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長年の功績・貢献に高い評価

本学から2名が顕彰されましたPPRIZE

　アジアのIT産業を指導し、その発展
への貢献、また卓越したイノベーション政
策推進のリーダーシップなどが高評価さ
れ、本学電子政府・自治体研究所所長

で国際CIO※1学会会長を務める小尾敏
夫国際学術院教授が日本人初の世界電
気通信賞を受賞。5月7日、インド・ニュー
デリーでの授賞式典で、IT分野の産官
学代表や外交団、国際機関などの参加
者約300名の前で、トゥーレ国連ITU※2

事務総長やシバル・インド通信情報技術
大臣から表彰状が贈られました。
※1：最高情報責任者。　※2：国際電気通信連合。

小尾教授に
日本人初の世界電気通信賞

授賞式の様子。左から2人目が小尾教授

「世界に貢献する高い志を持った学生」育成のために

“Waseda Vision 150”核心戦略の実行へUUNIVERSITY
　創立150周年（2032年）を見据えた中
長期計画“Waseda Vision 150”に掲げ
たVisionのひとつ「世界に貢献する高い
志を持った学生」の育成を図るために、
今年度これまでに実施された主な方策
について紹介します。

　本年4月より、「核心戦略2：グローバル
リーダー育成のための教育体系の再構
築」の一環として、1年を4つの授業実施
期間に分ける「クォーター制」が導入さ
れました。これにより、世界中の大学の学
事暦への対応が柔軟にできるようにな
り、海外留学生の受け入れや日本人学生
の海外留学が活発化するなど、本学のさ

らなる国際化の進展が期待できます。
　またクォーター制では、セメスター制で
の週1回16週間の授業を、週2回8週間で
集中的に学ぶことによる高い学習効果も
期待されています。一方でじっくりと時間
をかける方が適した授業もあるため、通
年科目・セメスター科目も併存させます。
　今年度はまず､6学部・11大学院・2機関
の合計465クラス（385科目）について運
用を開始し､今後順次増やす予定です。

　「核心戦略1：入試制度の抜本的改
革」の第一歩として、6月1日、入学セン
ター内に「入試開発オフィス」を設置し
ました。本学では従来より、定常的な

ワーキンググループ（現「入試開発検
討会」）を設置し、入試のあり方を議論
してきましたが、核心戦略の実現に向
けた体制の確立を目指し同オフィスを
発足させました。
　入試開発オフィスは今後、「入試開発
検討会」との密接な関係のもと、①多様
で優秀な学生を獲得するための方策検
討、②地域・文化・言語等の多様性を確
保するための方策検討、③現行入試制
度の評価・改善、④戦略的入試広報の
計画立案、など、入試に係る調査・入試
方法の開発と学部に対して助言や改革
案の提案を行うことを役割とし、定常
的な入試改革を進めるための機能を果
たします。

　5月9日、今年の「春の叙勲」の親授式が
皇居にて行われ、会計学者で本学名誉
教授でもある大塚宗治常任理事（写真）
に瑞宝大綬章が授与されました。公務な
どに長年従事し、成績を挙げた方に贈ら

れる瑞宝章の最高位である瑞宝大綬章。
2002年から会計検査院検査官に就き、
2006〜2008年に同院長を務めるなど、
長年にわたり国の行政に従事した功績が
顕彰されたものです。大塚常任理事は、

「大隈重信が建議し、小野梓先生が一等
検査官として活躍された会計検査院で、

5年半にわたり予算の適正な運用などの
行政に従事したこ
となどが評価され
たことを大変うれ
しく思います」との
コメントを寄せて
います。

大塚常任理事に瑞宝大綬章

「クォーター（4学期）制」を順次導入

「入試開発オフィス」が発足

2013年度
授業スケジュールのイメージ
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蓄電池およびクラウドの最先端技術を生かして

「国際科学イノベーション拠点整備事業」に採択RRESEARCH&
EDUCATION

　本学提案の「スマート・ライフサポー
ト・イノベーション拠点」プロジェクトが、
文部科学省「地域資源等を活用した産
学連携による国際科学イノベーション拠
点整備事業」に採択されました。同事業
は、近未来の産業イノベーション創出を
目指し、産学官で新たな産業や雇用を創

出するための「場」を「国際科学イノベー
ション拠点」として整備するもので、59件
の申請中15件が選定されています。
　本学の拠点では、本学が得意とする
蓄電池プロジェクト（逢坂哲彌理工学術
院教授）とクラウドコンピューティングプ
ロジェクト（笠原博徳理工学術院教授）

の最先端技術を両軸にして、安心、安全、
快適なネットワーク社会と新産業創生に
よる持続可能な幸福社会の実現を目指
し、高容量高信頼低コスト蓄電システム
を開発するために必要な新規電池材料
の研究開発環境、材料評価・性能評価
環境を整備していきます。

日米の高等教育交流の必要性を確認

日米文化教育交流会議（CULCON）とシンポジウムを開催UUNIVERSITY
　CULCONと本 学 の 共 催 による、
CULCONシンポジウムおよび第3回日米
高等教育パネルが、「日米関係と教育交
流の発展〜日米双方の留学生数倍増へ

向けて〜」をメインテーマに、5月17日に開
催されました。
　シンポジウムでは、槇原稔CULCON日
本側委員長、ルース駐日米国大使や日系

アメリカ人として初の米国閣僚
となったノーマン・ミネタ氏が登
壇。ルース大使は「早稲田は海
外からの留学生や教員を増やす
ことに成功しています。日米の若
者双方の留学生数を倍増させ
ることは、より強い日本とアメリ
カ、よりよい世界を築く礎になる
ことは疑う余地がありません」と

熱いメッセージを述べました。
　続く日米高等教育パネルでは、国内7
大学の学生が日米学生交流の強化に向
けた具体的な取り組みを発表し、早稲田
からは3名の学生が、自らが参加した本
学の「グローバル・リーダーシップ・プロ
グラム」の意義を、体験を通して紹介。パ
ネルディスカッションでは、米外交問題
評議会のシーラ・スミス氏らのパネリスト
に本学学生1名が加わり、留学の意義や
就職活動、企業が求める人材などについ
て意見交換を行い、会場も巻き込んで活
発な質疑応答が繰り広げられました。学生たちの発表も英語で行われました

芸術作品で装飾されたエントランスも

戸山キャンパスに高層新校舎が完成UUNIVERSITY
　2010年から解体・新築工事に入って
いた戸山キャンパス33号館の高層棟部
分が今春竣工し、新学期から利用を開
始しました。教室が11室、会議室5室のほ
か、100室近い教員研究室に文学部・文
化構想学部のコース室・論系室の
入った建物は、地下1階・地上16階
で高さ約60m。キャンパスのスロー
プを登り切った高台にあり、より一
層その姿が際立ちます。エントラン
スホールなどには、旧33号館高層
棟にあったタイルレリーフやタイル
壁画、床モザイクタイル、ガラス窓な

どが再び設置され、かつての面影を忍ば
せています。
　33号館は引き続き、低層棟部分の新
築工事に着手しており、建物全体が完成
するのは2014年8月の予定です。

記念会堂前から見る33号館抽象模様のタイルレリーフ
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　理工学術院の梅津光生教授、坂口勝
久次席研究員と清水達也東京女子医大
教授らは、生体組織構造を真似たコラー
ゲンゲルの上で培養することで、血管網
を持つ厚い細胞シートをつくる技術を開

発しました。
　細胞シートとは細胞を増やして薄い
シート状に加工したものです。通常、心筋
の細胞シートを厚くすると内部に酸素・
栄養が行き届かず死滅してしまい、生体
外では0.03mm程度が限界で、より厚くす
るには内部に血管網を形成する必要が
あります。今回の成果は、トンネル状にく

りぬいたゲル材料に血管内皮細胞を含
有させた細胞シートを張り付けて培養を
行うと、内部に血管網が形成されて培養
液が流れ込み、厚さ0.1mmの組織になる
ことを確認したものです。
　この成果により生体内に近い条件を試
験管の中で作り出せるため、薬剤効果を検
証する精度が高まると期待されています。

細胞シートに血管網を形成する
技術を開発

世界の平和と人類の幸福の実現に貢献する研究を目指して

「研究の早稲田」から最先端の成果を報告RRESEARCH&
EDUCATION

　細胞膜と同じ位薄いナノ厚（1mmの
10万分の1）の「ナノ絆創膏」。共同開発
者である武岡真司理工学術院教授と木
下学防衛医大准教授らのグループは、
ウサギを用いた下大静脈からの大量出
血の止血に世界で初めて成功。同成果
は、国際血管外科学会誌「Journal of 
Vascular Surgery」（電子版）に掲載さ

れました。
　ナノ絆創膏はあらゆる臓器や皮膚の
表面に接着剤なしで間隙なくぴったりと
接着し、かつ癒着を全く起こしません。
透明なため止血具合を明瞭に把握でき、
しかも止血が不十分な時は重ね貼りが
可能です。
　今回の成功により、血管縫合などの複
雑な手技がなくても大静脈のような壁
の薄い大血管からの大量出血が簡単に
止血でき、さらに大怪我による大量出血

の止血治療にも役立つという期待が高
まっています。武岡教授らは、今後も改良
を重ね、動脈止血にも有効なナノ絆創膏
の開発を目指す予定です。

世界初、「ナノ絆創膏」で
大静脈の止血に成功

ナノ絆創膏をウサギの下大静脈切開部に貼る

　佐藤政充理工学術院准教授は、科
学技術振興機構、東京大、英国Cancer 
Research UK、かずさDNA研究所と共
同で、精子・卵子等の配偶子を形成する
減数分裂の仕組みの一端を明らかにし、

「Nature cell biology」誌に発表しました。
　減数分裂では、動原体（染色体の中
央部分）が中心体から遠く離れており染
色体の分配にエラーが起きるリスクが
高いにも関わらず、なぜ紡錘体に捕まえ
られて正しい配偶子を形成できるのか

が20年来の大きな謎で
した。今回解明されたの
は、減数分裂では、①微
小管が特別に長く形成さ
れ、遠くの動原体を捕まえ
て中心体までたぐり寄せ
ること、また②微小管結
合タンパク質Alp7は動原
体側に位置して微小管を
結合しやすくすること、の
2点。これにより、Alp7な
どの因子を人工遺伝子と
して細胞に導入することで、減数分裂に
起因するダウン症候群や流産などの予

防治療につながる可能性があると見ら
れています。

細胞の減数分裂における
20年来の謎を解明

細胞シートに血管網が
形成されるしくみ

初代培養ラット
　心筋細胞シート

コラーゲンゲル

微小流路

細胞浸潤 血管網導入 積層 血管網付き組織

通常の分裂と減数分裂の違い
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学生同士の対話が次の活動を生む

「春のボランティアフェア2013」が盛大にAACTIVITY
　「社会貢献」と「体 験的な学習」を
キーワードに授業やプロジェクトを展開
している平山郁夫記念ボランティアセン
ター（WAVOC）が、4月26日に「春のボラ
ンティアフェア〜僕らが動く、世界は変わ
る。〜」を開催し、約800名の来場者で賑
わいました。
　同フェアは有志の学生実行委員により
運営されており、学生同士が大いに対話
しながら、自分たちに何ができるのかを
考えるイベントになっています。国内外で

活動するWAVOC公認プ
ロジェクト約30団体がブー
スを展開し、来場学生に
活動参加を呼びかけたり、

「ボランティア活動を通し
てみえた社会の課題」とい
うテーマでプレゼンテー
ションコンテストを行うな
ど、会場は終日活気にあ
ふれていました。

井深大記念ホールいっぱいに詰めかけた学生たち

演出メモなどの資料が数千件

寺山修司の未発表資料が演劇博物館に寄託RRESEARCH&
EDUCATION

　今年で没後30年となる劇作家・歌人
の寺山修司（本学教育学部出身）の未
発表を含む資料約5千件が、今春、本学
演劇博物館に寄託されました。
　オランダ在住で元秘書兼マネージャー
の田中未知氏が長年にわたって収集・保
管された厖大なコレクションは、戯曲や脚
本から歌詞・エッセー・競馬のコラムまで幅
広いジャンルの自筆原稿や台本、演出メモ
や写真、雑誌の寄稿文や対談記事などの

ほか、学校時代の答案や自筆ノート、自作
アルバム、同人誌等 、々寺山の全仕事・全人
生を網羅するほどの充実した資料群です。
　これらの資料は、寺山の創作活動の
実態や人柄、交友関係などを知る上で不
可欠のきわめて重要なものであり、寺山
研究に決定的な影響を与えるものといえ
ます。演劇博物館では今後、田中氏とと
もに共同研究を行い、寺山研究の発展に
寄与していく予定です。 寺山自筆ノート「ロミイの手帖」内で描かれたイラスト

医理工融合の先駆への期待を集めて

TWIns開設5周年記念シンポジウムRRESEARCH&
EDUCATION

　4月20日、東京女子医大との医理工融
合研究教育拠点である「東京女子医科

大学・早稲田大学連携先端生命医科学
研究教育施設」（TWIns）の開設5周年

を記念したジョイントシンポ
ジウムが、「TWInsを拠点と
した健康・医療・理工学融合
の今後の展望」をテーマに開
催されました。
　当日は、相澤益男科学技
術振興機構顧問が、医理工
融合の意義や国際競争の激
しい科学技術イノベーション

を推進する重要性、そしてそれらを牽引
する存在としてのTWInsへの期待など
について講演。文科・厚労・経産・農水の
4省からもそれぞれ、今後の展望や高度
先端医療実現への期待を語る講演が。
　 その後も、ポスターセッションや
TWInsを拠点に病気の予防・診断・治
療などの研究を進めている両大学の研
究者9名による口頭発表や活発なディス
カッションが行われ、約300名の参加者
で盛況のうちに終了しました。ポスターセッションに熱心に聴き入る参加者たち
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学生が世界へ羽ばたく第一歩に

「春の留学フェア」に2,700名AACTIVITY
　5月10日・11日の2日間、留学センター主
催の「春の留学フェア」および「夏季短
期留学プログラム募集説明会」が開催
され、ヨーロッパ、北米、オセアニア、アジ
アトップ校の海外協定校のスタッフ、大
使館や政府教育機関、本学の学部・研
究科の担当者や学生留学アドバイザー
などが一堂に会し、プレゼンテーション

や個別相談を実施しました。
　世界の課題解決に貢献するグローバ
ルリーダー育成に全学を挙げて取り組ん
できた本学では、海外留学の重要性は
学生に広く認知されており、若者の内向
き志向が話題になったここ数年の間も同
フェアへの来場者は増加。アメリカ五大
湖・中西部私立大学連盟との協定締結

50周年を記念するイベントも実施された
今回の留学フェアには、2,700名以上が
来場し、大盛況のうちに終了しました。

海外大学の担当者に直接相談する学生

早稲田の地で日本文化に触れる

芸術や歴史を語る展覧会を開催AACTIVITY

　本学名誉博士で、2012年9月には芸術
功労者として顕彰されたドナルド・キーン
氏の足跡をたどる「ドナルド・キーン展」が、
5月21日より演劇博物館で開催中です。
　日本の能や歌舞伎、さらには安部公房

などの文学を英語で世界に紹介した同氏
の著作や、沖縄出征時に愛読した劇作家
ラシーヌの作品をはじめ、太郎冠者を演じ
る若き日の写真など、多大な業績の中から
キーン氏自らが選んだ資料が展示されて
います（8月4日まで）。

坪内博士記念演劇博物館

ドナルド・キーン氏の足跡を紹介

三島由紀夫氏より贈られた『近代能楽集』

　5月20日〜 7月6日、會津八一記念博
物館で開催された「花岡萬舟 戦争画
の相貌Ⅱ」。花岡萬舟（1895-1945年）は
満州事変や上海事変などに従軍し、戦
場の風景を写し取った画家で、2006年
に、その戦争画57点が同博物館に寄贈

されています。そのうち約半数の作品が
2009年の「戦争画の相貌―花岡萬舟
連作」展で披露され、大きな反響を呼び
ました。
　今回の展示では、修復を終えた30余
点の未公開作品を一堂に公開。まとまっ
た数の戦争画が展示される機会はそう
多くなく、アジア・太平洋戦争期に絵画
が果たしたプロパガンダの役割が、壁に

掲げられた戦争画を通じてはっきりと伝
わる貴重な展覧会となりました。

會津八一記念博物館

戦争画が果たした役割を伝える

「英霊永久ニ眠ル」

　6月21日、大隈記念タワー125記念室で
「2012年度受贈資料展―資料が映す早
稲田の今昔―」が始まりました。
　学内外の方 よ々り大学史資料センター
に寄贈された資料から選りすぐった展
示。今回は特に、長きにわたり本学で教

鞭をとるとともに初代野球部長を務め、
また社会運動家・政治家としても活躍し
た安部磯雄（1865-1949年）に関する資
料も公開。その他、戦前の学内建造物を
撮影した貴重な写真をはじめ、早稲田の
今昔を映すバラエティーに富んだ資料が
並び、来館者はひとときのタイムスリップ
が楽しめます。写真の中には、戦後日本を
代表する写真家の土門拳が20代の頃に

撮影した学生たちの姿も見ることができ
ます（8月4日まで）。

大学史資料センター

早稲田の今昔を映す展示

1930年代の早大生たち（土門拳撮影）

▶ キーン氏については「第二世紀へのメッセージ」
（P.18-19）もご覧ください。
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国際コミュニケーション研究科開設を記念して

グローバル人材育成の課題を考える講演会AACTIVITY
　国際教養学部を基礎とする大学院国
際コミュニケーション研究科が本年4月
に開設されたことを記念する講演会が、
5月23日に開催されました。
　当日は、株式会社デンソーの北原敬
之氏が「日本企業が直面する海外マネ
ジメントの課題―グローバル人材作りに
向けて」と題して講演。国際化した企業
での異文化コミュニケーションの難しさ

とそれに対するデンソーの取り組みを紹
介しながら、英語は道具であり、世界に
向けて「心の眼」を開き「世界の中の日
本」を意識すること、「違う」のが当然であ
り「言葉」で伝える必要があること、日本
人らしさを失わないことなど、グローバル
リーダーに必要な能力や心構えなどにつ
いて話されました。
　また、日本貿易振興機構（JETRO）の

柴原友範氏からは、海外展開が進む中
小企業の人材育成などに関するお話も
あり、グローバル人材とは何かについて考
える1日となりました。

早大生が躍動する日

熱気あふれる「早稲田学生文化・芸術祭2013」AACTIVITY
　2010年にスタートし、学生が日頃の
サークル活動の成果を発揮する場とし
て毎年大きな盛り上がりを見せる「早稲
田学生文化・芸術祭。企画立案から実
施まで学生が主体的に行い、今では6月
の風物詩ともいえる人気イベントとして、
学生文化発信の機会となっています。今
年は6月7日〜 16日の開催期間中、大隈
記念講堂や小野記念講堂、ワセダギャラ
リーを会場に24企画41団体が登場。学
生たちの熱気と感動のうちに幕を閉じ
ました。
PERFORMANCE

　三段タワーやバック転など難易度
の高い技を披露する男子チアリーディ
ングをはじめ、ジャグリングやお笑い
コントなど誰もが楽しめるステージを
披露。

DRAMA&CINEMA

　「早稲田演劇週間」と題して7劇団が
多彩な世界を展開し、「早稲田大学8大
映画サークル傑作選」では映画研究会な
ど本学8大映画サークルが作品を上映。
学生演劇・映画のメッカ早稲田を体感。

MUSIC

　創立100年を越えた交響楽団やビッグ
バンドジャズのハイソサエティ・オーケスト
ラのほか、タンゴ、エレクトーン、三味線と、
多彩なジャンルで観客を魅了。アカペラ
サークルによる合同ライブも開催。

EXHIBITION

　絵画会、早稲田スポーツ新聞会をはじ
め4団体が絵画、写真、陶芸、生け花など
訪れる人の目を楽しませる作品を展示。

DANCE

　日本舞踊研究会をはじめジャズ、サル
サ、フラダンスなど、さまざまなダンスが集
結。ほかにも、よさこいチームと和太鼓
サークルの競演や、タップダンスの連続上
演など迫力ある演目を披露。

再編前 再編後

学
部

基幹理工学部情報理工学科
 （入学定員 150 名）

［新設］基幹理工学部情報通信学科（入学定員 90 名）
 基幹理工学部情報理工学科（入学定員 90 名）

大
学
院

基幹理工学研究科情報理工学専攻
 （入学定員 修士 130 名・博士後期 30 名）［新設］基幹理工学研究科情報理工・情報通信専攻

 （入学定員 修士 170 名・博士後期 45 名）国際情報通信研究科国際情報通信学専攻
 （入学定員 修士 120 名・博士後期 17 名）

※ 国際情報通信研究科は2014年度より学生募集停止。
■理工学術院における情報系分野の再編について
　近年の著しいネットワーク技術・コンピュー
タ技術の進展に鑑み、我が国における情報通
信分野の教育・研究拠点を構築し、多様化す
る情報技術の進展に対応できる人材を育成
するため、2014年度より基幹理工学部・研究
科および国際情報通信研究科において右記
の再編を実施します。

Information
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Special Report

―早稲田大学の情報化の現状と社会

の状況について教えてください。

　かつて、大学のシステムサービスは主に教

職員・学生を対象としていましたが、社会の

変化に伴い大学に関わる方々が多様化し、

それぞれにあわせたサービスの提供が求

められるようになってきました。例えば学生

といってもTeaching Assistant/Student 

Assistant（教 務 補 助 員 ）やResearch 

Assistant（研究補助員）を務めるなどさ

まざまな立場の学生がいますし、教職員の

雇用形態も多様化しています。他にも、学生

の親御さんやさまざまな立場で大学とつな

がる校友をはじめ、共同研究をしている企

業・他大学・研究機関の方、将来の早大生

となりうる受験生や中学・高校生、公開講

座の受講生、スポーツなどを通じて早稲田

大学を応援してくれるワセダファン、近隣の

方々など早稲田を取り巻く人々は多種多様

です。その多様なニーズにあわせて、提供す

るサービスの種類も多岐にわたります。

　本学ではメディアネットワークセンター

（MNC）、遠隔教育センターなどが核となっ

て、教育支援、研究支援、学生支援、校友

支援、法人運営、そしてそれらを支える基

盤システム・教務事務システムなどの情報

化を進めてきました。

　早稲田の情報化には三つの特徴があり

ます。一つ目は全学のさまざまなシステム

を1箇所に集約して手がけることで、常に

教 育 の あ り 方 が 変 わ る
※

早稲田大学では他大学に先駆けて教育にICTを取り入れ、授業の質向上に取り組んできました。

“Waseda Vision 150”の核心戦略4「対話型、問題発見・解決型教育への移行」もそのひとつです。

早稲田のICTの現状とこれから、またICTを活用することで教育にどのような変化があるのかを探ります。

※ICT（Information and Communication Technology）：情報通信技術

情報化推進担当の深澤理事に、早稲田大学の情報化の現状や、

ICTを活用した教育の可能性について

広い視点でお話していただきました。

ICTを活用した
教育の可能性

“ICT活用教育”
理 事インタビュー

多様化するニーズに対応する
情報化推進と
教育研究スタイルの変化

情報化推進担当理事

深澤良彰 理工学術院教授

Profile
ふかざわ・よしあき
1976 年早稲田大学理工学部卒。1978 年同大学院
理工学研究科修士課程修了、1983 年同博士課程
修了。工学博士。1992 年より早稲田大学理工学部
教授。メディアネットワークセンター所長、教務部
長、研究推進部長など学内のさまざまな役職を歴任
し、2010 年より研究推進（総括）および情報化推
進担当理事。
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新しい取り組みに挑戦できること。例えば

全学で標準化している授業支援システム

「Course N@vi」（P.12参照）はまだまだ

改良が必要ですが、一方でスケールメリッ

トやデータの蓄積、責任の明確化といった

利点があります。二つ目は大学と企業の共

同体「デジタルキャンパスコンソーシアム

（DCC）」を組織し、大学と企業が共にこれ

からの教育について議論する場を設け、さ

まざまな取り組みを進めていること。三つ

目は、関連会社と連携し、これまでの情報

化のノウハウを蓄積していることです。

―情報化の世界は進歩のスピードが速

く、数年後の予測すら難しいと思います。そ

うした中で早稲田大学はどのように情報化

戦略を進めているのでしょうか。

　10年前にインターネットがここまで進化

するとは想像もつかなかったでしょうし、

5年前にスマートフォンが今のように大流

行するとは誰も考えていなかったでしょ

う。しかし世の中や技術に関係なく、教

育研究機関である大学がすべきことは決

まっています。そして、その環境整備とし

て情報化の推進が必要であり、その情報

化を全学的に進めるにはきちんとした戦

略が必要です。本学では1997年から、3年

の短期計画と、9年の長期計画を組み合

わせた独自の情報化推進プログラムを作

成し、それに沿って情報化を進めてきまし

た。またこの情報化戦略は、大学の計画で

ある2000年の「21世紀の教育研究グラン

ドデザイン」や2008年の「Waseda Next 

125」、そして2012年に策定された創立150

周年（2032年）に本学のあるべき姿を示

した「Waseda Vision 150」とも連動して

います。

　20年後の早稲田を情報化の視点で考え

ると、キャンパス全体が学習の場となり、す

べての学生がモバイルPCやスマートフォン

のような携帯端末を持ち歩き、授業のほと

んどがオンデマンド授業と対話型・学生参

加型授業の混在する形態となっているで

しょう。また、世界規模の研究コミュニティ

が複数活動していて、研究論文、研究業績

情報、研究費申請・成果報告などがすべて

デジタル化されているでしょう。こうした姿

を実現するために、情報化は重要な意味

を持っています。

―ICTを活用することで、大学の教育は

どのように進化すると期待していますか。

　現在、アメリカで話題になっているオン

ライン教育ですが、早稲田大学は2006年

からOCW（Open Course Ware）に参加

しています。マサチューセッツ工科大学と

の協力関係に基づき、世界規模の教育

ネットワーク構築の実現に向けた試み

として早稲田大学オープンコースウェア

（WOCW：http://www.waseda.jp/ocw/）

を設けて一部の講義教材を公開していま

す。また、人間科学部にはオンデマンド授

業だけで卒業できる通信教育課程（通

称：eスクール）があり、多くの人材を輩出

してきました。

　ただし、ICTはあくまでツールであって、

それを活用するだけで授業の質が向上す

るわけではありません。やはり大学の教室

で教員と学生が対面で授業をすることで

しか得られないものもあります。つまり、こ

れからの大学教育には、ICTを間接的な

ツールとして活用すると同時に、対話型、

ICTはツールの一つ。
対面授業と組み合わせた
効果的な教育を

新たな授業スタイルのイメージ

◦ ディスカッションやグループワーク
中心の教室授業

◦  レポートやグループワーク成果の
電子化と記録

◦ 学修成果の学内外への公開と
フィードバック

◦ オンデマンド講義コンテンツの事
前学習と理解

◦ 配布資料の確認や課題の予習

◦ オンラインプレゼンテーション動画
のピアレビュー（学生間の相互評価）

いつでも 何度でも

講義コンテンツ

どこでも

回答
アドバイス

質問
意見

双方向のコミュニケーション
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問題発見・解決型授業を効果的に組み合

わせるなどの工夫が必要だと考えていま

す。オンデマンド授業で予習し、教室では

学問のさらに深い部分を教えたり、議論

するようにすれば、対面授業の価値が出

ますし、授業の質を高めることができるで

しょう。

　そのためには、授業に対する教員の意

欲を高め、教員が「こういう授業をしたい」

と考えたときに実現できるようにハード・

ソフト両面のICT環境を整備することが

情報化担当部門の使命だと考えています。

例えば、現在建設中の新3号館の2階にア

クティブな「次世代教育空間」を設置する

計画を進めています。講義形式の授業は

もちろん、グループワークやプレゼンテー

ションなど、状況に応じて自由にレイアウト

でき、グループワークの際などは組み合わ

せた机にディスプレイを設置し、学生たち

は自分の端末から資料をディスプレイに

表示させることもできるというものです。こ

うした設備をうまく活用した授業が増える

ことで、学生が積極的に授業に参加し、さ

まざまな経験を積むことで社会が求める

プレゼンテーションスキルやコミュニケー

ションスキルを身につけることができると

期待しています。

―情報化に関するこれからの可能性につ

いて、深澤理事のご意見を教えてください。

　私は、早稲田は他大学より常に“3年先”

を進んでいたいと考えています。技術革新

の速い今の世の中で10年先を行くことは

できませんが、3年先を進むことができれば

一歩リードしていることになるでしょう。た

だし立ち止まるとすぐに追いつかれてしま

うので、常に先を見て進まなければなりま

せん。そしてそれが早稲田大学における新

しい教育を生み出し、多様で良い授業のサ

ポートにつながります。2003年に開設した

人間科学部のeスクールも、初めは新しい

挑戦の一つとしてスタートしたものです。

　このように早稲田では他大学に先駆け

て新しいICT技術を取り入れています。例

えば動画コンテンツ作成支援。オンデマン

ド授業のように教員が作成した動画を学

生が見るという使われ方だけではありませ

ん。学生でも簡単に動画を作成できるよう

にしたことで、これまでレポートやレジュメ

といったかたちで提出していた学修成果

を、プレゼンテーション動画で提出すること

が可能となりました。すると学生は構成や

資料の見せ方、話し方などを考えながら制

作するため、プレゼンテーション能力が向

上するなど、これからの社会で必要とされ

る能力を身につけることができると期待し

ています。

　さまざまなツールや機能を導入する一方

で、どこまでICTを教育に活用するかと

いった難しい議論もあります。ICTをコ

アな「教育」に取り入れるためには、

全学生がスマートフォンのようなも

のを持ち、かつ自由に活用できるな

ど、今以上に情報インフラが普及し

ていることが絶対条件です。しか

し現在はまだそうした状況にないた

め、情報化の革新を一定レベルに留

めている状態でもあります。今後は、社

会の情報化がどのように進展するかを正

他大学より
“3年先”を行く情報化が
新しい教育を生み出す

早稲田大学における
授業支援システムの利用実績

（2007 〜 2012年度）

2012 年度後期
利用科目数：12,287
科目利用率：68.8%
利用教員数：3,307（専任のみ：1,437）
教員利用率：84.2%（専任のみ：93.3%）

学生・教員・職員・校友のICT活用イメージ
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しく見極めながら、学内の情報化を進めて

いきたいと考えています。

―読者へのメッセージをお願いします。

　より柔軟で多くの人にとって使いやすい

環境を整備するためには、相応のコストが

必要です。本学では、MNCに集約して情報

化を推進することで貴重な予算を効果的

に運用しています。また、24時間ヘルプデス

クを開設し、学生・教職員の声を吸い上げら

れるようにしているなど、他大学と比べて運

用環境に柔軟性があると言えます。そうし

た環境を効果的に生かせるか否かは、学生

や教職員の意欲次第です。ぜひICTを有効

に活用して、先生方にはより質の高い授業

を行っていただきたいと思います。そして学

生には、自分から積極的にアプローチする

ことで効果的に知識や手法、考え方を取り

入れることができ、自分自身の成長につな

がることに気づいてほしいですね。大学の

教育に制限はありません。教員の教えるこ

とだけで満足するのではなく、学ぶことや

環境を有効に活用することにもっと貪欲に

なってほしい。ICTを有効活用する人が増

えれば新たなニーズが生まれ、それに応じ

る形でさらに良い環境を提供できると考え

ています。

ICT環境整備のあゆみ

ICTを有効活用することに
貪欲になってほしい

フルオンデマンド授業
「研究倫理概論」につ
いて熱く語る深澤理事

1984 ◦全学履修システム稼働
　（マークシートによる科目登録開始）

1994 ◦インターネット接続（PPP）システム利用開始

1996 ◦情報化推進プログラム策定（1997年度より実施）

◦〈メディアネットワークセンター発足〉

◦全学部にコンピュータルームを設置

1997 ◦新入生全員に対するメールアドレス発行開始

◦新入生コンピュータセキュリティーセミナー
　（対面方式）開始

◦自動証明書発行機稼働

1998 ◦ 教育研究支援を目的とした
　教員へのPC貸与制度開始

◦22号館コンピュータ自習室（24時間開室）開設

1999 ◦〈DCC発足〉

 ◦ネットワーク型授業（オンデマンド授業の原型）
　実験開始

◦高麗大学との遠隔実験講座（CCDLの原型）実施

2000 ◦エジンバラ大学とのサイバー学習実験
　（サイバーゼミの原型）実施

◦チュートリアル英語実験（PCによる1対4授業、
　Tutorial Englishの原型）開始

2001 ◦文学部においてオンデマンド型授業導入開始

◦CCDL授業（P.13参照）開始

2002 ◦〈遠隔教育センター発足〉

◦Tutorial English（対面式）開始

◦Waseda-netポータル・メール稼働

◦生涯メールアドレス発行開始

2003  ◦〈人間科学部通信教育課程（eスクール）開設〉

◦無線LAN導入

2005 ◦Web科目登録本格稼働

◦新入生コンピュータセキュリティーセミナー
　（オンデマンド方式）開始

◦新8号館、27号館竣工（以降の新棟では
　全館無線LANおよび全教室AV配備）

2006 ◦〈早稲田ポータルオフィス発足〉

◦日本におけるOCWコンソーシアム「JOCW」へ
　参加（日本で最初の参加大学のひとつ）

2007  ◦Course N@vi稼働

2008 ◦「1万人の日本語」
　（学術的文章の作成）スタート

◦「1万人の数学」
　（数学基礎プラス）スタート

2010 ◦iTunes Uによるコンテンツ配信を開始
　（日本で最初の参加大学のひとつ）

2011 ◦新Waseda-netメール稼働
　（学生のメール容量が1GBに）

2012 ◦Waseda-net Commons稼働

◦ スマートフォン向けアプリケーション
　『WASEDA Mobile』リリース

◦第1回 
　WASEDA e-Teaching Award開催

8号館コンピュータルーム

Tutorial English

CCDL

Waseda-netポータル

8号館106教室

Course N@vi

22号館コンピュータ自習室
（24時間開室）

DCC Webサイト

オンデマンド授業

iTunes UWASEDA Mobile

学術的文章の作成と個別指導
（ライティングセンター）

数学基礎プラス

Special Report
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最 新インフラと活用事 例 紹 介

本学では、授業でICT（Information Communication Techonology）を活用することにより教育効果の向上を目指しています。

ここでは、授業におけるICT活用の一例としてオンデマンド授業、海外大学との遠隔交流授業、

そして授業支援ポータル「Waseda-net Course N@vi」について紹介します。

ICTを活用した新しい教育のかたち

オンデマンド授業とは、教室授業の一
部またはすべてをインターネット動画

配信とする授業方式で、本学では2000年か
ら導入されています。履修者は授業期間中
であればいつでも、どこでも、何度でも講義
動画を視聴することができます。理解できる
まで繰り返し視聴できる点で、教室授業より
も分かりやすい、という意見も。現在、全学
で約1,000の授業（eスクール設置科目含む）
でオンデマンド授業方式が取り入れられて
おり、今後も利用の拡大が見込まれます。

　また、オンデマンド授業は一方的な動画
の配信にとどまらず、Course N@vi上で
課題のピアレビュー、電子掲示板システム

（BBS）を利用したディスカッション、教員か
らのこまめなフィードバックなどを実現して
おり、双方向性を担保しています。

　「Waseda-net Course N@vi」は、本学が独自に開発し2007年度より運用しているLMS（Learning Management System）です。お知らせ、資料提
示、ディスカッション、レポート提出、小テスト、アンケートなど授業運営上必要とされる多種多様な機能が提供されています。オンデマンド授業はもちろん
のこと、通常の授業でも活用が進んでおり、授業運営の効率化、授業の質向上、学生の満足度向上に寄与しています。

オンデマンド授業

■「Silverlight」による
　 安全かつ安定的な講義動画配信

■ コンテンツ制作・配信プラットフォーム
　「Waseda-net Commons」
　PCにカメラとマイクが接続（内蔵）されていれ
ば、手軽に動画コンテンツを制作、アップロード、
配信できるシステム。教員が予習用教材や休講時
の講義部分の代替などに利用するほか、学生がゼ
ミや演習での発表に利用するといった使い方も
増えています。

　講義動画は「Silverlight」方式で配信。OSや
ブラウザを問わず視聴可能で、不正ダウンロー
ドや不正コピーを防止します。あわせてCDN

（Contents Delivery Network）という大規模
配信サービスの利用により、アクセスが集中して
も安定して動画を配信することが可能です。

■ 類似度判定機能

　剽
ひょうせつ

窃・盗用に関する教育的な指導を目的として、
Course N@viのレポート提出機能にWebページ
や提出レポート間の類似度を判定する機能を導
入。学生は剽窃・盗用をしていないことを表明し
た上でレポートを提出し、類似度が高いと判定さ
れた場合は教員が引用状況や判定内容を確認し
た上で学生に適切な指導を行います。

授業支援システム「Course N@vi」

各種機能

授業のほかにイベント利用も。2012年から韓国の高麗
大学と共同で開催している「Global Presentation 
Competition」（写真上2枚）や今年3月に開催した

「Waseda Vision 150 Student Competition」（写
真下2枚）では、学生が制作したプレゼンテーション動
画をWaseda-net Commonsにアップロードし、オン
ライン上で予選審査が行われました（決勝は対面式の
プレゼンテーション）

予選動画

予選動画 決勝プレゼン

決勝プレゼン

受
講
生
の
声

　受講のきっかけは、数学を実生活に応用した「数学基礎プラスシリー
ズ」の授業内容に魅力を感じたからです。オンデマンド授業のため、時

間割を気にせず気楽に受講できました。また、疑問を抱いた時はいつでも何度でもビデオを
見直し、BBSなどを利用して質問ができます。TAのみならず、学生同士でもヒントを出し合う
ので、すぐに疑問が解決します。こうした環境は理解を深める助けとなりました。「いつでも都
合のつく時にできる」というオンデマンドの特性は、「勉強したい」と思う学生の強力な味方
です。

オンデマンド授業の魅力
履修科目：数学基礎プラスα・β・γ
古城大志さん（社会科学部3年）
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人間科学部
通信教育課程

（eスクール）

海外大学との
遠隔交流授業

CCDL
（Cross-Cultural

Distance Learning）

授業

語学・国際交流においてもICTが効果
的に活用されています。本学ではテ

レビ会議システムやWebチャットシステム
を活用した海外大学との遠隔交流授業を
積極的に導入しています。オープン教育セ
ンター設置科目「CCDL（Cross-Cultural 
Distance Learning）」では、アジア各国の
大学とリアルタイムでディスカッションする
ことにより、英会話のスキルだけでなく異文

化理解のスキルも同時に学ぶことができま
す。「Tutorial English※」で身につけた英語
力をさらに伸ばし、より実践的な英語力の
習得を目指す学生だけでなく、海外留学経
験者で英語による交流機会を通じ、英語力
を維持したいという学生にとっても満足度
の高い授業プログラムです。
※ ネイティブのチューター（講師）1名に学生4名という

少人数で行う英語科目で、年間8,000名以上が受講。

卒
業
生
の
声

　3歳からフィギュアスケート一色で、海外遠征
も頻繁だった私は、大学へ通学して学ぶことを
あきらめかけていました。しかし母が提案してく
れた早稲田大学eスクールのおかげで、スケー
トと勉強の両立という夢が実現しました。
　通信制で大学を4年間で卒業することは難
しく、スケートと両立すると中途半端になってし
まう恐れもあります。しかし早稲田大学eスクー
ルは、時間がない人や頻繁に移動する人にとっ
て非常に学習環境が整っています。パソコンと
ネット環境が整えば、場所や時間を選ばずにど

こでもオンデマンド授業を受けることができま
すし、クラスごとに教育コーチがいるので授業
に対する質問の返答やアドバイスも適宜いた
だけます。他学科の科目も履修可能で、自身の
視野を広げることができました。このシステム・
環境を整えてくださった方々にとても感謝して
います。
　私はスケートと勉強の両立を通じてさまざ
まな経験をしました。泣いて笑って悔やんで
……。そうして失敗しながらも、小さな目標を
達成していくことが次の挑戦へのエネルギー

につながったと思
います。社 会人4
年目の今、不安と
期待が 交差する
日々ですが、早稲
田大学の学部・大
学院の6年間で学
んだことが、そこ
ここで役立っているのを実感しています。一日
も早く会社・社会に貢献できるよう、今後も精
進したいと思います。

スケートと勉強の両立を可能にした通信教育課程eスクール
株式会社フジテレビジョン
中野友加里さん

（2008年人間科学部通信教育課程卒、
  2010年大学院人間科学研究科修士課程修了）

Ⓒ T-HONMA

2 003年度に開講した日本初のインター
ネットによる通信教育課程です。ほぼ

すべての授業をオンデマンド授業としてイン
ターネットで配信しており、大学に通学する
必要がないため、多忙な社会人や、地方また
は海外に在住する通学困難な学生など、10
代から60代以上の幅広い年齢層が学んで
います。授業とは別に、インターネット上に
バーチャルな「ホームルーム」を開設し、電
子掲示板システム（BBS）を通じて教員・受

講生同士が交流できる場が提供されてい
ます。

受
講
生
の
声

　1年前期に受講したTutorial Englishの延長として、CCDLを紹介さ
れたのが受講のきっかけです。さまざまな外国人学生の意見を聞くこ

とができ、実践的なディスカッション能力を得られるところが魅力です。週一回、台湾の学
生とさまざまなトピックでディスカッションする中で、たくさんの驚きがありました。また、こ
の授業をきっかけに、International Student Forumに参加し、そこでファシリテーターの役
を務めるなど、さまざまな経験につながりました。英語でのディスカッション能力はまだま
だ未熟なので、これからもCCDLでスキルアップしたいです。

英語でのディスカッション能力が向上
森 南美さん（政治経済学部2年）
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向後千春
人間科学学術院教授

三尾忠男
教育・総合科学学術院教授

　前任の研究所で高等教育におけるICT
活用と授業評価に関する研究と研修を
行っていたとき、可能性を確信する一方で
普及の困難さを感じました。そこで、本学
の授業を担当する機会に、私自身で授業
のPDCAサイクルを日常的に無理なく実践
し、ICT活用の効果を実証しようと考えま
した。
　ICTは、授業のPDCAサイクルの各段階
で活用しています。Plan段階では、前年度
のTeaching Portfolio（授業記録）を振り
返りシラバスなどを修正します。授業前は、

タッチペンの書き込みの残る前年度の提
示スライドをチェックし、学生の質問箇所
などを確認します。Do段階は、提示スライ
ドとペン機能を用いて学生の反応に逐次
対応する授業を心掛け、配布資料もスライ
ドのコピーではなく、学生のノートテイキン
グを促す工夫をしています。扱う内容が抽
象的で理解が難しい理論の場合、理論モ
デル図と数値データ、実践場面の3段階を
組み合わせ、動画資料や実物（レプリカ）、
討論や学生参加（クリッカーなど）を用い
て理解と定着を目指します。討論などはそ

　5年 前 から 私 の 授 業 は「反 転 授 業
（Flipped Classroom）」の方式をとってい
ます。これは、自宅など学校外でeラーニ
ングによる自習をしてから、学校に来て実
習やグループワークなどの活動を行う形
式です。以前は、教室で講義を受け、自宅
で復習や宿題をしていましたので、それを

「反転」させた形式なのです。
　具体的には「インストラクショナルデザ
イン」という教えることの科学と技術を学
ぶ授業科目で反転授業を行っています。こ

の授業は、毎年受講生が200名前後の比
較的大きな規模のクラスです。2週間で
1セットのユニットになっています。
　1週目は、「eラーニング（Course N@vi）」
を使って講義を配信し、並行してテキスト
を読んでもらいます。終わったら小テストが
出ますので、それに答えてもらうことで基
本的な知識をチェックします。そして最後
に、数時間をかけなればできないような課
題を提示し、オンラインでファイルを提出し
てもらいます。これが宿題です。このように、

授 業 紹 介

ICTを効果的に活用している2名の先生に、ICT教育について教育者の立場から意見をいただきます。

教育者が考えるICT教育の未来

授業名          「インストラクショナルデザイン」

未来の教育の形はすでにここにある

第1回 WASEDA e-Teaching Award
5月17日、ICTを活用して授業の質の向上に努めた先生方を表彰
するWASEDA e-Teaching Awardの第1回表彰式が開かれま
した。22件のエントリーの中から、入賞された3人の先生の取り組
みを紹介します。

          「教育方法研究」「教育学プレゼミⅠ」「教育方法学」

学生に学ばせることの本質は何かを常に意識し
効果的なICT活用を

授業名

　皆さんは外国語の発音に苦労した経験はありません
か？ 海外からの留学生も日本語の発音に悩みを抱え

ていることが多いのです。日本語教育研究センターでは、発音に特化した
授業を立ち上げ、さらに、自分のペースで何度でも練習ができるよう、オン
デマンドコンテンツを導入しました。動画やスライドなどの映像コンテンツ
で日本語の音声を聞き、いつでもどこでも発音練習を行うことができます。
また、自らの発音を録音し、音声ファイルを提出すると、フィードバックを受
けることもでき、学習効果を上げています。

オンデマンド+多角的支援で、
日本語発音授業の学習効果を向上

戸田貴子
国際学術院（大学院日本語教育研究科） 教授

オンデマンド授業部門賞

当日は、高麗大学校の Hikyoung 
Lee 教授（Center for Teaching 
and Learning 所長）から同校の
取り組みについての講演も
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の場で終わりでなく、授業後にCourse N@
viで振り返りを行います。Check段階は、毎
回の授業アンケートでICT活用の効果を
検証し、次の授業（Act段階）に生かして
います。
　このような授業者一人のICT活用だけ
でなく、FD（ファカルティ・ディベロップメ
ント：教育改善の組織的取り組み）でも
活用しています。クラスが異なる同一科目
で、教員間で提示・配布資料、評価課題を
検討し、ピアレビューも積極的に行って
います。非常勤講師が学外からビデオ通
話で視聴し意見を出し合うことも。また、
Course N@viの学生への非表示機能を
用いて教員間で毎週の授業アンケート、
各人の得意トピックの授業映像を共有し
ています。このように、ICT活用で授業の
PDCAサイクルの実施が効果的になりまし
た。特に、他の教員と共有することで学生

の傾向を知り、より適切な授業改善が可
能です。今後は学生のニーズや質の多様
化が予想されるので、多面的に自分の授
業を捉え、授業の質保証を目指して日常的
に使えるツールの一つとしてICTの可能性
を実感しています。
　ただし、ICT活用は万能ではありませ
ん。15年前、教室のIT設備の不調で、学生
の授業への満足度がかなり低くなるとい
う経験をしました。ICT依存度が高すぎた

がゆえの苦い経験です。これからも、授業
で学生に学ばせることの本質は何かを常
に意識して、効果的なICT活用を心掛けて
いきたいと考えています。

Special Report

まず講義を聞いてから宿題を先にやるとい
うところがポイントです。お分かりのように、
1週目は教室に来る必要はありません。各
自が自宅や端末室のパソコンで講義を聴
き、宿題をやるのです。
　2週目は、教室に全員が集まります。あ
らかじめランダムに分けられた5人一組の
グループになって活動を行います。すで
に1週目にeラーニングで講義を聴いてい
ますので、教室では教員の講義は一切あり
ません。すぐに活動の説明をして、グループ
ワークを行います。グループワークは1週目
に講義をした内容を応用する実習です。話
し合ったり、身体を動かすゲームをしたり、

皆の前で発表したり、そのときによりさま
ざまな活動をします。それにより、前の週で
頭に入れた知識を自分のものにすること
ができるのです。
　このような反転授業は、ICTを授業に活用
することで初めて可能になりました。とりわ
け、人間科学部で通信教育課程（eスクール）
が開設されてから、Course N@viによるオン
デマンド授業の配信がごく普通になったこと
が大きいと思っています。教室で行う講義を
すべてeラーニングに置き換えた上で、教室
での学習活動を設計し直すことで、学習効
果は飛躍的に高まります。これからの大学教
育はこのように変わっていくでしょう。

Profile
こうご・ちはる
1958 年生まれ。早稲田大学人間科学学術院教授。
博士（教育学）（東京学芸大学）。専門は教育工学、
教育心理学、特に、e ラーニング、成人教育、イン
ストラクショナルデザイン。著書に『いちばんやさし
い教える技術』（永岡書店）、『統計学がわかる』（技
術評論社）、『自己表現力の教室』（情報センター出
版局）など。

Profile
みお・ただお
1963 年生まれ。専門分野は教育工学。1989 年文
部省大学共同利用機関放送教育開発センター助手、
1998 年メディア教育開発センター助教授。2001
年早稲田大学教育学部助教授、2005 年より早稲
田大学教育・総合科学学術院教授。共著書に『授
業評価活用ハンドブック』（玉川大学出版部）

　国際教養学部の科目「Global Environmental Politics 
and Policies（地球環境政治と政策）」では、ハワイ大学

がアジア太平洋地域の大学や研究機関と提携し、人材育成や環境保全に
関するオンライン学習教材開発に取り組んでいる「アジア太平洋イニシア
チブ」の交流授業に、テレビ会議システムを利用して参加しています。気候、
エネルギー、食料安全保障といった国際的なテーマを他国、他分野の大学
院生と意見交換することで、学生たちは知的好奇心が刺激され、学習意欲
が高まっています。

海外の大学院との遠隔交流で、
多角的視点から専門知識を学ぶ

太田 宏
国際学術院（国際教養学部）教授

CCDL（Cross-Cultural Distance Learning）授業部門賞

　高等学院の3年生の選択授業「情報サイエンス」で
は、Mathematicaという数式処理ソフトを用いた学習

を行っています。理解度・習熟度に個人差があるため、Course N@vi上に
e-Text環境を構築し、授業の効率化を図りました。Course N@vi上では、プ
ログラミングの説明文を読むだけでなく、各自で作業途中のデータを保存
することもでき、受講したデジタルネイティブ世代の生徒たちからは高評価
を得ています。今後、他の授業でも双方向性を生かした形で活用したいと
考えています。

プログラミングの授業でe-Text環境を構築 
習熟度の個人差に対応し、学習の蓄積効果も

武沢 護
教育・総合科学学術院（大学院教職研究科） 
客員准教授、高等学院教諭

Course N@vi活用部門賞

学生の反応に合わせてスラ
イドにタブレットペンで書
き込みながら授業を進める

クリッカーを
活用した授業

▲クリッカー：教員の質問やアンケートに受講生がボタン
を押して答えると、結果が瞬時に把握できる。結果をそ
の場で教壇のスクリーンなどに映すことも可能



16

M I S S I O N

学内インフラなど情報化を一手に引き受けてきたメディアネットワークセンター（MNC）と、

教育へのICT活用をサポートしている遠隔教育センターの取り組みを紹介します。

メディアネットワークセンター &遠隔教育センター

　早稲田大学では、1996年に設立したメ

ディアネットワークセンター（MNC）、2002

年に設立した遠隔教育センターを中心に、

ICT環境の整備や教育へのICT活用など

の情報化を推進してきました。

　その特徴のひとつとして、1999年に組

織した早稲田大学デジタルキャンパスコン

ソーシアム（DCC）との連携があります。こ

れまで、DCCに参画する企業の協力のも

と、ICTを活用した新しい教育スタイルを

生み出してきました。全学規模のオンデマ

ンド授業、Tutorial English、CCDLなど他

大学に真似できない先進的な教育はDCC

による実験的な取り組みからはじまり、今や

「教育の早稲田」の強みとなっています。

　早稲田大学では、教育を支援するシステ

ムを独自に開発・運用してきました。製品

化されたパッケージソフトを導入し、その

製品の制約範囲で授業を行うのではなく、

授業でやりたいことにあわせて、さらには

授業の新たな可能性を引き出すことを視

野に入れてシステムをデザインすることに

より、真に教育の質向上に寄与することを

目指しています。そのため企画構想段階か

ら利用者の要望を可能な限り反映し、リ

リース後も利用者の声に応える形で適宜

改善を進めています。2007年にサービス

を開始したCourse N@viは、現在では利

用科目は約7割、教員の利用率は8割を超

えるまで普及していますが、今後はより効

果的な活用が進むよう、Course N@viを

有効活用し、教育効果をあげている事例

を広く公開・共有し、より質の高い活用に

つなげていかなければならないと考えて

います。活用事 例集の作成、WASEDA 

e-Teaching Awardなどもそのための方策

のひとつです。

　ICTはあくまで手段であり、活用すれば

必ず授業の質が高くなるというものでは

ありません。コミュニケーション力やディ

スカッション力、実行力といった社会で役

立つ能力を身につけるためには、対面授業

とICT活用の併用が不可欠だと考えてい

ます。2008年度より「WASEDA式アカデ

ミックリテラシー」※として開講した「数学

基礎プラス」「学術的文章の作成」は講

義部分をすべてオンデマンド化し、個別指

導、対面指導を組み合わせており、毎年そ

れぞれ4,000名程度の履修者がいます。実

際にこれらの授業を履修した学生、あるい

利用者の視点に立った
使いやすいサービスへ

教育・研究の質を向上する駆動力として
ICTを普及させたい
教務部
情報化推進担当事務部長

黒田 学

全学の情報インフラ整備と
教育・研究をサポートする
システムを提供

メディアネットワークセンター
マネージャー
教務部 調査役（情報化推進担当）

神馬豊彦
　MNCは、学内の情報化を効率的に進めることを目的に、それまで業
務、教育・研究、図書館システムをそれぞれ所管していた3つの組織を統
合する形で、1996年に設立されました。ネットワーク、コンピュータ教
室、AV設備といった学内ICT環境の整備をはじめ、教育・研究、学生生
活、業務などを支援するシステムの開発・運用など、大学全体の情報化
に取り組んでいます。教育・研究を推進するには教員だけに任せるので
はなく、サポートする仕組みが必要です。そうした仕掛けをつくるエンジ
ンの一つになればと思います。

教育・研究を
サポートするエンジンに

MNC Webサイト ▶ www.waseda.jp/mnc/

遠隔教育センター
事務長

永間広宣
　遠隔教育センターは、ICTを活用した新たな教育スタイルの確立を目
指し、2002年に設立されました。オンデマンド授業、海外教育機関と
の遠隔交流授業（CCDLやサイバーゼミ）の企画・運営支援、コンテン
ツの制作支援など、ICT活用教育の普及・拡充に取り組んでいます。私
たちは、ICTはあくまでツールに過ぎませんが、一方で、一部の人だけが
使うのではなく、多くの人に活用されることが授業の質向上につながる
と考えています。そうした底上げを図るツールとして、情報化を推進して
いきたいと思います。

ICTの活用が
授業の質向上につながる

遠隔教育センター Webサイト ▶ www.waseda.jp/dlc/
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は運営にかかわった大学院生からは「法

律の論理的思考と数学の証明は似ていて、

高校の頃できなかった数学の正体をつか

んだ気がした。法科大学院への進学が決

まったが、論理的な思考過程を整理する機

会になった」（法学部4年）、「文章作成指

導をするうちに自分の投稿論文も査読を

通るようになった」（チューター）といった

声も聞かれるように、オンデマンド授業の

活用により「講義は教室で」の既成概念を

超え、個別指導でより深い学びを創出する

新たな教育スタイルが大きな可能性を秘め

ていると言えます。

　今後は、オンデマンド講義と対面での

ディスカッションやグループワーク、さらに

は学生自身によるオンラインプレゼンコン

テンツの作成などを組み合わせたブレンド

型の新しい教育スタイルの定着をはかりつ

つ、作成コンテンツや論文・レポートなどの

学修成果を「そのときにどのようなことを

考えたか」といった気づきとあわせて記録

する『学修ポートフォリオ』を整備していき

ます。就職活動時などに自分自身を振り返

る、あるいは学外（企業など）に自分自身

をアピールすることができる「学びと成長

の軌跡」になると考えています。MNC、遠

隔教育センターは、ICTが教育・研究を向

上させる駆動力となるよう、これからも先

を見据えた情報化を進めていきます。

※ WASEDA式アカデミックリテラシー（通称：
1万人シリーズ）：全学基盤教育のひとつ。

「Tutorial English」「CCDL」「学 術 的 文 章
の作成」「数学基礎プラス」など。

Special Report

ICTの有効活用を目指し、効果的な活用事例を公
開しています。また2012年度より、ICTを活用し効
果をあげている取り組みを表彰する「WASEDA 
e-Teaching Award」も開催
しています。事例を参考にさ
らなる工夫を加え、教育その
ものの質を向上させるとと
もに、それを支えるシステム
も進化するサイクルを実現
していきます。

効果的な活用事例を共有し、
より質の高い教育を実現する MNCでは、情報リテラシー教育にも力を入れています。

新入生を対象としたコンピュータセキュリティーセミナー
では、大学の提供するシステム・サービスを利用するに
あたって最低限知っておかなければならないこととして、
ネットワークを利用した情報発信に関わる法的、倫理的
責任、ネットワークを利用する上でのリスクなどについて、
オンデマンドによる講義とテストを実施しています。講義
受講およびテスト合格の条件を満たさない場合には、シ
ステム利用停止などの厳しい対応がとられます。また、教
職員に対しても、情報セキュリティー、学術研究倫理、ハ
ラスメントに関するオンデマンド方式の「教職員セルフ
マネジメントセミナー」の受講が義務づけられました。

情報リテラシー教育活動の充実

無線LAN環境
キャンパス内の図書館、自習室、学生ラウンジなどさまざまな場所に整備された無線LAN
アクセスポイントにより、学生個人が所有するノートPCやタブレット、スマートフォンをイン
ターネットに接続する環境が整備されています。

IT利用支援
コンピュータの使い方や大学が提供する各種システムの利用など
に関する相談窓口として、学生IT相談室があり、ティーチングアシス
タント（TA）が気軽に相談に応じます。また、7号館にある早稲田
ポータルオフィスでもサポートを行っています。

コンテンツ制作スタジオ
他に類を見ないほどオンデマンド授業が進化、普及している本学の学内には、授業用動画
コンテンツの制作ができるスタジオ（26号館地下）を整備。専門のスタッフが収録から配
信までを一貫してサポートしています。

コンテンツ制作
スタジオ

簡易収録
スタジオ

Course N@vi 活用事例集

24時間コンピュータ自習室
22号館1階のコンピュータ自習室は1998年から24時間、ほぼ年間を通じて開室しており、
学生が教育研究用のソフトウェアやインターネット検索を活用して課題に取り組むなど、
日中は140台のPCがすべて使用されるほど活発に利用されています。コンピュータルーム
は各キャンパス・各学部に整備されており、専門教育などの授業で活用されています。

コンピュータ自習室

全学共通のコンピュータルーム
キャンパス名 端末台数

早稲田 1,866台
戸山 290台

西早稲田 672台
東伏見 102台
本庄 54台
所沢 126台

日本橋 20台
北九州 92台



―コロンビア大学時代の恩師・角田柳

作先生の出身である本学に格別の愛情を

抱かれていると伺いました。これまでの早

稲田との関わりを教えてください。

　私と早稲田大学には不思議な縁があり

ます。コロンビア大学の学生だった1940

年、比較文学を専攻した私は、早稲田大

学出身で坪内逍遥に学んだ角田先生の

授業を受けました。先生はよく早稲田での

経験や、どういう教師のもとで勉強したか

話してくれました。ですから私は他のどの

日本の大学よりも早稲田のことを存じてい

ましたし、一種の憧れめいた思いを持って

います。その早稲田から1998年に名誉博

士、2012年に芸術功労者表彰をいただい

たことは光栄です。ただひとつ残念なの

は、角田先生にその姿を見てもらうことが

できなかったことです。

　先生は日本思想史を専門としていまし

た。授業では、荻生徂徠や伊藤仁斎など

徳川時代の儒学者の言葉を漢文で板書

し、それを説明するのです。しかし私に

とって漢字も文語体も簡単ではありませ

ん。授業が進むにつれ先生は私の弱点を

理解されたようで、簡単な日本語で説明し

てくれるようになりました。

　第二次世界大戦を経て、戦後は再び大

学に戻り先生が亡くなるまでさまざまなこ

とを教わりました。

―本学の坪内博士記念演劇博物館は

世界有数の演劇資料を誇り、早稲田は演

劇研究の国際的拠点のひとつです。日本の

伝統芸能に知悉しているキーン先生は、

本学の演劇関係の教授とも親交が厚い

と伺いました。

2011年3月の東日本大震災後、被災地の人々の姿に「この人たちと共に生き、共に死にたい」と
日本永住・日本国籍取得を決意、翌2012年3月に晴れて日本人「キーン ドナルド」となったキーン先生。
日本文学、日本演劇の研究者である先生に、本学との縁、日本のグローバル化などについて伺いました。

日本文化を学び基礎を培うこと。
真のグローバル視点はその先にあるessage to the next generation

M
早稲田大学との
不思議な縁

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］
1922年ニューヨーク生まれ。日本文学研究者、文芸評論家。コロンビア大学
名誉教授。16歳でコロンビア大学に入学。1940年、アーサー・ウエーリ訳『源
氏物語』に出会い、日本研究の道へ。第二次世界大戦中は海軍日本語学校
で学び、通訳官を務める。戦中、戦後をかけてコロンビア大学で博士号まで
の学位を取得。ケンブリッジ大学を経て1953年に京都大学に留学。アメリカ
帰国後はコロンビア大学で日本文学を教える。作品を翻訳し海外に紹介する
など、日本文学の国際的評価を高めるきっかけをつくった。2004年文化功労
者、2008年文化勲章を受章。

コロンビア大学 名誉教授
日本文学研究者

ドナルド・キーン
さん
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　早稲田の演劇博物館は演劇資料の蔵

書に関して世界一だと思います。何度も

利用しましたし、皆さん大変親切に資料

を探してくれました。世界を見ても、私の

求める日本文化に関する古い資料がこれ

ほど豊富な博物館は他にありません。

　私が初めて演劇博物館を訪れたのは京

都大学留学中です。上京する機会があり、

すぐに早稲田を訪ねました。そこで当時の

館長の河竹繁俊先生から革張りの『日本

演劇全史』をいただき、以降、郡司正勝先

生や河竹登志夫先生など早稲田の演劇関

係の先生とのお付き合いが始まりました。

特に鳥越文藏先生とは本当に親しい友

人で、私がケンブリッジ大学で教えていた

縁で日本人講師として推薦したくらいで

す。鳥越さんはケンブリッジ滞在中に大英

博物館やパリの国立図書館で日本に現

存しない和本を発見され、そのひとつは

300年の時を経て古浄瑠璃「越後國・柏

崎 弘知法印御伝記」として2009年に上

演されました。

　すこし話は変わりますが、おそらく近松

門左衛門の浄瑠璃を英語に翻訳したの

は私が最初です。それにより日本文学が

西洋に広く知られるようになりました。三

島由紀夫の戯曲を翻訳したところ、イギリ

スの演出家から『サド侯爵夫人』の上演

を打診され、2009年に実現して大成功を

おさめました。とにかく、研究や翻訳といっ

た私の仕事には、日本文化を世界に広め

るという楽しみとやりがいがあります。

―早稲田ではグローバル人材の育成に

力を入れています。日本人のグローバル化

についてどのようにお考えですか。

　日本人の言うグローバル化には外国語

を話せるといった要素が含まれています。

しかしいざ海外に出ても外国人と付き合

わず、日本人同士で集まる傾向が強い。こ

れではどんなに外国語を理解し、あるい

は英国王室の歴史を知っていたとしても

グローバルではありません。外国人も同じ

人間だという簡単なことを覚える方が先

ですね。そしてもっと日本文化を知ること

です。自分の国の文化を知らない人は味

がないと言うか、国籍のない人間のように

思います。海外には歌舞伎など日本の文

化に興味を持っている人が多くいて、そう

した人と話すときに自分の国のことを知ら

なければ相手から軽んじられるでしょう。

　しかし最近の日本の学生は国文学に

興味がないようです。私は日本文学を愛

していますので、それを日本人が無視して

いる現状がとても寂しい。これは私の印

象ですが、もし文学や演劇、音楽、美術な

ど日本の文化に関わる学びを犠牲にして

国際理解といっているならば、それは考

え違いでしょう。国際経済や国際政治な

ど、「国際」とつく専門的な知識を実社会

で使う人は限られています。それよりも松

尾芭蕉を読んだ方が良いと思います。

―学生がグローバルな視点を身につけ

るために何をすべきだとお考えですか。

　日本文学者として述べるならば、まずは

自分の国の文化を学び、自身の基礎となる

知識を築くべきでしょう。その上に世界の

文化を積み重ねれば良いのです。それが

本当の意味でのグローバル化だと思いま

す。最近は海外で日本文化が高く評価さ

れることが多 あ々ります。私が日本文学を

研究するきっかけとなった『源氏物語』は

さまざまな言語に翻訳され、世界中で愛さ

れています。日本人も小説として『源氏物

語』を楽しむと良いですね。原文が難しけ

れば現代語訳でも良い。先生も、試験対

策としての文法の説明だけではなく、紫の

上や六条御息所についてどう思うかと問う

など、もっと文芸作品としての面白さを教

えるべきです。そうでなければ文化にはな

りませんし、何のためにもなりません。

　高校を含めた学生時代というのは、生

涯でそういう本を集中的に読める唯一の

時期です。その時期にぜひ古典文学を読

み、学識を深めてほしいと思います。例え

ば近松門左衛門を理解した上でシェイク

スピアを読み、共通点や相違点について

考えをめぐらすのが理想です。単に外国

の芝居や映画を観て外国を知った気に

なっているなら、それは学問ではありませ

ん。良い学問とは難しく、自分の頭で考え

なければならないものですから。幸いに

も早稲田は国文学の研究が盛んですか

ら、これからも研究を続けて世界に発信

していってほしいと願っています。

―最後に、今後の夢を教えてください。

　私は恵まれている人間だと思います。

すばらしい日本の友人たちと出会うこと

ができ、90歳を迎えてもこうして元気に暮

らせています。仕事も認められ、さまざま

な賞もいただきました。だから今後のこと

はあまり考えていません。ともあれ、現在

執筆している石川啄木の研究を完成させ

ることが目下の目標です。東北の片田舎

で生まれ育った彼が、なぜ現代にも通じ

る思想を得、日本語が豊富で英語を読め

て、絵画の良し悪しをためらいなく判別し

得たのかなど、その謎を解明したいと考え

ています。

自国の文化の理解が
グローバル視点を養う

芸術功労者表彰の授賞式で（2012年）。
左から鳥越文藏先生、キーン氏、鎌田薫総長

早稲田大学芸術功労者顕彰記念「ドナルド・キーン展」
5月21日〜 8月4日まで、演劇博物館1階 六世中村歌右衛門記念特別展示室において「ドナルド・
キーン展」を開催しています。P.6をご参照ください。
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　大学に進学するときに思い描いていたのは、
英語の教員になることでした。教員なら女性が
自立して男女の差なくキャリアを築くことができ
ると考えたからです。また、日本人が中学生のと
きから英語を勉強しても話せるようにならない
のは、日本の英語教育の方法に問題があるか
らではないかという意識を持っていました。そ
こで、教授法をさらに学び、応用言語学を追求
したいという思いから、英国のエセックス大学
に留学しました。最初は1年〜2年程度のつも
りでしたが、さまざまな国籍の学生が集まり、自
由に議論を交わしているアカデミックな環境を
去ることが名残惜しく、そのまま博士課程まで
進学しました。

　私の研究者としての出発点は英語教育で、
その研究は継続していますが、それ以外にも、
応用言語学を軸に研究テーマは広がっていま
す。その一つが、モーリシャス出身の夫との出
会いをきっかけに関心を持った、モーリシャス
共和国における言語政策です。モーリシャス共
和国は、オランダ、フランス、英国による支配を経
て、1968年に独立した後、奇跡的な経済成長を
遂げ、今では豊かな多民族国家として発展して
います。公用語は英語ですが、現地に行ってみ
ると、実際はフランス語やクレオール語※1が一
般に話されています。英語を母語とする人は人
口の0.3%しかいません。しかし、小学校の授業
は公用語である英語で行われています。家庭
が裕福で英語教育のフォローがある子どもは、
フランス語、クレオール語、英語が話せるトリリ
ンガルになりますが、貧しい家庭の子どもは、
知らないことを知らない言語で学ばなければ
ならないので落ちこぼれてしまいます。小学校
卒業試験は3割が不合格で、そこで教育が止
まってしまい、職業選択の自由がない人々がい
て、言語の問題が貧富の差につながっていま
す。モーリシャスは大学まで教育が無料で、そ
の教育制度が高く評価される一方、その影に
はこのように満足な教育が受けられない人もい
ます。ところが、2011年には大きな展開を迎え、
政府主導でクレオール語の綴りが制定され、昨
年から小学校の選択授業に導入されました。
科研費の支援を得て、この夏も、現地の教育機
関、政府、NGOにて、調査を行います。
　もう一つの主な研究テーマは、政治ディス
コース分析※2です。教授に昇進した年にオック
スフォード大学で第二の修士号を取得し、新た

な研究テーマとして、日本のリーダーの言説分
析に取り組んでいます。民主主義の国家では、
政治家のスピーチは国民を説得するための手
段として重要なはずです。それなのに、なぜ日
本では政治家の言葉といえば、曖昧で空っぽ
だと認識される傾向が強いのか、という疑問か
ら始まりました。しかし、無党派層増大、選挙制
度改革、TV政治の普及などを経て、政党と有
権者の関係は変わりつつあり、政治言説が有
権者に与える影響は増加していると考えられま
す。言語学的なアプローチを使って日本社会を
分析するという新たな分野に挑戦しています。

　大学の女性教員は増えているとはいえ、まだ
少数派ですが、可能な限り声を出して積極的
に提案をしてきました。子どもを産む前に教務
担当の副主任を経験しましたが、政治経済学
部の執行部では初めての女性だったそうです。
そして大学運営についても少し学ぶ機会を得
て、教員・職員がさまざまな場で工夫・努力をし
ていることを知りました。私は大学の外国語教
育は単なる語学教育で終わらず、専門・教養科
目の一部は外国語を通して学び、留学生と日本
人学生が切磋琢磨する場となるべきだと訴え
てきました。同時に入学選抜におけるTOEFL
活用も主張してきました。現在では、同様の改
革を望む多くの方々の声と共鳴し、英語のみに
よる学位プログラムEDESSAが成功していま
すし、AO入試・社会人入試などでのTOEFL
活用も拡大しています。
　女性の場合、出産と育児でキャリアを中断し
なければなりませんが、私は産休・育休取得の
おかげで、その間に新しい研究分野を開拓す
ることもできました。また、育児を経験して、学生
の背後にご両親の姿が見えるようになり、教育
者としても新たな境地を得たと思っています。
※1： 植民地時代にフランス人農園主とアフリカ系奴隷の会

話から発展した言葉。
※2： 対話や記述などの言語分析による社会構造・観念の

研究。

自立してキャリアを築くため
教員を目指す

新たな出会いから
研究テーマが広がる

結婚・育児を通して
新たな境地へ

▶ ゾウガメと遊ぶ息子
さんたち。モーリシャ
スは自然の宝庫

▲ モーリシャスのサイバー・シティ。
アフリカとアジアを結ぶITハブと
して2001年に建設開始。

▲ モーリシャスの北部海岸

早稲田で活躍する女性研究者を紹介します。

応
用
言
語
学
の
視
点
か
ら

現
代
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
問
題
を
研
究

ソ
ジ
エ
・
内
田
恵
美 

政
治
経
済
学
術
院
教
授

２
０
３
２
年
の
創
立
１
５
０
周
年
に
向
け
て
本
学
の
あ
る
べ
き
姿
を
考
え
る
「W

aseda V
ision 15

0

」。

そ
の
Ｖ
ｉ
ｓ
ｉ
ｏ
ｎ
の
ひ
と
つ
「
世
界
の
平
和
と
人
類
の
幸
福
の
実
現
に
貢
献
す
る
早
稲
田
の
研
究
」を
推
進
す
る
た
め
、

女
性
研
究
者
の
活
躍
を
通
じ
た
新
た
な
視
点
と
思
考
の
導
入
も
期
待
さ
れ
て
い
ま
す
。７
回
目
と
な
る
今
回
は
、ソ
ジ
エ
・
内
田
恵
美
先
生
に
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

プロフィール
ソジエ・うちだ・えみ
1994年早稲田大学第
一文学部英文学専修卒
業、1996年英国エセック
ス大学応用言語学MA
取得、2001年同Ph.D.取
得。2002年早稲田大学
政 治 経 済 学部 専任講
師。2010年より同教授。
同年、オックスフォード
大学現代日本研究MSc
取得。St. Antony’s Collegeにて客員研究員（2010年〜
2011年）。研究テーマは、英語教育、政治ディスコース分析、
モーリシャス共和国における言語政策。

▲ オックスフォード大学にて
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Odile DUSSUD
Professor,

Faculty of Letters, Arts and Sciences

オディール・デュスッド
文学学術院教授

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/

In the last year of High School (majoring mathematics), I hesitated which study I would major at university 

between paleoecology and classical literature. Both were concerned as reconstruction of the past, dealing 

with material trace, paleoecology seemed to be reliable, safe and yet likely to offer pleasant surprises. On the 

other hand, classical literature seemed to be more “risky” since I would have to deal with the ancient way of 

feeling, thinking and writing, moreover, to explore fascinating texts which get me into the inside of story. As I 

read them, my sensibility or even my behaviour had been influenced. In spite or because of all these reasons, 

I felt classical literature would be the most enthralling as my study. Furthermore, I was fond of language and 

mythology of the Ancient Greek and Roman Culture. They were also one of my passion, so I finally decided 

to study further on literature.

The training I was given in the special classes studying for the entrance exam for Ecole Normale Supérieure 

in Paris took me for 4 years to get in. All the courses I attended at school gave me the intellectual strength to 

develop these early inclinations and incorporate them in my actual research activities. The multidisciplinary 

lessons (literature, philosophy, history, English, Latin and Greek) and the discussions with my classmates 

widened my interests. They taught me not to hesitate to read difficult contemporary works and admire the 

important texts of theory or poetry. These studies also enabled me to distinguish questions from my own 

research more accurately as well as where I stood about the contemporary trend of literary studies. Roland 

Barthes’ works had a great importance and determined the rhetorical aspect of my method.

Since1987, I’d taught at several university in Japan as a part-time instructor for 5, 6 years. After I worked 

for Tokyo University at Komaba Campus for 6 years, I started my career at Waseda University as Professor 

Masao Suzuki who has been working there introduced me.  I have been researching different writings of the 

17th and 18th century in France, mainly examining the way Fénelon integrate Greek and Roman materials 

in his works and the reason why he did so. Moreover, I found the significance of regarding moral, social, 

political and religious context of his time. In 2009, I got an opportunity to go to France in a research team 

on a sabbatical leave which was such a rewarding experience for me. I became interested in the field of 

newspaper since I met some French researchers there, exploring the ways the journalists expressed the facts 

in those times. Those documents are open to read on the Web more and more these days.

Astonishingly, all these studies didn’t lessen the pleasure I have in reading books. Once I have finished 

scrutinizing a literary writing down to the smallest detail, I read it again entirely, I am always surprised to find 

myself enjoying a new and to be once more bewitched as if I have read the text for the first time. I feel that 

neither all the papers and books I read about it, nor my own limited research work exhaust its enigmatic 

energy and I am glad to think that new researchers will be attracted and discover more and more about it. 

Reading works of the past and talking about it with Japanese students in my seminar at Waseda University 

is always stimulating for me. I hope I could share my passion with them, stimulate their desire of researching 

the same field and give them some hints about how to do it, in their professional or private life. Dealing with 

literature is one of the few activities in which aging means getting more pleasure and more strength.

M          y pleasure:
discussing with students, 
reflecting the attraction of words

　高校最後の年、悩んだ末、大学での専攻を古典文学に決めました。物語の中へと引き込む魅惑的な古代ギ
リシャ、ローマの言葉や神話に夢中だったのです。パリの高等師範学校エコール・ノルマル・シュペリウールで
学んだことは大きな力となりました。友人たちは難解な現代作品にも取り組むことを私に教えてくれ、例えばロ
ラン・バルトの文学理論は私の研究に決定的な影響を与えました。1987年の来日後、東大を含むいくつかの大
学で講師を務めた後、鈴木雅雄教授の紹介で早稲田大学に赴任しました。専門は17、18世紀フランスのさまざ

まな著述の研究、主にフラ
ンスの宗教家フェネロンに
ついてです。古き時代の作
品を読み、学生たちと語り
合うことは私にとって常な
る刺激であり、彼らの研究
への熱意を刺激し、仕事・プ
ライベートでの“ヒント”をあ
げられたらうれしいです。年
を重ねるほど、面白さ・良さ
を増す—それが文学だと
思います。

抄訳：年を重ねるほど面白さが増す文学

フェヌロン『テレマックの冒険』より。
ジャック＝ルイ・ダヴィッド作

「テレマコスとエウカリウスの別れ」
(Les Adieux de Té lémaque et 
d'Eucharis, 1818)

近年関心がある新聞やジャーナリズム。
フランス語で書かれた18世紀の
ドイツの新聞
(Gazette de Brunswic, 10 janvier 1756)
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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」。今回は国際協力機構（JICA）の大野さんに、JICAが求める人材、学生時代の過

ごし方へのアドバイスをお聞きしました。

の

学生と進路選択

自分の足で情報を稼ぎ、
納得できる進路選びを

　国際協力の仕事の選択肢はさまざまです。昨
今では、CSRやBOPビジネス※など、民間企業か
らも関わることができます。海外の現場を軸足
にしたいのであれば、NGOや開発コンサルタン
トが良いと思いますし、外交の側面で活躍した
いなら大使館勤務や外務省という職場がありま
す。また法律などの専門家として国際協力に関
わっていくという方法もあります。最近では、開
発途上国と日本の研究者が共に研究を行い、環
境・感染症問題など、一国だけでは解決が難し
い課題に取り組んでいく地球規模課題対応国
際科学技術協力というプログラム（SATREPS）
があり、研究者として国際協力に携わる道もあり
ます。
　そうした多くの選択肢の中で、JICAは世界
150以上の国と地域で事業を展開する世界最大
規模の開発援助機関です。JICAの職員は、全て
の人々にとって豊かで平和な未来を築くため、現
場での実務のみならず、アカデミックな視点の双
方を持ち合わせて開発途上国の課題に向き合
い、最適なソリューションを提供することで、開発
途上国の国創りを支えていく仕事をしています。

　JICAの職場を一言で言うと、動物園です。とい
うのは、開発途上国が抱える貧困、飢餓、感染症
の蔓延、紛争、環境破壊など、さまざまな課題に
対して高い専門性を持ったバラエティ豊かな人
材が、それぞれ個性を発揮しているからです。共
通項は、開発途上国が抱える課題を解決すると
いうこと。そのために全員が自己研鑽を重ね、学
術的な議論もできるよう知識をブラッシュアップ
しています。若手でもJICAの看板を背負って一
国の代表と話をしなければならないので、常に勉
強しなければならないというプレッシャーがあり
ますが、職員には能力を開発するさまざまな機会
が用意されています。語学研修はもちろん、業務
に必要な知識を学ぶ研修が数多く用意され、海
外の大学院への進学支援や、国際機関（世界銀
行、アジア開発銀行など）への出向制度などもあ
ります。ちなみに、国際機関に学部卒で就職する
ことは難しいですが、JICAの新卒採用は半数が

学部卒で、入職後に修士の学位を取得するチャ
ンスがあることも魅力の一つだと思います。

　国際協力のプロフェッショナルとして、現場力・
構想力・発信力がJICAの職員には求められます。
現場のニーズを多くの関係者と信頼関係を築き
ながら的確に把握する。前例に囚われず、開発効
果が最大化されるような解決策を構想する。そし
て、JICAの現場の知見を発信し、国際社会にお
ける日本のプレゼンスを高めていくことが必要で
す。採用面接では、これらの素地があり、JICAで
活躍できそうかを見ています。また、JICAに限ら
ず国際協力という仕事では、一筋縄では解決でき
ない問題に対して、最後まであきらめず世界を変
えていきたいという気概が必要不可欠です。

　採用担当として学生さんとお会いして感じるの
は、一つのことに打ち込んだ経験のある人が少な
くなっているということです。例えば、1年間の留
学、NGOでの活動という経験はあっても、それが
将来の目的のためにどう位置づけられていたの
かが伝わってきません。自由な時間のある4年間
を無駄にしないためにも、なるべく早い段階から
進路を考え、将来につながるアクションを起こし
ていくことが必要ではないでしょうか。失敗して
後悔したとしても、それも大切な経験の一つ。行
動してみないと分からないことはたくさんあると
思います。
　私の場合は、マス・メディアなどでは表象されな
い民族問題をどのように世の人に知ってもらうか、
そうした人たちのために何ができるかという問題
意識を持ち、国際協力機関を調べているうちに、
後にJICAと統合する国際協力銀行（JBIC）の存
在を知りました。業務だけでなく、実際に働く人
を知りたいと思い、OB訪問はもちろん、シンポジ
ウムに参加した後に職員に話しかけたりして情報
を集めました。知識として知ることと、体験して知
ることはまったく別のものです。ネットなどの二次
情報で満足せず、自分の足で情報を取りに行き、
納得のいく就職活動をしてほしいと思います。

国際協力の仕事の
選択肢の一つとして

職員に求められる
現場力・構想力・発信力

失敗してもいい。
何かに打ち込んだ経験を

開発途上国の課題解決への
熱い思い

独立行政法人 国際協力機構
人事部 人事企画課 調査役

大野翔太郎

Profile
おおの・しょうたろう
京都大学総合人間学部卒業。2006
年国 際 協力銀 行（JBIC）に入行。
資金協力の分野でスリランカ、バ
ングラデシュ、中国の担当を経て、
2008年JBICの海外経済協力業務
がJICAに移管されるのにともない
JICAへ。2009年よりイラクに駐在。
2012年より現職。

独立行政法人国際協力機構

1950年代の技術協力開始に始ま
り、組織変遷を経て2003年に独立
行政法人国際協力機構として設立。
2008年より日本のODAを一元的
に担う世界有数の包括的な開発援
助機関となり、世界150以上の国と
地域で、技術協力、有償資金協力、無
償資金協力、国際緊急援助、市民参
加協力など、さまざまな支援メニュー
を展開。

　本学には、国際協力の仕事
にあこがれる学生がたくさんい
ます。大野氏のいう現場力・構
想力・発信力、そして最後まで
あきらめず世界を変えていきた
いという気概は、学生自身が自
ら決めた何かに、主体的に力
の限り打ち込むことによって、
身につけることができるもので
す。短期的には就職に結びつ
かない活動に見えることでも、
ぜひ果敢に挑戦していってほ
しいと思います。

キャリアセンターより

自ら決めたことに、
力の限り打ち込む

※ BOPビジネス：途上国の低所得層（BOP：base of the 
economic pyramid）を対象とした持続可能なビジネス。
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今号のオススメ

■『震災後に読む文学〈早稲田大学ブックレット〉』 
    堀内正規（文学学術院）編著　早稲田大学出版部　2013年3月

■『誰も知らないラファエッロ』 
    堀江敏幸（文学学術院）他著　新潮社　2013年3月

■『子どもの貧困と教育〈早稲田教育ブックレットNo.8〉』
    『高校の多様化と教員養成〈早稲田教育ブックレットNo.9〉』 
    早稲田大学教育総合研究所監修　学文社　2013年3月

■『古事記と小泉八雲』 
    池田雅之（社会科学総合学術院）他編著　かまくら春秋社　2013年3月

■『考える人・鶴見俊輔』 
    加藤典洋（国際学術院）他著　弦書房　2013年3月

■『エンサイクロペディア 現代ジャーナリズム』 
    早稲田大学ジャーナリズム教育研究所編　早稲田大学出版部　2013年3月

■『熱い都市冷たい都市〈増補版〉』 
    若林幹夫（教育・総合科学学術院）著　青弓社　2013年4月

■『大学とコスト―誰がどう支えるのか―〈シリーズ大学3〉』 
    吉田文（教育・総合科学学術院）他著　岩波書店　2013年5月

■『社会技術システムの安全分析―FRAMガイドブック―』 
    小松原明哲（理工学術院）監訳　海文堂出版　2013年5月

■『生物にとって時間とは何か』 
    池田清彦（国際学術院）著　角川学芸出版　2013年5月

■『大人のための高校化学復習帳―元素記号が好きになる―』 
    竹田淳一郎（高等学院）著　講談社　2013年5月

■『レクチャー現代ジャーナリズム』 
    早稲田大学ジャーナリズム教育研究所編　早稲田大学出版部　2013年5月

■『「危機」と向き合うジャーナリズム 
     〈石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞記念講座2012〉』 
    谷藤悦史（政治経済学術院）編　早稲田大学出版部　2013年6月

■『戦争とたたかう―憲法学者・久田栄正のルソン戦体験―』 
    水島朝穂（法学学術院）著　岩波現代文庫　2013年6月

■『「こころ」で読みなおす漱石文学―大人になれなかった先生―』 
    石原千秋（教育・総合科学学術院）著　朝日新聞出版　2013年6月

■『ファッション&ラグジュアリー企業のマネジメント 
      ―ブランド経営をデザインする―』 
    長沢伸也（商学学術院）他監訳　東洋経済新報社　2013年6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10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。

Books

会場 東伏見キャンパス　日程  9月23日（祝・月）
  昨年は3,000名が参加したイベント。子供から大人まで、老若男女どなたでも

参加できる楽しいスポーツ体験プログラムが盛りだくさんです。
問   競技スポーツセンター　TEL：03-5286-3757　http://waseda-sports.jp/

第2回 早稲田スポーツフェスタin東伏見

会場 総合学術情報センター 国際会議場　日程  10月4日㈮・5日㈯
  留学に興味のある方は、留学への第一歩として留学フェアに参加し、多彩な

早大留学プログラムの魅力と概要についての話を聞いてみませんか。
問   留学センター　TEL：03-3208-9602　http://www.cie-waseda.jp/jp/

秋の留学フェア

会場 早稲田大学、東京都内大学など　日程  10月13日㈰
  都心の大学を巡りながら大隈講堂を目指すウォーキングイベント。健康増進

および参加者同士の交流と親睦を深めることを目的とし、一般の方でも気軽
に参加いただけます。

問   学生生活課　TEL：03-3203-4341

早稲田大学 体育祭 Tokyoハイク 2013

会場 大隈記念講堂、小野記念講堂　日程  10月14日（祝・月）〜 10月30日㈬
  大隈・小野記念講堂で、各箇所で企画された展示・講演・対談・シンポジウム・

上映会などが開催され、早稲田文化の発信源となるイベントです。
  ※企画の概要は9月下旬より「早稲田文化」Webサイトに掲載
問   文化企画課　TEL：03-5272-4783　http://www.wasedabunka.jp/

早稲田文化芸術週間2013

会場 19号館 7階教室　日程  8月1日㈭　9：45 〜 17：50（予定）
  トランスナショナルな地域共生のためのガバナンスや自治を目指し、ASEAN

＋3諸国の知識人と次世代の若者たちが対話する国際シンポジウム。
問   早稲田大学アジア太平洋研究科 キャンパス・アジアEAUIプログラム事務局
 　TEL：03-5286-2755　http://www.waseda.jp/gsaps/eaui
 　申し込み：campus-asia@list.waseda.jp

日・ASEAN友好交流40周年記念国際シンポジウム
Transnationalism, Regional Governance and Autonomy
―Bridging New Generations in ASEAN and East Asia―

坪内博士記念演劇博物館
①『早稲田所縁の映画人』『大河ドラマ第1作の名優』特集
②『アジア演劇仮面展―館蔵コレクション』
会場 ①2F 企画展示室Ⅱ　②2F 企画展示室Ⅰ
日程  ①4月16日㈫〜 8月4日㈰
  演博は本年度より映画・映像に関する常設展示の空間を拡大し、資料紹介を

より充実させていきます。第1弾は「早稲田所縁の映画人」特集・「大河ドラマ
第1作の名優」特集です。

  ②6月7日㈮〜 8月4日㈰
  アジアで最初の演劇博物館である当館では、多数のアジアの仮面を所蔵。中

には、演博にしかない貴重な仮面もあり、迫力満点の展示に。
問   坪内博士記念演劇博物館　TEL：03-5286-1829
 　http://www.waseda.jp/enpaku/

會津八一記念博物館
①「AIZU MASK FESTIVAL」　②「青いやきもの」
会場 ①2階 常設展示室 特集展示スペース　②1階 富岡重憲コレクション展示室
日程  ①6月24日㈪〜 8月4日㈰
  早稲田大学が所蔵するパプアニューギニアの仮面資料と、現地のお祭りには

欠かせない手持太鼓をあわせて展示します。
  ②7月5日㈮〜 9月21日㈯　10：00 〜 17：00（入館は16：30まで）
  染付や青花といわれるコバルト顔料で絵付けされた磁器、青磁、そして青といっ

た釉薬による青い陶磁器など、青い陶磁器を夏の時期にあわせて展示します。
問   會津八一記念博物館　TEL：03-5286-3835
 　http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html

2013稲門祭
会場 早稲田キャンパス　日程  10月20日㈰
  校友の、校友による、校友のための祭典。講演会やパフォーマンス、模擬店な

ど楽しい企画が目白押しです。祭典当日まで稲門祭限定グッズも販売中（収
益はすべて奨学金）。どなたでも気軽にご参加いただけます。

問   早稲田大学校友会2013稲門祭実行委員会　TEL：03-3202-8040

Events7-10月

『書くことによる生き方の教育の創造
  ―北方教育の進路指導、キャリア教育からの考察―』
三村隆男（教育・総合科学学術院）著　学文社　2013年3月

携帯の操作を見ても日本人は書くことが好きなことがわかり
ます。本書は、書くことを通して生活を見つめた教育運動であ
る北方教育とキャリア教育との関係を「生き方の教育」という
キーワードで考察したものです。ニート、フリーター問題で登場
したように捉えられているキャリア教育ですが、その系譜は戦
前の職業指導に端を発しています。そこには、子どもたちの生
き方に真摯に向き合った実践者たちの壮絶な取り組みが存
在するのです。

『続 わが子の「やる気スイッチ」はいつ入る？
  ―わが子のスイッチオンを見るために親ができること ―』
菅野純（人間科学学術院）著　主婦の友社　2013年3月

親は誰でもわが子が意欲的であってほしいと望む。しかし意欲
を育てる方法となると意外にも貧しい。「やる気を出しなさい！」と
いった言葉が子どもに向かって放たれるが、子どもはそうした言
葉のみでやる気を出すだろうか？「やる気を出さない―叱る―さ
らにやる気がなくなる」という悪循環がよく見受けられるのであ
る。本書は「やる気のない」わが子に悩む親に向けて、わが子が
自分の力で「やる気スイッチ」を押せる子になるために、親がいま
できることを説いている。



『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、
お寄せください。

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

※CAMPUS NOWは年5回発行の予定です。次号は、10月下旬発行を予定しています。

大隈記念講堂と大隈庭園の間を縫う小道のかたわらに、
第二次世界大戦で犠牲になった本学学生・教職員・校友約4,300名を悼み、

平和を祈念するための碑
いしぶみ

が静かにたたずんでいます。
雨中の行進で知られる出陣学徒壮行会が開かれたのは70年前の1943年、

奇しくも本学創立記念日にあたる10月21日のことでした。

征く人のゆき果てし校庭に音絶えて

木の葉舞うなり黄にかがやきて

多くの学友が出征し、人影もまばらになった学苑の寂しい風景を、
女子学生・宇津宮満枝さんが詠んだ歌です。

1990年の創立記念日に除幕された祈念碑の裏面には、この歌とともに
「学生のいないところに教育は成り立たない。平和こそ教育の原点である」という

当時の西原春夫総長による碑文が刻まれています。
以後毎年、数千名の校友が母校に集うホームカミングデーの朝には、

総長をはじめ大学関係者がこの碑に献花を行い、鎮魂と平和の祈りを捧げています。

学苑の平和を見守る祈念碑
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