
医療局理事に就任。引き続き高田病院で診療にあたりながら、2011年の東
日本大震災で壊滅的になった地域医療の再生に尽力している。

岩手県医療局 理事
岩手県立高田病院 医師

石木幹人さん
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―理工学部から医学部へと進路を変更

したのはなぜでしょうか。

　電子工学を医療へ応用する「医療電
子」の研究室に進んだことがきっかけ
です。医師から依頼されて医学的な生
体データを処理することや、卒業研究の
テーマである「心電図の自動計測」のた
めに病院に通って心電図のデータを集
めるなど、医師と共同研究をするうちに
医学を学びたいと強く思うようになった
のです。

―医師として、また地域の中核病院であ

る高田病院の院長として地域医療の再生

に尽力される中で一番大切にしてきたこと

は何でしょうか。

　地域におけるその病院の役割を把握
した上で運営すること、そして現状の中
でも必ず何とかするんだという意識を持
つことが大切だと考えています。
　私は2004年に院長に就任しました
が、その10年ほど前から地域の小さな
病院で医師不足が深刻化していました。
最大の理由は医師の専門分野が細分化
し、専門しか診ない医師が増えたことで
す。そのため、例えば内科ひとつ運営す
るにも複数の専門医が必要となり、小さ
な病院では医師の確保が困難になった
のです。さらに院長就任の頃は、県の政
策により高田病院は、広域医療を担う基
幹病院である大船渡病院を支える地域
病院と位置づけられていたのですが、地
域住民にきちんと理解されておらず、来
院者も減少していました。そこで「高齢
者に優しい病院」をテーマに高齢者医
療の充実や介護職などとの連携、訪問
診療の強化やホスピタリティの高い外来
対応、スタッフの勉強会などを実行して
いったところ、次第に医師たちの意識も
変化し、今では活気ある病院へと生ま
れ変わりました。毎年数億円の赤字だっ
たのですが、2011年度は単年度黒字に

なったのです。2012年度はさらに新しい
ことをと考えていた矢先、東日本大震災
が発生しました。

―高田病院は東日本大震災で甚大な被

害を受けられました。当時そしてその後の

状況を教えてください。

　経験したことのない大きな揺れの後、
建物の最上階である4階まで津波が押
し寄せました。患者さんや職員、地域の
人たち合わせて160名あまりが屋上で寒
い一夜を過ごし、翌日ヘリコプターで救
出されました。そのとき目にした町の無
惨な様子は忘れることができません。幸
いにも病院の職員は全員同じ避難所に
移ることができました。するとそれを聞
きつけた人たちが診療を求めて集まって
きたため、休む間もなく診療を再開しま
した。医療器具が何もなく地域の医療
が壊滅的な中、その再建に汲 と々してい
て、他のことは考えられませんでした。
　そんなときです。まだ瓦礫が残ってい
るところへ、早稲田時代の友人が寝袋
持参でボランティアに来てくれたので
す。突然のことに驚きながらも困ってい
ることなどいろんな話をしました。する
とその彼が同級生たちに支援を呼びか
け、手を尽くそうと動いてくれたのです。
残念ながら計画は実現に至りませんで
したが、本当に心強かった。そして、彼の
活動がきっかけで早稲田大学平山郁夫
記念ボランティアセンター（WAVOC）か
ら支援の話をいただきました。混声合唱
団やマンドリン楽部など文化系サークル

の活動や運動部によるスポーツ支援な
ど、そしてそれは現在も子供の教育支援
へと形を変えて継続されており、早稲田
の底力を実感しています。

―震災以降の地域医療について、どう

いった取り組みが必要だとお考えですか。

　地域医療の一番の課題は、少子高齢
化に対してどのようなアプローチをする
かです。特に地方ほど高齢者の割合が
増加する傾向にある今、医療や介護だ
けで解決することは不可能でしょう。例
えば理工学の知識を用いて独居の認知
症患者にセンサーを付けてインターネッ
トを使って安否確認するなど、多様な分
野の知見が求められます。高齢者医療
の課題解決には、スポーツ科学や心理
学、教育学など、さまざまな専門分野が
連携する国家的な取り組みが必要だと
考えています。

―早稲田大学に期待することをお聞か

せください。

　理工学部の内山明彦教授の研究室に
いた頃、学内でヒューマノイドロボットを
開発するプロジェクトが立ち上がりまし
た。それまで個別にされていたロボット
研究を共同で行うというもので、内山研
究室は情報を分析・処理する脳を担当。
手、足、目、耳、脳など複数の分野の研究
室がチームを組み連携する中で、一つの
課題を解決するためには多元的な専門
知識を持ち寄り互いに補い合うことの重
要性を学びました。多様性を持つ早稲
田だからこそ分野横断型の研究が自然
にできるのだと実感しました。
　ぜひこれからの社会のために、総合大
学である早稲田大学の強みを生かし、高
齢化に付随するさまざまな課題解決に
向けた学際的なプロジェクトを立ち上げ
ていただきたいと思います。

友の支援が
大きな励みに

早稲田だからこそできる
研究プロジェクトで
高齢化社会の課題解決を

現状の中でも
必ず打開策はある

ボランティアに訪れた早大生たちと（2012年2月）
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　大学入学と同時にモダンダンスクラブに入
部しました。サークル活動と授業を通してダ
ンスのおもしろさを知り、個人的に練習を増
やしたいと考えて、2年次の3月からさいたま市
にある藤井公・利子舞踊研究所に通い始め
ました。公先生のユニークな、そして利子先
生の情熱的な指導を受けて、ますますダンス
に魅了され、卒業後もアルバイトを続けなが
ら藤井夫妻のもとで踊り続けようと思ってい
たのですが、予定していたアルバイトの話が
急になくなってしまいました。途方に暮れてク
ラブ顧問の大谷久子先生に相談したところ、
舞踊教育学を学ぶことのできるお茶の水女
子大学大学院への進学を勧められました。進
学後もずっとダンスの指導者になりたいと考
えていたのですが、学会発表をし、紀要に論
文が掲載されるようになったりしているうち
に、いつの間にか研究者となって、現在に至っ
ています。

　舞踊学は非常に広く深い学問です。舞踊
といっても日舞、洋舞、民族舞踊や伝統芸能
など、多種多様なジャンルがあり、さまざまな
アプローチ方法があります。私の専門は、近
代日本洋舞史で、1920年代の浅草という最
大の娯楽地を賑わした浅草オペラと浅草レ
ヴューについて、女性ダンサーに注目しなが
ら調査・研究しています。また、帝国劇場は
日本で初めてバレエ指導を行ったところです
が、そこで上演された舞踊や、指導を受けた
人々のその後の活動についても調べていま
す。今は藤井夫妻の師である小森敏につい
て調べています。
　一方で、私自身も藤井公・利子の主宰する
東京創作舞踊団に所属し、藤井夫妻の作品

を長く踊り続けてきたことから、踊り手の身
体感覚や身体操作にも関心があります。また
モダンダンスの場合、作家によってダンスの
技法・スタイルが異なります。その作家固有
のものが、どのように学ばれ伝えられていくの
かについても関心があります。

　創作ダンスの授業では、学生が自由な発想
で創ることを楽しむよう、倫理道徳を守った
上で「何でもやってみよう」という空気を作っ
ています。私の教育者としての姿勢は、これま
で出会った恩師の方々の影響を受けていま
す。学部時代の指導教員だった鹿野政直先
生はご自身も学生と同じ歴史学徒であるとの
姿勢をお持ちでした。藤井公先生・利子先生
はダンスについて、大学院の指導教員だった
片岡康子先生は研究対象について、深く考え
理解できるよう、そしてますますハマっていく
ように導いてくださいました。
　学生たちに望むことは、マニアックになると
いうこと。面白いと感じることを見つけたら、
とことん追求してほしいと思います。そこを
足がかりに世界が広がっていくのではないで
しょうか。

　2008年に藤井公先生が亡くなって、自分自
身が舞台に立たなくなったこともあり、舞踊を
研究対象としてやっと突き放して見ることが
できるようになりました。
　大学院以来ずっと研究を続けている浅草
オペラは、愛好家は多くても、研究者は多く
ありません。当時の浅草を知る人はすでに亡
くなっていて、紙の資料しか残されていない
ということもあり、調査するにしても、あまり
時間が残されていないことが気になっていま
す。ライフワークとして取り組みたいと思って
いますが、後に続く研究者が出てくるよう、そ
して彼らがさらなる成果を生み出すよう、盛り
上げていきたいと考えています。

いつの間にか
研究者になる

アプローチが多彩な
舞踊学のおもしろさ

ダンス人生の第二章は
ひたすら研究

教授も学生も
同じ研究者

▲  「われは草なり」（2008年12月
早大モダンダンスクラブ第31回
定期公演「おダンス日和」より）

▶ 藤井公・利子先生を囲んで。
　2008年1月。桜井ただひさ撮影

早稲田で活躍する女性研究者を紹介します。
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プロフィール
すぎやま・ちづる
1985年早稲田大学第一文学部史
学科日本史学専修卒業、1989年お
茶の水女子大学大学院人文科学研
究科舞踊教育学専攻修了。2001年
早稲田大学スポーツ科学学術院助

教授、2007年より教授。研究テーマは、モダンダンスの
技法・スタイル研究、1920年代浅草における舞踊とダン
サー、など。近著に「日本人のからだ・再考」（共著）。
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Zhen-Bo Cao
Ph.D., Faculty of Sport Sciences

曹
ソウ
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波
スポーツ科学学術院 次席研究員

本学外国人教員が、自らの研究の
こと、趣味や興味あることなど

日々の雑感を語ります。

後日 WASEDA ONLINE で
和訳がご覧になれます。 

■ 日本語版 URL 
    http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/

■ 英語版 URL    
    http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/

Time flies like an arrow; 12 years have passed since I arrived in Japan, and more than five years have passed 

since I completed my PhD. At this stage in my life, I reflect on my work since then. Following the completion 

of my PhD program in 2007, I gained employment at the National Institute of Health and Nutrition. At the 

time, Dr. Izumi Tabata, who was the leader of the Health Promotion and Exercise Program and was pivotal 

in the formulation of the “Exercise and Physical Activity Reference for Health Promotion 2006 (EPARHP 

2006),” established a major project for the EPARHP 2006 revision. As a participant in this project, I engaged 

daily in studies in the fields of physical activity/fitness along with nutrition and health, which involved 

scientific evaluation methods and evidence-based studies for health promotion. While in graduate school, I 

learned much about exercise and health through my research on the effectiveness of exercise and nutrition 

intervention for middle-aged and elderly people. However, participating in this project equipped me with 

a diverse range of hands-on experience in the fields of exercise, nutrition, and health. During this time, 

the project provided an environment that offered me the opportunity to fully utilize the research resources, 

enabling me to make good propositions and execute them with the confidence that I would be second 

to none. By the time I left the National Institute of Health and Nutrition, I had had five papers published in 

international academic journals, which enabled me to improve my research performance. Furthermore, I was 

afforded the honor of presenting at international conferences and formulating research plans and annual 

reports for the projects. This experience provided me with a firm foundation for my present standing in my 

research life. In addition, during my second year at the institute, I was given the chance to work as a part-

time instructor at a university. This experience also significantly contributed to my current education and 

research activities as a university instructor.

In the fall of 2009, I transferred to my current position at the Faculty of Sport Sciences at Waseda University, 

which was selected for the Global COE Program: Sport Sciences for the Promotion of Active Life. My work 

as part of the Global COE Program has involved conducting my own research, educating PhD students in 

the Graduate School of Sport Sciences, constructing educational systems for PhD students, planning and 

running international symposia, summarizing research achievements, and proposing and implementing 

international exchanges. In addition to bearing the responsibility for this major program, I have obtained 

important practical experiences. Since teaching staff and students on the Global COE Program work closely 

with one another, students often approach me with questions, consultations over research and overseas 

study, and occasionally even for counseling. While this is a lot for a young teacher such as myself to deal 

with, whenever one of my PhD students publishes a paper, I feel happy and satisfied at being able to help. 

At the same time, largely through my own initiatives, I have acquired the ability to create a coherent research 

flow, from planning to the acquisition of research funding, experiments, data analysis, and publication of 

the results. All this has allowed me to believe that, for the first time, I have truly become an independent 

researcher. Although I consider my life as a university instructor to be completely different from my tenure 

at the National Institute of Health and Nutrition, I am frequently reminded of how much the “discipline” I 

cultivated at the National Institute of Fitness and Sports in Kanoya and the National Institute of Health and 

Nutrition continues to support me. Overall, the past five years have been a busy but extremely rewarding 

period in my life.

L      ife after PhD: 
A Researcher’s Personal 
Journey

　来日して12年、博士課程を終えて5年。かつては国立健康・栄養研究所で、エクササイズ、栄養学、健康に関す
る研究をしていました。その間5つの論文を発表し、研究計画やプロジェクトのために年次報告書を策定する名
誉もいただきました。2年目に非常勤講師として大学で働く機会を得、これらの経験はその後の私の人生の礎に。
2009年に早稲田大学にグローバルCOE「アクティブ・ライフを創出するスポーツ科学」の研究員として着任し、
現在は自らの研究を進めるほか、大学院スポーツ科学研究科の学生の教育や教育課程の構築、国際シンポジウ
ムの企画・実行、国際交流も行っています。若手の教員としてその責任の大きさを感じつつも、教える大学院生が

論文を発表したときなどはうれしく、やりがいを感
じます。経験を積みやっと独立した一人前の研究
者になることができた今、この5年間は私の人生に
おいて最も忙しく極めて有意義なものだったと感
じています。

抄訳：博士課程の後に―ある研究者の歩み―

グローバルCOEの国際シンポジウムにて
（2列目右端が筆者）
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採用担当者に就職活動の最新事情や、普段どのような意識で採用活動に携わっているかをお聞きする「キャリアの羅

針盤」。今回は、社会人を経て法科大学院（ロースクール）に入学し、現在は弁護士、コンサルタントとして活躍されている

水上さんに、弁護士の仕事内容や弁護士に必要な資質、学生時代だからこそできることなどについてお話を伺いました。

の

学生と進路選択

人生にマニュアルはない
覚悟をもって頑張るだけ

　弁護士になるまでの道のりや目的は一つでは
ありません。私の場合、大学卒業後は、企業に経
営ノウハウを提供する仕事をしたいと思い、コン
サルタントの仕事を選びましたが、新しいビジネ
スを提案する際に法律が壁になることが多く、
弁護士と対等に話ができるようになりたいと思
い、法科大学院に行くことを決めました。早稲田
大学の法科大学院を選んだのは、第一線の実
務家の先生が揃っているうえ、多様な人材を受
け入れようとする姿勢に共感したからです。
　弁護士に必要な資質は、知識や論理的思考
力はもちろん、最も重要なのはヒューマンスキル
だと思います。依頼者の話に耳を傾け、依頼者
自身も整理できていない真の問題点を引き出
す必要がありますし、企業間の訴訟であっても、
ビジネスライクでは割り切れない感情的な要素
を理解しなければなりません。「法律は社会的
劇薬」と言われるように、法の適用は一人の人間
の人生を変えてしまうことがあり、高い倫理観
が求められます。早稲田の法科大学院では法
曹倫理の授業を重視していますが、実務に就い
てからその意味がよく分かるようになりました。

　現在の私の仕事内容は、訴訟関連が3割、青
山学院大学法務研究科の助教、早稲田大学大
学院法務研究科でのアカデミックコーディネー
ターなどの教育関係が4割で、残りの3割が再生
可能エネルギー事業を支援するための法律実
務です。持続的なエネルギー構造への変革は、
地域主導型の再生エネルギー事業の拡大が鍵
になるため、政策提言や個別案件の法的助言
を行い、地域の人たちを支援しています。これま
でに、飯田市の「再生可能エネルギーの導入に
よる持続可能な地域づくりに関する条例」の制
定に携わりました。こうした仕事でも、弁護士は
活躍することができます。政治家や官僚でなく
ても、立法等によって社会を良くするために働き
かけることができます。
　弁護士の進路を考えると、5年前なら弁護士
事務所に就職することは難しくありませんでし

たが、今は訴訟関連の仕事をする弁護士の数
が飽和状態です。従来の訴訟関連の市場で厳
しい競争を勝ち抜くか、弁護士資格を生かせる
新しい市場で仕事をするか、2つの選択肢を考
えていく必要があるでしょう。

　現在、私が参画している早稲田リーガルコモ
ンズ法律事務所は、法律に対する知見は社会
の共有材であるという共通のポリシーのもと、
経験5年くらいの弁護士が集まって開設した
弁護士事務所です。早稲田大学の法科大学院
と連携し、法科大学院生と社会を結ぶプラット
フォームとしての役割も担っており、彼らにエク
スターンシップやケース・プログラムなど実務体
験の場を提供します。また、社会人経験も志も
ある弁護士が年齢を理由に就職が難しいとい
う現状などに対応するため、育成弁護士として
受け入れる制度も設けています。実務家が実
務家を育てることで、より多くの優れた法曹を
輩出し、私たちのポリシーが実現できることを
願っています。

　法曹を目指す目指さないにかかわらず、学生
の皆さんに助言できることは「考えているだけ
ではだめ」ということ。ぐずぐず考える暇があっ
たら行動し、うまくいかなければまた考えれば
いい。行動を伴わない考えは妄想に過ぎませ
ん。学生時代は特権階級です。早大生というだ
けで、大抵の人は会ってくれるでしょう。法曹の
道に関心があるなら、判例時報を見て一番良い
と思った判決の代理人を務めている弁護士に
アポイントをとって話を聞きにいってもいいで
しょう。
　学生時代は、覚悟を持って何かに取り組め
ば、無駄なことは何もないと思います。最近、「何
をすべきか」という問いにマニュアル的な正解
をほしがる人をよく見かけますが、世の中、型通
りにやったからといって成功するほど甘くあり
ません。自分が決めた人生を幸せにできるよう、
覚悟を決めて頑張るしかないと思います。

｢社会的劇薬｣ を扱う
面白さと責任

特権階級の学生時代に
会いたい人に会いにいく

多様な法曹の活躍で
法律を社会の共有財に

弁護士の仕事は
訴訟だけではない

弁護士

水上貴央
Profile
みずかみ・たかひさ
1999年、一橋大学商学部経営学科卒
業。同年株式会社三和総合研究所に
入社。2007年、早稲田大学大学院
法務研究科修了。法務博士。2008
年弁護士登録。国の事業仕分け民間
評価者、地方自治体仕分けの仕分け
人、文部科学省大学の情報公開に関
するワーキング委員、消費者委員会
東京電力値上げ問題WG外部有識
者などを歴任。現在、UR都市機構契
約監視委員、飯田市地域エネルギー
ビジネスコーディネート組織タス
クフォース委員、青山学院法務研究
科助教、NPO法人再エネ事業を支援
する法律実務の会理事長を務める。
2013年より早稲田リーガルコモン
ズ法律事務所に参画。

　大学生の特権は時間がある
こと、失敗が許されること。どん
どん行動して経験を積み、成否
に関わらず結果を次のステッ
プにつなげることが大切です。
多様な人材と成長の場が溢れ
る早稲田。その資産を生かし
て、自分らしい学生生活を続け
てほしいと思います。

キャリアセンターより

どんどん挑戦し
結果を次へ生かす
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今号のオススメ

■『スティグリッツの経済学「見えざる手」など存在しない』
    藪下史郎（政治経済学術院）著　東洋経済新報社　2013年2月

■『原発政策を考える3つの視点―震災復興の政治経済学を求めて③―』
    齋藤純一・川岸令和（以上、政治経済学術院）他著　早稲田大学出版部
    2013年2月

■『大学と教養教育―戦後日本における模索―』
    吉田文（教育・総合科学学術院）著　岩波書店　2013年2月

■『コピーキャット 模倣者こそがイノベーションを起こす』
    井上達彦（商学学術院）監訳　東洋経済新報社　2013年2月

■『エンジニアのための人間工学〔改訂第5版〕』
    小松原明哲（理工学術院）他著　日本出版サービス　2013年2月

■『高校数学でわかる相対性理論―特殊相対論の完全理解を目指して―』
    竹内淳（理工学術院）著　講談社　2013年2月

■『〈生命〉とは何だろうか―表現する生物学、思考する芸術―』
    岩崎秀雄（理工学術院）　講談社　2013年2月

■『科学史人物事典―150のエピソードが語る天才たち―』
    小山慶太（社会科学総合学術院）著　中央公論新社　2013年2月

■『方言漢字』
    笹原宏之（社会科学総合学術院）著　角川学芸出版　2013年2月

■『児玉誉士夫 巨魁の昭和史』
    有馬哲夫（社会科学総合学術院）著　文藝春秋　2013年2月

■『なぜ企業はマーケティング戦略を誤るのか
    ―ビジネスを成功に導く11の理論―』
    野口智雄（社会科学総合学術院）著　PHP研究所　2013年2月

■『図解 哲学がわかる本
    ―哲人たちが「何を考えたのか」をわかりやすく解説！―』
    竹田青嗣（国際学術院）監修　学研パブリッシング　2013年2月

■『アジアの高等教育ガバナンス』
    黒田一雄（国際学術院）編著　勁草書房　2013年2月

■『「移動する子ども」という記憶と力―ことばとアイデンティティ―』
    川上郁雄（国際学術院）編著　くろしお出版　2013年2月

■『民主化と選挙の比較政治学 変革期の制度形成とその帰結』
    田中愛治（政治経済学術院）監修、
    久保慶一・河野勝（以上、政治経済学術院）編　勁草書房　2013年3月

■『グローバリゼーション、社会変動と大学』
    吉田文（教育・総合科学学術院）他編　岩波書店　2013年3月

■『新・野球を学問する』
    平田竹男（スポーツ科学学術院）他著　新潮社　2013年3月

■『ナマケモノに意義がある』
    池田清彦（国際学術院）著　角川書店　2013年3月

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

本学で7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/）学術講演会・公開行事をご覧ください。
※ 電力・交通事情により、会期・時間を変更することがありますので、事前に各Webサイト等をご

確認ください。

B Eooks vents

会場 ①大隈記念講堂　②小野記念講堂　③ワセダギャラリー
日程  ①パフォーマンス企画：6月7日㈮〜 16日㈰　※6月12日〜 14日は休演
  ②早稲田演劇週間：6月13日㈭〜 16日㈰　③展示：6月3日㈪〜 16日㈰
　　 学生サークルによる「早稲田の学生文化・芸術」24企画が集結。詳細は5月中旬

までに「早稲田文化」ホームページにて発表（http://wasedabunka.jp/）。
問   bunka-geijutu@list.waseda.jp
 　文化企画課　TEL：03-5272-4783 ／ 学生生活課　TEL：03-3203-3418

早稲田学生文化・芸術祭2013

会場 大隈ガーデンハウス 2階 生協カフェテリア
日程  6月20日㈭　14：00 〜 17：00　※リフレッシュスタジオ無料体験会も開催
  毎年恒例の「健康フェスタ」。“心と体の健康バランス”をテーマに、協賛企業によるセ

ミナーや、学生団体と生協の提供のオリジナル健康メニューの試食、食生活相談、体
組成測定など盛りだくさんの楽しいイベントです。

問   学生生活課　TEL：03-3203-4341

健康フェスタ

全学共通副専攻「映画・映像」特別講義 寺山修司没30周年
『帰って来た寺山修司―早稲田篇』―映画上映とトークイベント―

会場 大隈記念講堂
日程  5月12日㈰　13：00 〜　※一般来場歓迎、事前申込不要、入場無料
  寺山作品の実験映画『影の映画 二頭女』『ローラ』、映画『田園に死す』の3編を上

映。ゲストに山田太一氏（脚本家）等をお迎えしトークイベントを行います。
問  オープン教育センター　TEL：03-3204-9196　http://open-waseda.jp/

『佐野碩と世界演劇―日本・ロシア・メキシコ“芸術は民衆のものだ”―』展
会場 坪内博士記念演劇博物館　2階 企画展示室Ⅰ
日程  開催中〜 5月22日㈬
  20世紀前半に国際的に活躍した日本人演出家の佐野碩

せき

。彼の生涯と、同時代の
演劇人たちとの交流を紹介し、20世紀世界演劇を再検討します。

問   坪内博士記念演劇博物館　TEL：03-5286-1829

大学院ファイナンス研究科 2013年9月入学「入学説明会」
会場 日本橋キャンパス　東京メトロ「日本橋駅」直結コレド日本橋5階
日程  5月10日㈮、5月24日㈮　各日程19：00 〜 21：00　※要事前申込
  専任教員によるガイダンスや概要説明、キャンパス見学、個別相談会を行います。
問   入試担当　TEL：03-3272-6784　http://www.waseda.jp/wnfs/admission/admission2.html

第１回WASEDA e-Teaching Award表彰式
会場 大隈小講堂
日程 5月17日㈮　表彰式16：00 〜 19：00
  ICTを効果的に活用した授業のGood Practiceの授賞式を行い、受賞された先生方

よりエントリー事例についてご講演いただきます。
問   遠隔教育センター　dcc-aicf@list.waseda.jp 
     http://www.waseda.jp/mnc/letter/e-TeachingAward/

『岡本一平展―世態人情を描く―』
会場 26号館・大隈記念タワー 10階 125記念室
日程  開催中〜 5月31日㈮　10：00 〜 18：00
  岐阜県美濃加茂市と早稲田大学の文化交流事業として開催される展覧会。岡本太

郎の父でもある戦前の人気漫画家の足跡を辿るとともに、坪内逍遙との交流につい
ても紹介します。　※日曜日、4月28日㈰〜 5月6日㈪は休室

問   文化企画課　TEL：03-5272-4783（平日9時〜 17時）　http://wasedabunka.jp/

花岡萬舟 戦争画の相貌Ⅱ
会場 會津八一記念博物館　1階 企画展示室
日程  5月20日㈪〜7月6日㈯　10：00 〜 17：00（入館は16：30まで）
  知られざる戦争画家、花岡萬舟の未公開作品を一挙展示。2009年に当館で展覧会

を開催し、大きな反響を呼んだ展覧会の第二弾。　※日曜・祝日休館
問   會津八一記念博物館　TEL：03-5286-3835　http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html

国際コミュニケーション研究科設立記念講演会
会場 8号館 B107教室
日程  5月23日㈭　16：30 〜 18：00（予定）
  社会に出て行く人材に対して、真のグローバル人材とは何かについて考察する機会を

提供し、国際人材育成に向けた政府・ジェトロの取り組みを紹介します。
問   大学院国際コミュニケーション研究科　
 　TEL：03-3208-0467　http://www.waseda.jp/gsiccs/

5-7月

『世の中の罠を見抜く数学』
柳谷晃（高等学院）　セブン&アイ出版　2013年2月

道具には使って便利な場所と、使ってはいけない場所がありま
す。数学も同じで、使える場所と使ってはいけない場所がありま
す。現代社会は、多くの数字とその数学による解釈があふれて、
同じ数字を使っても、まったく違う結論を出そうとする人たちが
います。おかしな使い方も多いのです。専門外の方にも、数字と
数学をどのように使ったらよいか、悪い使い方はどれか、そんな
ことがわかる本です。

『他処からやって来た声―デ・フォレ、シャール、ツェラン、フーコー』
守中高明（法学学術院）訳　以文社　2013年2月

20世紀後半の人文科学におけるエピステーメー（認識論的
地平）の刷新に絶大な影響を及ぼした作家・批評家ブランショ

（1907〜2003年）が、最後に自分の意志で編んだ評論集。デ・
フォレにおける「人間の誕生の謎」が、シャールにおける「非―
現前性の言葉」が、ツェランにおける「アウシュヴィッツ以後の
詩」の倫理が、そしてフーコーにおける「生権力」の問題が鮮や
かに照射される。今日の知の最前線へ誘う刺戟的書物！



『CAMPUS NOW』は WASEDA ON LINE でもご覧になれます。

小誌へのご意見、ご感想をお待ちしています。左記発行元まで、
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キャンパスを埋め尽くすように立ち並ぶプラカードやのぼり、

待ち構える先輩たちの間をかき分けて進むうちに、両手にはチラシの山。

構内の出店では、説明に聴き入る初々しい姿があちこちに。

毎春の風物詩とも言える学生サークルの新入生勧誘風景です。

本学のサークル数は、公認されているだけで約580団体。

人文・社会・自然科学の研究会から芸術・スポーツの実技系等々まで、

公認サークルでないものも含めると、その数は1,000とも2,000とも言われています。

明治末年の大学の記録には、「学生研究会」として33団体の名が掲載され、

すでに創立100周年を超えた歴史あるサークルもひとつふたつではありません。

時代は移り変わっても、varietyとvitalityに富んだ気質は

早稲田の森に脈 と々受け継がれています。

変わらぬ春の風物詩
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