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P 本学教授に環境大臣賞、総務大臣賞
多年にわたる貢献に対し

PRIZE

環境保全などに対する本年度環境大
臣賞の受賞者が発表され、
三浦慎悟人

略の累次の改訂を通じて環境行政の推

における日本のプレゼンスを向上させ国

進に貢献したことが評価されました。

際機関との関係強化を推進した業績な

間科学学術院教授が「環境保全功労

一方、
経済社会の情報化促進への貢

者環境大臣表彰」に選ばれました。同教

献に対する総務大臣賞は小尾敏夫国際

授の専門は野生動物管理、
動物生態学

学術院教授が受賞。
ICT成長戦略会議

などで、
野生動物を人間との軋轢を回避

委員としての超高齢社会におけるICTの

しつつ次世代へと引き継いでいくための

利活用の知見からICT戦略策定に対す

研究を続けています。今回の表彰では、

る尽力や、
電子政府推進員協議会長とし

生物学、
動物生態学の専門家として、
中

てわが国のオンライン申請を普及・促進

央環境審議会における野生動物保護・

するなど電子政府の普及・促進に貢献し

管理に関わる審議や生物多様性国家戦

たこと、
また、
情報通信分野で国際社会

どにより受賞に至ったものです。

三浦教授

小尾教授

U 小林麻理教授が女性初の検査官に
大隈重信ゆかりの会計検査院

UNIVERSITY

国の収入支出の決算などの検査を行
う会計検査院。政府の筆頭参議だった
本学「建学の父」大隈重信が建議し、

同院長も務めた大塚宗春常任理事に

の利益のために、
ま

続いて2人目となります。

さに国民の目線に

小林教授は管理会計、
公会計が専門。

立って、そして早稲

「建学の母」小野梓が基礎を築いた同

複雑化する社会環境の中で、
税金をいか

田の在野精神をもっ

院の戦後35人目の検 査官に、女性で

に効率的かつ効果的に用いているかを

て全身全霊をかけ

初となる小林（柳）麻理政治経済学術

チェックする会計検査院の機能を重要と

て取り組んでいきた

院 教 授が8月1日付で任 命されました

し、
「この重要な職責に、
これまで培って

い」と熱く意気込み

（任期7年）
。本学教員出身の検査官は、

きた研究結果を、
現在および将来の国民

を語りました。

小林教授

U 東京医科歯科大学と連携協定を締結
次世代グローバルリーダーの育成をともに

UNIVERSITY

を締結、
7月18日に調印式を執り行いまし

学が育成すべきグローバル人材に関して

と本学は、
学術交流を通じて教育・研究

た。今後は、
グローバル人材育成に関す

基調講演。続いて、
福原正大 Institution

のレベルを一層高めるとともに、
グローバ

るシンポジウムの開催や、
学生イベントの

for a Global Society社長をはじめ、
両大

ルな視点から相互に教育・研究活動な

共催・相互参加などの学生交流、
ワーク

学学生および高校生の代表が、
各自の

どを行うため、
広範な連携に向けた協定

ショップ・単位互換・共同授業などの教

経験などを交えてグローバル人材とは、

育連携や、
研究面でも、
医理工連携のほ

またその育成はどうあるべきかについて

か東医歯大歯学系教員と本学工学系・

講演した後、
パネルディスカッションへ。グ

スポーツ科学系教員との連携も検討し

ローバル人材の育成モデルや両大学で

ていく予定です。

展開する人材育成教育が主なテーマと

東京医科歯科大学（大山喬史学長）

なお当日は、
連携事業の第一弾として

調印後に握手を交わす大山学長（左）
と鎌田総長

2

なり、
参加学生から鎌田総長の考えるグ

グローバル人材シンポジウム「学生目線

ローバル人材像への質問が出されたり、

でグローバル人材育成を考える」
も開催さ

東医歯大の須田理事が会場から発言す

れ、
大山学長、
鎌田総長が、
それぞれの大

るなど、
活発な議論が行われました。

U 大学全般

P 受賞

R 研究・教育

A 各種活動

U eスクールが設立10周年記念式典
大学教育の新しい形を目指して

UNIVERSITY

スクーリングを除くほとんどの授業

卒業生、在校生が駆けつけました。式

をインターネット配信で行う日本初の通

典では藤本正人所沢市長らの祝辞の

信教育課程・人間科学部eスクールは、

あと、同スクール在学生の六代目花柳

2003年4月の設立以来764名の卒業生

芳次郎さんが特別舞踊「連獅子」を披

を送り出しています。
10周年を迎えた今

露。続く記念講演、
パネルディスカッショ

年7月27日、
所沢キャンパスでの記念式

ンのあとの懇親会にも300名近くが参

典には、
教員や教育コーチをはじめとす

集し、
応援部のリードによる校歌の大合

る大学関係者のほか、遠方から多くの

唱で思い出深い1日を締めくくりました。

所沢キャンパス生協食堂での懇親会

R 第1回「言葉の／言葉によるシンポジウム」開催

RESEARCH
&
EDUCATION

本学独自の言語教育を展開するための礎に

「Waseda Vision 150」はグローバル

標榜しており、
8月1日、
本学の言語教育の

きたTutorial Englishの内容やその顕

リーダー育成の基盤として多言語教育を

方向性について全学的な議論を始める

著な効果を報告し、
今後も「進化する

べく「言葉の／言葉によるシンポジウム」

Tutorial English」を目指すとの抱負を

と題した連続シンポジウムの第1回が開

披歴。続く、
安藤文人文学学術院教授と

催されました。

Tutorial English履修経験者の学生も

Tutorial Englishの経験について学生から報告も

当日は「早稲田・英語基盤教育の挑

交えたパネルディスカッションでは、
学ん

戦〜 Tutorial English 17年を振り返っ

だ言語を用いて実際に経験を積む場を

て～」をテーマに、
中野美知子教育・総

どのように提供することができるかが、
大

合 科学 学 術院 教 授が、
自律した英語

学としてのひとつの大きな課題であると

学習者を育てるために開発・推進して

の結論に至りました。

U 9月卒業式・入学式を挙行
外国人留学生も集まり散じて

UNIVERSITY

本学の国際化を象徴する9月卒業式・

含む1,291名が新たな

入学式が挙行され、
15日の卒業式・学位

一歩を踏み出しまし

授与式では約500名の外国人留学生を

た。鎌田総長は、
昨年

午前中の雨もあがり青空の下での卒業式

卒業式でのカルダー氏と鎌田総長

入学式で挨拶する佐々木氏

11月に策定した「Waseda Vision 150」

を持った人々が相互の理解を深め、
自ら

にふれ、
「早稲田大学とともに、
すべての

の学識と人格を磨いていくことで、
世界

人々が安全で幸福な生活を営むことの

の平和と人類の幸福の実現に一歩一歩

できる平和で豊かな社会の実現のため

近づいていけるものと確信しています」

に、
日々努力を重ねていこうではありま

と新入生への期待を述べました。続い

せんか」と激励。米ジョンズ・ホプキンス

て、
三菱商事株式会社相談役の佐々木

大学のライシャワー東アジア研究所所長

幹夫 氏（1960年理 工卒）に名誉 博士

であるケン卜・E・カルダー同大教授から

学位（Doctor of Science）
が贈呈され、

も祝辞が送られました。

式を締めくくる校歌斉唱では、
約650名

一方、
21日の入学式では学部生・大学

を占める留学生たちも慣れないながら

院生843名が入学。鎌田総長は「さまざ

「早稲田、
早稲田」と一生懸命声を合わ

まな文化的背景を持ち、
異なる価値観

せていました。
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R 文部科学省の各種事業に本学プログラムが採択

RESEARCH
&
EDUCATION

さらなる教育研究の向上を推進へ

研究大学強化促進事業
同事業は世界水準の優れた研究活
動を行う大学群の増強を目指して研究
力強化の取り組みを支援するもので、

助成金

機関・大学名

4 億円

東京大、京都大、東北大、名古屋大

3 億円

早稲田大、筑波大、東京医歯大、東工大、電通大、大阪大、広島大、九州大、
奈良先端大、自然科学研、高エネルギー研、情報 ･ システム研

2 億円

慶應大、北海道大、豊橋技科大、神戸大、岡山大、熊本大

支援対象となった22大学・機関のひと

本学では「Waseda Vision 150」に

め、研究推進体制の強化、研究環境の

つとして本学も毎年3億円の助成金を

基づき、世界と競える研究集団を形成

整備・改革を加速し、国際研究大学と

10年間交付されることとなりました。

し社会と結びついた実学を推進するた

しての地位の確立を目指します。

私立大学戦略的研究
基盤形成支援事業
柴山知也理工学術院教授を研究代
表とするプロジェクト「減災研究の国際

研究分野の関係図
1.津波・地震による構造物被災の減災技術
被災機構の解明

津波・地震対策技術の開発

既往の対策技術の高度化

◦津波被災機構
◦高潮被災機構
…etc.

◦鋼構造物
◦コンクリート構造物
…etc.

◦構造物の制振技術
◦地盤の液状化対策
…etc.

展開のための災害研究基盤の形成」
が、

2.複合災害機構の解明と減災

本年度標記事業に選ばれ、
早稲田大学
内にカナダ、
イギリス、
イラン、
インドネシ
ア、
タイ、
タンザニア、
ブータン、
チリ、
ベトナ
ムなど世界各国の災害研究者が集い、
津波・高潮・地震・噴火による複合災害

総合的対策立案
減災計画に関わる研究
◦地域性を考慮した高潮予測
◦津波・高潮避難の方略
◦火山噴火に対する備災
…etc.

複合災害に関わる研究
◦河川災害の対策
◦避難困難者への対策
◦液状化による二次被害
◦地域性を考慮した複合災害
…etc.

復興計画に関わる研究
◦災害後の環境汚染対策
◦復興プロセスの解明
…etc.

研究を行う国際的研究拠点が形成され
るととなりました。災害研究の先進国で

院内の災害研究の伝統を生かして、津

および複合災害機構の解明と減災の

ある日本の学問的蓄積、
本学理工学術

波・地震による構造物被災の減災技術、

2つの面から研究を展開していきます。

博士課程教育リーディングプログラム

「システム・ネクスト」リーダー養成スキーム

※図中のD1、
D2……は、
博士課程における学年を示す

本年度の標記事業に、
大学院基幹理
工学研究科および創造理工学研究科
を中心とした「実体情報学博士プログ
ラム」が採択されました。
本学申請の同プログラムは、情報技
術が持つコンピューティングベネフィット
（計算の効果）
、
通信技術が持つネット
ワークベネフィット（資源共有の効果）
、
機械技術が持つボディベネフィット（実
在と力の効果）の複合的価値創出を指
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向する中で、
医療・環境エネルギー等の

価値）を導く「実体」と「情報」の融合

先導する、
先見力、
構想力、
突破力を兼

重要分野におけるアプリケーションベネ

学としての「実体情報学」を構成。この

備した「システム・ネクスト」リーダーを

フィット（問題を解くこと自体の直接的

新学術領域におけるイノベーションを

輩出することを目指します。

U 大学全般

P 受賞

R 研究・教育

A 各種活動

R 「研究の早稲田」から最先端の成果を報告

RESEARCH
&
EDUCATION

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

究極効率のエンジンを生む
燃焼原理を発見
理工学術院の内藤健教授らは、
単体

きれば、
新たな軽量高性能航
空宇宙機だけでなく、
自動車
用の次世代高性能エンジン
を生む可能性もあります。

でサイズによらず、従来の2倍以上の熱

現在の自動車エンジンの

効率ポテンシャルを持つエンジンを生

最大熱効率は30%程度。単

み出すための画期的なエネルギー変換

体熱効率60%以上の「安価

原理（新圧縮燃焼原理）を見出しまし

な究極効率エンジン」の自動

た。同原理は、内藤教授が構築した新

車なら、現在のハイブリッド

たな熱流体力学理論を駆使した思考

車を凌駕する実質燃費も可

実験とスーパーコンピュータシミュレー

能となると思われます。さらに、この高

合効率を向上させる可能性もあり、当

ションと高速空気流実験により考案さ

効率エンジン搭載車を使って各家庭で

面の環境エネルギー問題を解決する新

れたもの。今後、その有効性が確認で

発電すれば、社会全体のエネルギー総

機軸になると考えられます。

自律移動型
環境モニタリングロボットを開発
高西淳夫理工学術院教授の研究室

新原理確認実験のための自動車用プロトタイプエンジン

電話回線を使用して遠隔操
作を行うため、日本にいなが
ら海 外で操 作することも可
能です。

と㈱JAPAN ROBOTECHは、スマー

大規模な環境モニタリン

トフォンを搭載した遠隔操作や自律移

グは、機 器の設 置や持ち込

動ができる安価な環境モニタリングロ

みで環境を破壊する恐れが

ボットを共同開発しました。ロボット

ある一方、小規模なモニタリ

は凸凹した山林も走行可能で、搭載ス

ングでは十分な調査が困難

マートフォンや各種センサを使用して

です。このロボットを使用す

写真・データなどの環境情報を収集、

れば環境負荷を最小限に抑えつつ、環

など有害物質の調査などで活躍が期

移動と計測を自動的に繰り返しながら

境に関するさまざまな情報収集が 可

待され、今後、コスト削減と実証実験を

環境モニタリングを行えます。また携帯

能となります。空中放射線量やPM2.5

進め実用化を目指します。

放射性物質除染作業を
効率化するカメラ製品化

6つの楕円型車輪により、
本体全長の半分の最大18cm程度の段差も楽々

同カメラは、
ガンマ線がシンチレー
タ 中の電子と衝突し、エネルギー
※

の一部を失って飛行方向を変える

片岡淳理工学術院准教授のグルー

コンプトン散乱を計測することでガ

プは、浜松ホトニクス㈱の大須賀慎二

ンマ線分布を画像化し、放射性物

中央研究所第一研究室長代理らと、科

質の除染に役立てるために開発し

学技術振興機構（JST）先端計測分析

たものです。居住制限区域に相当

技術・機器開発プログラムの一環とし

する1時間当たり3.8から9.5マイクロ

て、高感度で実用的な角度分解能を併

シーベルト程度の環 境下で、放 射

せ持ち、軽量で低価格なガンマ線撮像

性物質の集積（ホットスポット）を数分

用「コンプトンカメラ」の実用化に成功

程度で撮像できます。当面は、福島県

開始します。

しました。

の除染が必要な自治体に限定してモニ

※放射線によって蛍光を発する物質。

コンプトンカメラ（三脚とパソコンも含む）

ター用として貸与し、来年には販売を
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A 東アジアの平和的発展を考える講演会を開催
丹羽前中国大使らが講演

ACTIVITY

7月18日、井深大記念ホールにて、前

済協力枠組み協定）後の日台経済協

駐中国大使の丹羽宇一郎本学特命教

力関係」をテーマにそれぞれ講演。

授※と台湾三三企業交流会会長で前中

東アジアの平和と繁栄のために、
さら

国国民党副主席の江丙坤氏を講師に、

なる経済連携が必要であると訴える

「東アジアの平和的発展を求めて〜日

両氏からの提言に、
参加した約500名

台による新視点からの提言〜」と題す

の学生が熱心に耳を傾けました。

る講演会を開催しました。

※特 命教授：その識見、経験などに照らし、
その協力を求めることが特に本学の発
展に寄与すると認められる方を嘱任して
います。

丹羽特命教授が「日中関係と日本経
済のこれから」
、
江氏は「ECFA（中台経

特別講演会に参加した貴賓、
留学生、
教職員

A 「アジア演劇仮面展」「AIZU MASK FESTIVAL」開催
アジア各地の仮面が早稲田に集結

ACTIVITY

6月7日から8月4日、
演劇博物館におい

一方、
毎年7月にパプアニューギニア・

て「アジア演劇仮面展」が開催され、
同

ニューブリテン島で行われる仮面を持

博物館が多数所蔵している、
中国・韓国・

つ部族の祭典「ナショナル・マスクフェス

インド・インドネシア・モンゴルなど各国の

ティバル」
にあわせ、
6月24日から8月4日の

儀式や芸能で実際に使われた仮面が一

期間に會津八一記念博物館にて開催さ

堂に（写真上）
。仮面をつける役者は解

れたのが、
「AIZU MASK FESTIVAL」

釈を加えて演技するのではなく、
神を自

です。ニューギニアのお祭りを通じて、
南

らの体に憑依させて一体となると言われ

の島の多種多様な精霊の姿が楽しめる

ます。その鬼神の迫力を感じる表情豊か

マスクはどれもユニーク（写真下）
。時間

なマスクに、
来場者もすっかり魅入られた

や日常を忘れるかのように、
館内をゆっく

様子でした。

り巡る人々が多く見られました。

さまざまな表情の仮面が並ぶ

現地語名は「アワン」
。
イアトムル族の儀礼や踊りのとき、
男性が被る仮面

A 被災地支援のため、多くの学生が東北へ
「微力だが無力ではない」を合い言葉に

ACTIVITY

東日本大震災から2年半、
本学は「被

どを中心とした「被災地域支援」を位

銘打った大会を開催して少年たちと交

災学生の就学支援」
「研究を通じた復

置づけています。平山郁夫記念ボラン

流するなど体育6部約160名が東北へ。

興支援」に並ぶ柱としてボランティアな

ティアセンター（WAVOC）はその中核

ほかにも、泥かき・瓦礫撤去、イベント

を担い、これまでに4,000名を超える学

運営支援、文化交流、学習支援等々で、

生を東北に派遣してきました。

すでに6百数十名の学生が被災地での

今年度に入り、野球部が福島、岩手、

宮城県本吉響高校の生徒と交流する4年生部員
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ボランティア活動に従事しました。活動

宮城県の12高校に赴いて現地の高校生

を通じて多くを学び感じて戻った学生

らに野球指導を、米式蹴球部53名がい

たちはいま、秋のキャンパスでそれぞれ

わきでオリーブ畑の整備に携わり、
ア式

の課題を胸に勉学や課外活動に励ん

蹴球部が陸前高田で「ワセダカップ」と

でいます。

U 大学全般

P 受賞

R 研究・教育

A 各種活動

A 「2013 早稲田スポーツフェスタ in 東伏見」を開催
早稲田スポーツを支えていただいている皆様に感謝を込めて

ACTIVITY

いただいている地域の皆様、
早稲田ス

当日は、
鎌田総長、
丸山浩一西東京市

「2013 早稲田スポーツフェスタ in 東伏

ポーツファンの皆様への感謝の気持ち

長、
野球解説者の小宮山悟氏（1990年

見」
。東伏見の体育施設は、
大正時代に

を込めた地域交流の場として、
スポーツ

教育卒、
2008年スポ研修了）他のゲスト

文武両道の場として開設して以来、
多く

体験教室、
スタンプラリー、
応援部・ワセ

が参加され、
“ワセダベア”や“いこいー

の体育各部部員が日夜トレーニングに

ダクラブちびっこチアが華を添えたスペ

な”
（西東京市）
“ゆりーと”
、
（スポーツ

励み、
日本のスポーツの歴史を築いてき

シャルステージ、
地元商店会の屋台など、

祭東京2013）
“レイ
、 ル君、
スマイルちゃん”

た早稲田スポーツの聖地です。昨年から

スポーツを体験する・観る・味わうプロ

（西武鉄道）のマスコットたちも登場し、

始まった同フェスタは、
日頃からご支援

グラムを実施しました。

9月23日の 秋 分 の日に 開 催され た

早稲田スポーツのお祭りは大いに盛り
上がりました。家族連れを中心
に約4,000名の方々に来場いた
だき、東伏見を中心にスポーツ
を通じての社会連携、
社会貢献
活動が深まるとともに、
スタッフ
である体育各部部員が成長する

卓球部による「Let’
sピンポン！」

アメリカンフットボール場で記念撮影

機会にもなりました。

A 瀬戸大也選手が世界水泳で金メダルを獲得
400m個人メドレーで日本人初！

ACTIVITY

スペイン・バルセロナの地で行われ
た世界水泳選手権の男子400メートル

満点、最高のパフォーマンスができた」
と満面の笑みを見せました。

個人メドレーで、水泳部の瀬戸大也選

再来年の世界選手権で2大会連続の

手（スポ科1年）が自己ベストを大きく

金メダル獲得、そしてリオデジャネイロ

更新して金メダルを獲得し、世界の頂

五輪制覇を目標に、今後もますます練

点に立ちました。同種目での日本人選

習に余念がない瀬戸選手。9月9日には

手の金メダル獲得は、五輪、世界選手

金メダルとともに鎌田総長を訪問し、

権を通じて初めてという快挙。
「100点

快挙を報告しました。

左から友添スポーツ科学学術院長、
鎌田総長、
瀬戸選手

■5年一貫制博士課程「先進理工学専攻」設置について
2014年度から大学院先進理工学研究科に、5年間の一貫制博士課程「先進理工学専攻」が設置されます。同専攻では物理、化学、
生命科学、電気・電子に跨る横断的な研究教育を実施。複数の課題が複雑に絡むエネルギー問題などグローバルイシューの解決に資
する力を身につけ、科学技術に関する卓越した専門能力、国際的な舞台でリーダーとして活躍できる広い視野と実行力を持った博士
人材を育成していきます。
詳しくはWebサイト▶ http://www.waseda.jp/jp/news13/130705_ase.html

■“Waseda Vision 150”連載企画「私にとって早稲田大学とは？」について
2013年10月6日より、
“Waseda Vision 150”連載企画「私にとって早稲田大学とは？」を読売新聞紙面上にて開始しました（毎
週日曜日第1社会面広告欄に掲載）。創立150年を迎える2032年に向けて、いま一度「早稲田大学」について考える― 早稲田大学
の「多様性」とはなにか。各界で活躍される本学に縁のある方々におたずねしました。続々届く“声”から、目指すべきものを考えてい
きます。なお、本学Webサイトでは、紙面掲載分以外の2つの質問に対する各氏の回答もご覧いただけます。
Webサイト▶ http://www.waseda.jp/jp/sp/2013/message.html
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Special Report

早稲田大学は坪内逍遙による文学部創立、文芸雑誌「早稲田文学」創刊に始まり、
これまで多くの文学賞受賞者や編集者、研究者を輩出するなど、
「文学」の世界に力を発揮してきました。
こうした文化人たちがつくりあげた「早稲田の文学」とはどのようなものでしょうか。
早稲田に関わる人々の誇りの一つである「早稲田の文学」を
改めて掘り下げ、その魅力に迫ります。

堀江敏幸

文学学術院教授

松家仁之氏

十重田裕一

8

文学学術院教授

鼎

談

早 稲田大学出身の編集者で作家の松 家仁 之 氏、
十重田裕 一文学 学 術院 教 授、堀江敏 幸文学 学 術院 教 授の3 名に、
「早 稲田の文学」の魅 力、文学 界への影 響、今後の展開など幅 広い話を伺います。

て、大学には5年間通いました。新潮社を
辞めてから、
初めての長篇小説『火山のふ
もとで』
（2012年）を書きあげることがで
― 皆さんは既知の間柄だと伺ってい

きました。

ます。まずは近況報告も兼ねて、読者へ

堀江 本当の意味で、つまり自分で納得

の自己紹介をお願いします。

のゆく形で作家になるまで、長い時間を

十重田 私は、学部では堀江さんと同じ

かけた。この持続力が「早稲田の文学」

文化構想学部の文芸・ジャーナリズム論

に通じていると思いますね。

系、大学院では文学研究科日本語日本文
学コースで教えています。専門は近代日

― 坪 内 逍 遙 が 文 学 部を創 設して以

本文学ですが、最近では、コロンビア大

来、早稲田における「文学」は非常に大

学の友人たちと『検閲・メディア・文学』

きな存在です。改めて、
「 早稲田の文学」

（2012年）を編集し、
『岩波 茂 雄』
（2013
年）という評伝を書きました。

とは何だと思いますか。
十重田 「早稲田の文学」という表現は、

松家 私が学生のころには「論系」とい

多様で幅広く、懐の深いところを言い表

う分け方はありませんでしたね。

しているのかもしれません。
「早 稲田大

十重田 論系という呼称には、創造的に

学の文学」や雑誌「早稲田文学」とも異

論じながら新たな学問を切り開いていく

なり、
「早稲田」という場と何らかの関わ

というメッセージが込められています。堀

りから生み出された「文学」ということ

江さんは、芥川賞受賞作の『熊の敷 石』

でしょうか。もちろん、早稲田大学に入学

（2001年）をはじめ、多数の創作を著し、

し、卒業あるいは中退して「文学」に関

また翻訳家、研究者としても活躍されて

わる方もいれば、大学には入学していな

いますね。

いけれども、雑誌「早稲田文学」や早稲

堀江 僕はもともとフランス文学を研究

田という土地に関わりを持ちながら創作

していました。フランス語を教えたり、翻

する方もいます。
「早稲田の空間」に集う

訳をしたりしながら、徐々に創作に移行

人々がつくり出す魅力的な創作が「早稲

し、現在に至っています。松家さんは卒

田の文学」です。

業後、出版社で長く編集者として活躍さ

松家

れました。いまは、書く側の人間でもある

も、
「早 稲田の空間」は私の意識の底に

んですよね。

残っていました。講師として週に一度、早

松家

卒業して30年以上経ったいまで

私は1982年に卒業して新潮社に

稲田に通っているときに、忘れていた記

入社し、
28年間編集者として文学や学芸

憶がふいによみがえってきて自分でも驚

の世界に携わってきました。大学3年のと

きました。友人や先輩とのやりとり、恩師

きに『文學界』の新人賞に応募して佳作

のことばなどが、構内の光景とともに目

になり、
短篇小説を掲載してもらったこと

に浮かぶんです。

があったのですが、そのあとに続く作品

堀江

がまったく書けず、
卒業後の進路にも迷っ

学生たちすべてが「早稲田の文学」を形

書かれた作品だけでなく、教員、
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づくっているのではないでしょうか。松家

うか。文学部の構内に向かってのぼって

故郷に通じる郷愁を抱いたのでしょう。

さんの小説『火山のふもとで』に出てくる

ゆくスロープは、その「空間」に入ってゆ

堀江 「都の西北」の西北という言葉に

建築事務所にもつながりますが、
「空間

く儀式の一部だった気がします。いまは

は、都（千代田区）を中心とした囲いの

性」がある種の発想を生み出すんです。

戸山カフェテリアや戸山図書館など、
自分

外にある自由な感覚、つまり「在野」とい

の時間を確保できる空間が増えてうらや

う意味が込められていますね。最近はそ

ましいです。当時は身の置きどころがな

のイメージも薄れているようですが、学

いと感じることもありましたので。

内ではいまも「在野精神」が残っていま

堀江

逆に、身の置きどころのないとこ

すし、残さなければならないと思います。

―「早 稲 田の文学」の魅 力とは何で

ろから生まれるものもあります。教師とし

松家 私は東京生まれ東京育ちなので、

しょうか。

て20年ぶりに校舎に入ったとき、学生時

地方出身の同級 生 が 下宿や県人寮で

松家

代の居場所だった、31号館から33号館へ

一人で生きている姿に、かなわないなと

たぶん「早稲田の空間」の中に、

見えない形としてあるものじゃないでしょ

の角にある自動販売機の前、低い天井、

思っていました。入学早々のコンパでは

リノリウムの床の、まさしく身の置きどこ

地方学生の迫力に「これが早稲田のパ

ろのなさへの親しみが、鮮やかによみが

ワーか！」と圧倒されたのを覚えていま

えってきました。そうした狭い場所に集

す。いろんな仲間が力を発揮しながら、

まって、別種の空間をつくり出す人間の側

個性を失わずに独特の味をつくり出す

のシステムは、いまも失われていません。
十重田 「空間」と「身体 感覚」は大 切
です。私は時おり、千代田区の九段下、飯
田橋あたりから早稲田まで歩くことで、
かつての東京の都市空間の感覚を追体
験しています。少なくとも、明治時代から
昭和時 代前期の早 稲田は、中央（千代
田区）から離れた「郊外」という位置づ
まついえ・まさし
1958年東京都生まれ。小説家、編集者。早
稲田大学第一文学部卒業後、新 潮社に入
社。海外文学シリーズ「新潮クレスト・ブッ
クス」や季刊総合誌「考える人」を創刊。
「考
える人」
「芸 術 新 潮」の 編 集 長を歴 任し、
2010年退 職。
2009年より慶 應 義 塾 大 学
特別招聘 教 授。
2012年に長篇小説『火山
のふもとで』
（新潮社）で小説家デビューし、
翌年、第64回読売文学賞を受賞。最新刊に
『沈むフランシス』
（2013年新潮社）
。

1882年〜 1944年
18 8 2 年 東京専門学校開校
18 9 0 年 坪内逍遙博士らにより
文学科創設
18 9 1年 第1次「早稲田文学」
創刊（坪内逍遙）

写真右から2人目が
坪内逍遙

けでした。堀江さんがパリの郊外を舞台
とする『郊 外へ』
（1995年）で描かれて
いるように、
「郊外」はいろいろな変化が
生まれる場所です。井伏鱒二・横光利一・
江戸川乱歩など、地方から上京し、後に
作家となる人々は、
「郊外」にある早稲田
に集って新しい創作を生み出していきま
した。上京してきた若者たちは早稲田に、

19 0 7 年	校歌制定『都の西北』
（作詞：相馬御風）
19 2 5 年 早稲田大学図書館開館
19 2 8 年 坪内博士記念演劇博物館開館
19 3 3 年	早稲田を舞台にした尾崎士郎（政経）の
『人生劇場』が連載スタート。同作を題
材にした歌謡曲「人生劇場」は第二校歌
とも言われ、
多くの早大生に歌われた
19 3 5 年	鷲尾雨工（英文卒）が『吉野朝太平記』
で第2回直木賞を受賞
	石川達三（英文）が『蒼 茫』で
第1回芥川賞を受賞
そうぼう

1945年〜 1999年
19 0 6 年 第2次「早稲田文学」創刊（島村抱月）
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19 6 2 年 戸山キャンパス文学部校舎が竣工

19 7 2 年	井伏鱒二（仏文）の『早稲田の森』が
第23回読売文学賞随筆紀行賞を受賞
19 7 9 年	見延典子（文芸卒）の卒業制作『もう
頬づえはつかない』がきっかけで女子
大生作家ブーム
19 8 4 年	早稲田文学新人賞スタート（早稲田
文学会）
19 9 1年 「早稲田文学」100周年記念展開催

Special Report
サラダボウルのような場として早稲田が

るのは早稲田にとって、とても良いことだ

語ができるといっても、話すのが得意な

あり、それが「早稲田の文学」の魅力につ

と思います。

人もいれば、聞くのが上手な人もいる、書

ながっていると思います。

松家 留学生の増加は、早稲田にとって

くのはそうでもないけれど、
読むのはうま

堀江

間違いなく新しい活力になりますね。

い人もいる。この4つすべてをできる人は

地方出身者は情報の欠如が大き

く、
それを埋めようとするパワーがありま

なかなかいるわけではなく、
話す、
聞く、
書

す。教員にも地方出身者が多く、
学生たち

く、
読む、
のいずれかがうまければ言語が

がそれぞれの郷里のイントネーションで

できると言える」
。

話しながら、
書くときは標準語を使うとい

堀江

文学も同じで すね。読むことに

う“よじれ”への理解もあったと思います。

十重田 最近では、多和田葉子さんや小

力を発揮する人と、全然読んでいないの

十重田 最近の早稲田は首都圏の学生

川洋子さん、村上春 樹さんら多くの日本

に、書くとモノになる人がいる。基本は同

が増加し、地方学生が減 少しています。

の作家の小説が世界中で読まれるように

じでも力を発揮する場所は一人ひとり違

これは大学にとっても「早稲田の文学」

なりました。日本の小説について、
海外の

います。良く読んでいるのに卒論がまとま

にとっても、望ましいことではありませ

友人たちとリアルタイムで議論できるなん

らないといった学生は、深く読むことで

ん。異なる言語・文化を持つ人たちが集

て、昔はあり得なかった。日本の文学は、

力を発揮する編集者に向いているかもし

まって混ざり合わなければ、新しいもの

確実に世界へ広がり、
浸透しています。

れませんしね。早稲田で学ぶうちに、自

は生まれません。一方、留学生が増えてい

堀江

分の得意な分野が何かを理解できれば、

多和田葉子さんのように、ドイツ

語で直接書く事例もありますが、優れた

どんな職業につくとしても社会に出てか

翻訳者の存 在も重 要です。一方で、
「早

ら大きな力になると思います。

稲田の文学」の裏の魅力は、外国語をあ
まり勉強しないことでしょう（笑）。仏文
だからといってフランス語にのめり込む
わけではない。僕たちの頃も、
「日本語を
磨く」ためのツールという位置づけでし

― 早稲田は「文学」に関わるさまざま

たね。

な人材を輩出していますが、文学界への

十重田 語学の学習は、他言語の習得だ

影響についてどう思いますか。

けが目的ではなく、自国語を輝きのある

松家 出版界に早稲田出身者はあきれ

言語につくり変えるプロセスとしても必

るほど大勢います。
「新潮クレスト・ブッ

要です。

クス」で力を発揮してくれた営業部員や

堀江 何をもって「言語ができる」と言え

校閲者、
「芸術新潮」の編集部員にも、な

るかは、難しいところですね。

んだあなたも早稲田だったの、とあとに

十重田 以前、ハーバード大学のある教

なって判明した人が何人もいました。た

授が、次のように私に話されました。
「言

だし、
「早 稲田」出身者 かどうかを意識

早稲田大学坪内逍遙大賞
19 9 2 年 戸山図書館開館

2007年、
創立125周年を記念して、
近代日本の文芸・文化の創造者である坪内逍遙博士の
偉業を顕彰すると同時に、
その精神を広く未来の文化の新たな創出につなげるという願いか

2000年〜

ら、
文芸をはじめとする文化芸術活動において著しい貢献をなした個人もしくは団体を顕彰す

2 0 0 5年	
「早稲田文学」のフリーペーパー『WB』
発刊。川上未映子などの若手を積極的
に起用
2 0 0 7年 「早稲田大学坪内逍遙大賞」創設
2 0 10 年 文学学術院120周年記念行事
2 0 12 年	黒田夏子（教・国文卒）が『abさんご』で
第148回芥川賞を受賞（早稲田出身者と
しては28人目）
	朝井リョウ（文構・文芸卒）が『何者』で
第148回直木賞を受賞（早稲田出身者
としては34人目）

出してきた早稲田大学として、
新しい文化創造の場、
またその発信源として中心的役割を果た

べく創設された賞。文学・演劇・芸能をはじめとする多様な文化領域において多くの人材を輩
すことを目指している。文芸・文化・芸術活動のなかから隔年で大賞および奨励賞を選出。
◦第一回（2007年度）
大賞：村上春樹氏（演劇卒） 奨励賞：川上未映子氏
◦第二回（2009年度）
大賞：多和田葉子氏（露文卒） 奨励賞：木内 昇氏
◦第三回（2011年度）
大賞：野田秀樹氏
奨励賞：円城 塔氏
◦第四回（2013年度）
大賞：小川洋子氏（文芸卒） 奨励賞：小野正嗣氏、
山田 航氏

2011年度授賞式
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して仕事をしたことはありません。社会

十重田 著名な作家の輩出を目的とした

いう質的な相違が、作品の受け止め方に

ではそれぞれの実力が勝負ですから。

教育をしているわけではありませんが、

も影を落とします。まして、近代日本文学

堀江 「文学」の世界には、帰属意識がな

芥川賞と直木賞の受賞作家は早稲田出

作品を読む際などは、不自由が当然だっ

いんです。独自のカラーといったものはな

身者が一番多く、結果的に大きな影響力

た日常への理解が届かないことがある。

い。早稲田では教員も他大学出身者が

を持っているのは事実です。

いま書かれている作品だけでなく、過去
の作家や作品との対話も必要です。未来

多いですし、
「早稲田文学」も内に籠もら
ず、積極的に外のものを取り入れようとし

― 早稲田の「自由」がどう「文学」に

は、過去からつなげなければなりません。

ています。

作用しているのでしょうか。

松家 最近は「コミュニケーション能力」

十重田

海 外に出るとよく分 かります

松家 私は大学の5年間で、誰かが準備

という言葉ばかり耳にしますが、学生時

が、
「早稲田」に寄りかかっていることに

した道ではなく、自分の道を切り開くの

代には自分と対話する時間もあっていい

は、まったく意味がありません。

は自分であることを身をもって知ったと

と思います。私も大学時代は一人でご飯

松家

世界中で読まれている村上春 樹

思います。早稲田の「自由さ」の中で、何

を食べて、一人で図書館に籠ることもあり

さん、ドイツで活躍している多和田葉子

をどう学ぶか、何に熱中するかは自分で

ました。一人でいることを恐れて、群れる

さん、そして堀江さんなど早稲田出身の

見つけなければならないんです。

必要はありません。他者のありがたさも、

作家は多いですが、皆さん自ら道を切り

十重田

そこから生まれてくる。

開いている方ばかりです。

代も、大学に強制的に来るのではなく、

堀江さんと私が学生だった時

堀江 いまの学生たちはひとつのことに

堀江 それぞれが、それぞれの仕事をし

気の合う仲間が集い、教員と語り合い、

時間をかけることを恐れているように思

ていまの位置にいる。
「早稲田らしさ」は、

その中から何かを発見すれば良いという

います。
「どんな勉強をすれば良いか」
「何

あとから感じられることではあっても、

「自由」な雰囲気がありました。

年で目処が立つか」と手っ取り早いやり

出発点ではないわけです。それに、文学

堀江 しかし当時の「自由」は、とても厳

方を聞いてくる。各々が自分に合う方法

から得た影響は、目に見えるものではあ

しいものでもありましたね。フランス文学

を見つけることが大切なんです。効率の

りません。学生時代に読んだ本、読んで

の平岡篤頼先生が、学生に言った名言の

問題ではない。だから制度をはみ出すよ

いた場所、先生方の話やその話をなさっ

ひとつに、
「君は毎週授業に出ているが、

うな、
それこそ郊外へ踏み出していく「在

ていたときの表情、そういったものすべ

いつ勉強をしているんだ？」というものが

野精神」を伝えたいですね。

てが、知らぬ間に自分の中に染み込み、

あります。つまり、授業に出ていない学生

松家 世の中全体が結論を先に求める

ある期間を経て滲み出てくるのですね。

はサボっているのではなく、外で何かに

時 代になっているのでしょう。一方で、

打ち込んでいるのが当然だと評価されて

放っておいてほしいと思う学生にとって

いた。野放図な空気の中にある、一本芯

は、早稲田はいまも自由な大学なので、そ

の通った無言の圧力のような自由。これ

れは残してほしいと思います。何年かす

が早稲田の自由だった。この自由さを、も

れば、自分以外頼るものがない社会に出

う少し意識的に継承してほしいですね。

ていくのですから。

松家 早稲田の学生はそれぞれに素知

十重田 自分の力をつけなければ何もで

らぬ顔で、おもしろいものに対するアン

きないことを知る上で、早稲田は良い空

テナを張り巡らしていますよね。

間です。

十重田 専門に特化するのではなく、さ

堀江 学生たちは何も分からないまま入

まざまなものに関わりながら多様な表現

学して試行錯誤を重ね、そこから目覚め

を生み出していく「自由」が、早稲田の文

ていく。むしろ「目覚める」とはどういう

学をつくり出しているのだと思います。

ことかを教えてくれるのが、この大学の
よさでしょう。

とえだ・ひろかず
1964年東京都生まれ。早稲田大学第一文
学部卒業、同文学 研究科日本文学専攻修
了。大妻女子大学専任講師、早稲田大学助
教授を経て2003年より現職。1994年窪田
空穂賞受賞。近著に『岩波茂雄―低く暮ら
し、高く想ふ』
（2013年ミネルヴァ書房）、
『横 断する映 画と文 学』
（編 著、2011年 森
話社）
『
、占領期雑誌資料大系 文学編』
（共
編著、2009 〜 10年岩波書店）
『
、
「名作」は
つくられる―川端康成とその作品』
（2009
年NHK出版）など。
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十重田 早稲田からは、創作家だけでな
く、編集者や校正者、批評家・研究者、中
学・高校の教師など、文学のさまざまな
―「早稲田の文学」を未来につなぐため

担い手が生まれ出ていることは誇れるこ

に、
取り組んでいきたいことはありますか。

とであり、今後もそうあってほしいと思い

堀江 周りとつながりながら一人でいる

ます。

状態と、最初から完全に独りでいるのと

堀江 結局のところ、学生も教員も、ある

は、同じ孤独でも質が違いますよね。そう

意味で一生ものにならない勉強を続け

Special Report
新しい文学を発信する
伝統ある文芸雑誌「早稲田文学」
「早稲田文学」は1891年、
文学部創設者の坪内逍遙によって創刊された日本で
最も伝統ある文芸雑誌です。文学部の授業内容を掲載する講義録としてスタート
し、
休復刊を重ねつつも現在へ至ります。島村抱月による第2次「早稲田文学」から
は作品を掲載する現在に近い形へと変化。
1970年代には現代詩を、
1980年代に
は海外文学を取り入れ、
2000年代からはデジタル化・フリーペーパー発行など、
常
に新しい試みに挑戦し、
高く評価されてきました。その軸には「小説の基本は人情
にある」との逍遙の考えに加えて、
早稲田の校風でもある「外から入ってくる新しい
ものへの期待と歓迎」があり、
それは第7次編集長の立原正秋の名言「早稲田と慶
應、
同じ力量なら慶應出身者を選べ」にも表れています（もちろん早稲田出身者が
力量に勝っていればなおよいわけですが）
。ともあれ、
「早稲田文学」に関わる人たち
ほりえ・としゆき
1964年岐阜県生まれ。早稲田大学第一文学
部卒業、
東京大学大学院人文社会系研究科
博士課程中退。パリ大3大学博士課程留学。
東京工業大学専任講師、
明治大学理工学部
教 授などを経て2007年より現 職。
1995年
『郊外へ』で作家デビュー。
2001年『熊の敷
石』芥川賞をはじめ、
2004年『雪沼とその周
辺』谷崎潤一郎賞、
2013年『振り子で言葉
を探るように』毎日書評賞など受賞作多数。

は編集者も実作者も皆“文学”
に惚れ込んで、
新しい文学を生み出す「早稲田文学」
に特別な思いを持っています。作家・重松清さんは「ぼくに高い
原稿料を払う分で若いやつを育てろ」と言ったほど。文学を生
み出すために必要なのは“お金”ではなく“情熱”です。校友や
ファンの方々の“情熱”的な支援もまた、
大きな支えです。
第10次「早稲田文学」編集委員
市川真人 文学学術院准教授

ながら、教えたり教わったりしていくので
す。ひとつの分野を学び終わった人では
なく、
進行形で研究している人が教員とし
て教えていることが、いちばん大きな武
器なんですね。特に早稲田には現在活躍
されている書き手がそろっています。学
生は先生方の話を聞いて、自分も書きた
いなと夢見るだけでなく、うまくいかずに
悩み苦しんでいる姿に触れて、何歳まで

第2次「早稲田文学」

学んでも解らないものがあるのだという

※「早稲田文学」Webサイトから
購入できます

ことを知るわけです。
十重田 経験を語ることは重要ですね。
松家 知らず知らずのうちに早稲田の伝

「早稲田文学」6号
（2013年9月発行）

「早稲田文学」から巣立った書き手たちにはたとえばこんなひとが

統が「早稲田の文学」を育てているんで

立松和平氏

川上未映子氏

すね。今は変化の時代ですが、軸足を世

小 説 家。在 学 中に『自転 車』
で早 稲田文 学 新人賞。
1980
年『遠雷』で野間文芸新人賞、
1997年
『毒 ―
―風聞・田中正造 』
で毎日出版文化賞など。

小 説 家、詩人、ミュージシャ
ン。
2007年『わたくし率 イン
歯ー、
または世界』で第137回
芥川賞候補に。その後、
第1回
坪内逍遙大賞奨励賞受賞。

の中に合わせる必要はないと思います。
懇切丁寧に指導するのではなく、学生が
自分で考え、行動するように、あえて手を

2005年に創刊した
フリーペーパー「WB」

松田青子氏
小 説 家。
「早 稲 田 文 学」に 執
筆した作品による初の単行本
『スタッキング可能』が新人と
して異例のヒットを記録。

出さないのが早稲田大学です。親御さん
は不安かもしれませんが、社会に出たら
誰も付きっきりで面倒を見てはくれない
ですからね。学生でいる間に、自分の力
で道を開くという気持ちを養うことが大
切です。早稲田大学にはぜひ今まで通り
どっしりと構えていてほしいと思います。
― 本日はありがとうございました。

会員制度で「早稲田文学」ファンになろう
このたび、
早稲田の文学と雑誌「早稲田文学」を応援する「早稲田文学倶楽部」が
発足します。会員には雑誌と会報が届くほか、
限定イベントや授賞式への抽選招待な
ど特典もたくさん。校友・ご家族は特別価格で入会できます。詳しくは下記あてに資
料をご請求ください。
「早稲田文学」Webサイトでも近日詳細をお知らせします。

資料請求先： 早稲田文学編集室
TEL/FAX：03-3200-7960 E-mail：wbinfo@bungaku.net
Webサイト： http://www.bungaku.net/wasebun/
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授業紹介

文化構想学部の「文芸・ジャーナリズム論系」では、
「 文芸創作」「テクスト・文化批判」「編集・ジャーナリズム」の
3つを柱に、学生への幅広い学びを提供しています。
ことばを通じて人と人をつなげることを目的とした教育を行っている授業の一例を紹介します。

授業名：大衆小説論

高橋敏夫

文学学術院教授
「大 衆 小 説 論」では、大 衆 小 説（エンター

村上春樹、小野不由美、桜庭一樹といった定

は早稲田だけです。早稲田は、さまざまな表

テインメント）を中心に、マンガやアニメのサ

番のほか、とりあげる作品は毎年少しずつ変

現を求めて全国から集まる学生の幅広い要

ブカルチャー、映像や音楽などのポップカル

わり、今年は『進撃の巨人』や『神さまのいな

求に応えねばなりません。この講義からはす

チャーをとりあげ、新たな表現を模索する現

い日曜日』などが加わりました。理論面では、

でに、エンターテインメント作 家、エッセイス

代小説（純文学）の試みにも言及しながら、

文学理論はもとより、カイザー、バフチン、フー

ト、劇作家、評論家、映像作家、ノンフィクショ

春学期は「ホラー」をテーマに、秋学期は「怪

コー、ネグリなどの思想もとりあげます。
「大衆

ンライター、研究者が続々誕生しています。

物」をテーマに講義をしています。

小説論1」の実況中継本が宝島社新書から出

二つのテーマはいずれも「現代社会および

ており、
「大衆小説論2」ももうすぐ出ます。

人間の壊れ、歪みに直面し、潜りぬける」こと

純文学対象の文学論はどの大学でも開講

に関わります。中里介山の『大菩薩峠』から

されていますが、大衆小説を中心にした講義

文学部・文化構想学部最大の教室満杯の
400人の学生、すなわち近未来の新たな表現
者を前に、私は毎回「まず自分から楽しめ」を
モットーに話をしています。

授業名：暴力と文学

ⓒ清水知恵

松永美穂

文学学術院教授
なく、自分の身に引きつけて考えることで、学

「暴力と文学1」の授業では、文学作品にお

人の大量亡命が起こり、第二次世界大戦後は

ける「暴力」の表 象について考えるほか、
「暴

国が東西に分裂する悲哀を味わいました。戦

生たちがより切実に作品と関わっていく様子

力」のさまざまな形が創作の現場に与える影

後のドイツ語文学は、ナチスの負の遺産とい

を確認することができました。

響や、言葉の中に潜む「暴力」についても考

う近過去と向き合うことを余儀なくされ、
「ア

来年は第一次世界大戦開戦から100年、再

察することを目指しています。今年度は特に

ウシュヴィッツ以後」の表現をめぐって模索を

来年は第二次世界大戦終結から70年と、いろ

「戦争」をテーマに、ギリシャ悲劇から村上春

繰り返したのです。授業では「戦争への危機

いろな記念の年が続きます。授業で呈示した

樹に至るまで、さまざまな作品をとりあげまし

感」や「もし戦争が起こったら自分は亡命す

参考文献をもとに、さらに読書の幅を広げて

た。私の本来の専門はドイツ語圏の文学です

るか」などのレビューシートを受講生に書いて

もらえたらと願っています。

が、ドイツではヒトラーの政権獲得後に知識

もらいました。単なる教養としての読書では

文学に関わる実務家教員
上記以外にも、
翻訳家・エッセイストとしてアメリカ文学や絵本などの
翻訳を手がける青山南教授、
小説家・推理作家として活躍している北村
薫教授、
詩・小説・エッセイ・絵本などさまざまな領域で執筆を続ける蜂
飼耳教授など文学界で活躍中の作家・翻訳家などを実務家教員として
招聘。ことばを通じて人と人をつなげるという「文学」を学ぶ目的につい
て学生の学びの視野を広げる教育を行っています。
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青山 南

北村 薫

文学学術院教授
文学学術院教授
「英米文化事情」
「文芸・ジャーナリズム
「翻訳実践・批評ゼミ」 論系演習（テクスト論）
」
など
など

蜂飼 耳

文学学術院教授
「短詩型文学論」
「イメージと批評」
など

Special Report

授業名：選択基礎演習

小説のいじり方 実践編

貝澤 哉

文学学術院教授
学」以来、早稲田は数多くの作家、批評家、編

この授業は、小説を読む／書く技術を実践

具体的な細部にどれほどの技術や工夫を凝

的に学びたい一年生を対象に、小説を《いじ

らして書いているかが読み解けるようになれ

集者を輩出し、文芸科や文芸・ジャーナリズ

りたおす》ためのプロの技や攻略法をとこと

ば、まるで目からウロコが落ちるように、小説

ム論系を擁して日本の文学界に今なお大き

ん伝授してやろうというものです。小説をどう

がそれまでとまったく違った姿に見えてくると

な存在感を示し続けています。
「早稲田文学」

読んでどう楽しもうが基本的には読む人の自

いう新鮮な体験ができるでしょう。こんなこ

からは川上未映子、黒田夏子らの芥川賞作家

由ですが、
「ストーリーが面白い」
「
、キャラク

とは、高校までの授業では教えてくれません。

も生まれました。学生の皆さんにも、早稲田

ターに共感できる」
「
、作者の言いたいことは

授業では実際に、日本や外国の優れた小

のこうした文学的実 践の雰囲気にじかに触

○○だ」といった、いかにも学 校的で《ダサ

説を毎週一冊読み、それについて自らも言葉

れ、あわよくば第二、第三の川上、黒田へと化

い》読み方では、小説の本当の面白さを理解

を書き、その読みについて全員で討論します。

することはできません。作家が小説の言葉の

1891年に坪内逍遙が創刊した「早稲田文

授業名：選択基礎演習

けてもらいたい─ それが、この授業の密か
な目標なのです。

音楽文化論

小沼純一

文学学術院教授
私たちはことばで生きています。大学での
学問の大半はことばにより成り立っているし、

ローチが、一文一文おろそかにしない、書く主
体としての読解が試みられます。

等々の多様なテーマを扱っています。
早稲田大学には多くの学生がおり、それぞ

講義にはヨーロッパ、アジア、英米圏など地

れ異なった場でことばを紡いでいます。文章

けなしにはありえません。文芸・ジャーナリズ

域ごとの文学を扱うものがある一方、同時代

を書くというのは孤独ないとなみで、かつどこ

ム論系はこの事実に意識的であろうとし、こ

的あるいは横断的な視点を持っているもの、

でも書くことができます。その意味で当論系

とばについて考え、ことばと自覚的につきあっ

暴力やジェンダーといったテーマに即したも

は、雑誌「早稲田文学」の流れを直に継ぎ、ま

ています。具体的には、創作・批評・翻訳・編

のがあります。アタマからだけではなく、より

た学内外において活躍する教員が所属して

集といった切り口から、文学と呼ばれるいと

身体的に体感する演習などもあります。私の

おり、論系そのものがひとつの現場となって

なみにアプローチします。長い年月を耐えて

担当する「音楽文化論」でも、実際に音楽を

います。ことば、文学と身近に接するのにこれ

きた古典から、現在、日々紡がれている作品ま

聴いて、音楽のさまざまな有り様を見ながら、

ほど適したところはない、といってもまんざら

で、他人行儀な「研究」とはひと味違ったアプ

非 音 楽、翻 訳、メディア、テクノロジー、国 家

はずれではないのではないでしょうか。

たとえそうでないものがあっても、ことばの助

「早稲田の文学」に関わるイベントを開催

早稲田大学では、
各箇所で「早稲田の文学」に関するイベントを開催し、
文学に触れる機会を提供しています。一部を紹介します。

トークセッション
「村上春樹の作品が世界で愛される理由は何か（仮題）
日 程：11月12日㈫ 16：30 〜 18：00
スピーカー：加藤典洋国際学術院教授
主 催：国際コミュニティセンター（ICC）
多和田葉子・高瀬アキ ワークショップ&パフォーマンス
日 程：11月14日㈭ 18：00 〜 20：30（開場18：00）
ベルリン在住の作家・多和田葉子と、
ジャズピアニスト・高瀬アキに
よるワークショップ&パフォーマンス。
詳細はP23のイベント欄をご覧ください。

総合人文科学研究センター年次フォーラム
「東アジア文化圏と村上春樹―越境する文学、
危機の中の可能性―」
会 場：国際会議場 井深大記念ホール
日 程：12月14日㈯ 13：00 ～ 17：30
日中間で対立感情が加熱していた2012年9月に「魂が行き来する
道筋」と題した寄稿で“東アジア文化圏”の存在と危機を明示した
村上春樹を手掛かりに、
国境を越えて文化が享受される現代におけ
る文学の役割や可能性、未来へ向けた展望を日米中韓の研究者・
作家が講演と討論を通じて探るシンポジウム。
主 催：総合人文科学研究センター
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実作者の
言葉
高校時代は父との折り合いが悪く、少しでも遠く
の街へ、父の知らない街へ向かいたいと思いまし
た。学費や仕送りも期待できないから、第一志望は
国立、次は学費免除の奨学金がある早稲田の文学
部。父は何も言いませんでしたが、願書を出す間際
「教育学部も受けてみい」と。合格したのは教育学部
だけだったので、ぼくは父のおかげで、父から離れる
ことができたことになります。
所属したのは学生数名のゼミでした。東郷克美先
生が教室にくる頃、ぼくはいつも近くの銭湯でアルバ
イトの汗を流しています。肉体労働から遊園地のヌ
イグルミまで、十指にあまる仕事をしていました。教
室に行くのは授業の終わる少し前、お目当ては授業

重松 清氏

（1985年教育学部国語国文学科卒業）
しげまつ・きよし
1963年岡山県生まれ。出版社勤務を経て文筆業に入
る。
1991年『ビフォア・ラン』でデビュー。
『エイジ』で
山本周五郎賞、
『ビタミンＦ』で直木三十五賞、
『十字架』
で吉川英治文学賞を受賞。現代の家族の姿を描くこと
を大きなテーマに話題作を次々と発表し、
ルポルター
ジュ・時評・評論など小説以外のジャンルでの執筆活
動も高い評価を受けている。

文学界で活躍している実作者の言葉を通じて、

早稲田の文学の魅力に迫ります。

重 松 氏 、角 田 氏 に 在 学 中 の 思 い 出 を う か が い ま し た 。

ま た 、在 学 中 の 阿 部 さ ん 、文 月 さ ん 、吉 田 さ ん か ら

エッセイを寄稿していただきました。

ⓒ三原久明

く、授業で何を教わったかも、どんな授業だったか
も、ろくすっぽ覚えていない学生でした。そもそも先
生の専攻も業績も知らず、ただ懐の深さと広さを頼
りに飛び込んだぼくに、先生は優しく、いつも苦笑ま
じりに受け止めてくれました。
ある日、掲示板で〈「早稲田文学」学生編集員募
集〉の貼り紙に気づきました。文学に興味はなかっ
たし、
〈無給〉の二文字で働く気も消えた。たぶんそ
れは、
ふと目についたパンチングマシーンを一発殴る

早稲田を選んだのは文学部の文芸科に入るためで
した。入学してみると小説を書きたい人は少なかった
けれど、
みんな頭のいい子たちで、
みんな私より知識
がありました。だから、
もっと本を読まなきゃと思って、
すごくすごく読んだんです。たぶんそのとき尾崎翠と
か内田百閒といった「好きな作家」や、
いまの私の「支
えになる作家」を見つけたんだと思います。
授業は、
「みっちり習ってから書く」というより「いき
なり書く」
、
ほとんど職業訓練所でした（笑）
。いまで
も覚えているのは文章の書き方についてです。若いと
きって、
頭をよく見せようとして難しい言葉を使うんで

角田光代氏
（1989年度第一文学部文芸専修卒業）
かくた・みつよ
1967年神奈川県生まれ。
1990年『幸福な遊戯』で海
燕新人文学賞を受賞しデビュー。
『まどろむ夜のUFO』
での野間文芸新人賞を皮切りに、
『対岸の彼女』で直木
三十五賞、
『ロック母』で川端康成賞、
『八日目の蟬』で
中央公論文芸賞など、短篇から長篇まで、純文学から
エンターテインメントにまたがる幅広い活躍を続け
る、
現代日本文学のトップランナーのひとり。
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後の酒。
「弟子」を名乗れる出来のいい教え子ではな

すよね。でも、
秦恒平先生が「難しい言葉で簡単なこ
とを書くとバカに見えるよ」と教えてくれて。
「難しいこ
とこそ、
簡単な文章で書けるようにならないとダメ。だ
から自分の手持ちの言葉を使うように」という教えを
いまでも守っている気がします。
大学3 〜 4年生のときにはもう少女小説を書いてい
たけれど、
同時に「てあとろ50’
」
という演劇サークルに
も所属していて、
このあいだ40周年で集まったら、
「キャ
ラメルボックス」や「劇団ラッパ屋」としていまもプロで
舞台をやってる人たちはじめ、
芸能プロダクションの社

Special Report

ようなものでした。提出書類は履歴書と作

阿部智里さん（文化構想学部3年）

文、締切はその日の午後一時。踵を返し、生

2012年『烏に単は似合わない』でデビューし、
史上最年少で第19回松本清
張賞を受賞。最新刊に『烏は主を選ばない』
（2013年7月文藝春秋）
。

協の売店に駆けだしたぼくは数日後、平岡
篤頼先生の研究室を面接に訪れて、夜には
早稲田文学の編集室でカツ丼をかきこんで
いました。無給の代わりに晩飯はただで食

「これからは日本神話をモチーフにした小説を書こう」
。高校時代、記紀神話をモチーフにした
長篇を書き上げた後、
私はそう決心した。この時の作品は受賞にこそ至らなかったものの、
自分な

べられる。モトだけは取ってやろうとせっせ

りの『和風ファンタジー』誕生の予感に、いまだかつてない手ごたえを感じていたのだ。記紀神話

と通い、編集作業のイロハを学びました。

を学ぶために大学へ入ったと言っても過言ではなく、入学当初、私の頭の中は古事記と日本書紀

高校時代の読書は矢沢 永吉『成り上が
り』だけだったぼくは、一緒に働く同級生に
負けまいと、必死に本を読みはじめました。
たんなる負けず嫌いの読書でしたが、卒業
までの二年足らずで何百冊読んだかわから
ない。何をやらせても中途半端なダメ学生
が、
貼り紙を見たあの一瞬を境に、
昨日の続

でいっぱいだった。
ところが、
いざ勉強を初めてみると記紀だけにこだわっているわけにはいかなくなった。早稲田
は日本を「日本の中の日本」ではなく「世界の中の日本」として見ている。日本神話を本当に理解
するためには、中国や朝鮮半島についても学ぶ必要があると気付かされた。それは、他国の神話
を知るというだけではなく、
歴史や文化、
そこに住む人を知る、
という意味でもある。
今は、このために私は早稲田に呼ばれたのではないか、とすら思える。かつて記紀だけで形成
されていた私の世界は、
急速な勢いでその範囲を広めているのだ。

きではない今日に足を踏み入れることがで
きたんです。
平岡先生はもう亡くなられましたが、東郷
先生は今でも東京での親父代わりと、勝手
にそう決めています。水割りをつくる先生の
不器用な手つきを見ていると、ふるさとの父
の姿が思い浮かんで、ちょっと叱られてみた
くもなるんです。
（談）

文月悠光さん（教育学部4年）
詩人。
2008年、
現代詩手帖賞を受賞しデビュー。高校3年時に第1詩集『適切
な世界の適切ならざる私』で中原中也賞を最年少で受賞。今年8月第2詩集
『屋根よりも深々と』を出版。
2013年度NHK全国学校音楽コンクール課題曲
の作詞を担当。

小学6年のとき、三田誠広さんの講義録を読んだ。小説の書き方を教えるなんて東京には面白
い学校があるものだ。多くの作家を輩出している早稲田に通えば、自分も何か得られるのではな
いかと（今思うと相当浅はかな）憧れを膨らませて教育学部に入学した。
札幌の高校を卒業するまでは、身近に文学を読む人が見つからず、自分の詩が誰に響いている
のか、かなり不確かだった。しかし、早稲田の授業や学生とのやり取りの中で“文学との関わり

長さんとか、
映画「宇宙兄弟」
の監督やドラマ
「あまちゃん」の演出の人とか、
いろんな人が
いておもしろかったです。
小説を書いて演劇やって恋愛もして、
お酒

方”が自ずと固まっていったように思う。特に石原千秋先生、
モグリで参加していた堀江敏幸先生
の授業には非常に刺激を受けた。短歌会に所属して歌を詠むようになったことも大きい。自由詩
の形式に慣れていた私には短歌の詩型はとても扱いづらく、それゆえに表現を磨いていく歓びを
強く感じた。また教育学部では教員志望の友人に囲まれたことで、
かえって詩人の活動を貫くこと
ができた。四年生になった今、
その校舎の佇まいも含めて早稲田大学という環境を愛おしく思う。

も飲んで飲んで、
ほんとに忙しい学生時代
で、
しなかったのは勉強くらい（笑）
。小説以
外の勉強をほとんどしなかったので、
いま思
い返すと、
あんなにいい機会だったんだか
ら、
もっと勉強したかったなと思います。で
も、
そうやって何も知らなかったことや学生
のなかで知識的に最下層だったことが、
いい
意味でのコンプレックスになったとも思いま
す。
「選ばれた感じ」とか「なにもしなくても
できちゃった感じ」なんてどこにもなくて、
た
だ「頑張んないと普通になれない」ってこと
を大学生のときに思い知らされたから。
頑張って「人並みよりちょっと下」って世
界にいたことで、
普通に「頑張ってからじゃ
ないと始まらない」ということが、大学で教
わったいちばんのことでした。いまでも日々
「頑張らないと」って思ってます。
（談）

吉田隼人さん
（2011年文化構想学部卒業、
大学院文学研究科在学中）
中学時代より作歌を始め、
2013年「忘却のための試論」50首で第59回角
川短歌賞を受賞。

図書館の地下書庫が好きだ。あそこは携帯の電波が入らないからいい。書庫というよりもはや
地下要塞といった趣の、
本棚・本棚・また本棚……。
そんな中に埋もれて、自腹ではとても買えない英語やフランス語の文献を引っくり返して、頁を
パラパラめくって、
古くさいインクと紙の匂いを嗅いでいると、
自分もいっぱしの文学者になれたよ
うな気がしてくる。大学に通っているのだか図書館に通っているのだか自分でもわからなくなる。
勉強をするのも図書館、
レポートを作るのも図書館、原稿を書くのも図書館、論文を進めるのも図
書館……そうして気がついたら卒業してしまったのだから、早稲田大学を卒業したというよりは、
早稲田の図書館を卒業したといった方が実感にかなう。お正月の駅伝を見てもいまだに母校の選
手が走っているという気がしないぐらいだ。そんな僕を図書館で見かけても、
くれぐれも声はかけ
ないでほしい。図書館では、
お静かに……。ね？
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早稲田大学に関係のある方にお話を伺い、
客観的な視点により、
早稲田大学の魅力や課題を浮き彫りにします。

リクルート進学総研所長
リクルート『カレッジマネジメント』編集長

小林 浩

さん

［プロフィール］
こばやし・ひろし
1964年生まれ。
1988年早稲田大学法学部卒業、株式会社リクルート入社
後、グループ統括業務を担当、
「ケイコとマナブ」企画業務を経て、大学・専門
学校の学生募集広報などを担当。経済同友会に出向し、
教育政策提言の策定
にかかわる。その後、経営企画室、コーポレートコミュニケーション室、会長秘
書、
特別顧問政策秘書、
進学カンパニー・ソリューション推進室長などを経て、
2007年より現職。文部科学省中央教育審議会高大接続特別部会臨時委員。
カレッジマネジメント編集長コラム
▶http://souken.shingakunet.com/college_m/cat8296592/

M essage to the next generation

早稲田の個性を広く伝え
時代が求めるリーダーの育成を
全国の高等教育機関の調査を行い、
高校生に進学先を選ぶための情報を提供し、
高等教育機関に経営戦略や学生募集のための提言を行うリクルート進学総研所長の小林浩さん。
学生時代の思い出や早稲田大学の現状、
期待することについてお聞きしました。

学風にひかれて
早稲田に入学
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懐の深い大学で勉強して立派な弁護士に

サークルを立ち上げ、
サッカースクールなど

なりたいと思い、
早稲田を選びました。と

の手伝いをしたりしながら、
先生から大い

ころが入学してみると、
学費闘争の影響で

都市銀行
に薫陶を受けました。就職先は、

― 早稲田大学ではどのような学生時代

授業が休講になりがちだったこともあっ

からも内定をもらっていたのですが、
随分

をお過ごしでしたか。

て、
司法試験から気持ちが離れていき、
そ

迷って当時ベンチャー企業で社会を変え

大学では法学部に入って弁護士になろ

の代わりにサッカーに情熱を注ぐようにな

ていくことができると考えたリクルートを

うと考えていました。そこで、
全国からいろ

りました。当時、
早稲田の専任講師だった

選びました。早稲田で学んだからこその

いろな学生が集いエネルギーに満ちた、

サッカー日本代表の加藤久先生を顧問に

選択だったと思います。

くんとう

大学が学生の質を
保証する時代

中に無料で配信するMOOCs（Massive

リクルートの進学ブランド力調査に

Open Online Courses）が広まりつつあ

よると、関東では個性が強くパワーのあ

り、単位認定を受けられるコースも登場

る大学という学風が伝わっていますが、

教育分野を中心に
― リクルート入社後、

しています。こうした場所や時間にとら

関西では東大の滑り止めという程度の

ご活躍され、現在は『カレッジマネジメン

われない新しい動きを見ると、大学は、
4

イメージしかありません。関東地方以外

ト』編集長として日本の高等教育について

年間大学のキャンパスに通って学ぶ価値

では早稲田のイメージは薄れています。

取材を続けていらっしゃいますが、
日本の

は何かを再定義し、どんな学生を育成す

2000年以降、
いろいろな大学が危機感を

大学が置かれている現況をどのようにご覧

るのかの責任を明確にしていくことが重

もってイメージ戦略やブランド化を図って

になっていますか。

要です。従来は、教える側の視点で学生

います。早稲田といえども、もっと裾野を

日本の高等教育を取り巻く環境を見る

に知識をインプットするという考え方で

広げて個性や魅力を積極的に伝えていく

と、
2005年あたりから人口が減少に転じ

したが、世界的な潮流ではアウトカム、す

必要があるのではないでしょうか。

ているため、企業も国の政策としても、働

なわち、学生の視点で何ができるように

き手を確保するためにグローバル化が避

なったのかという質の保証をしていこう

ど
―「Waseda Vision 150」について、

けられません。そのためトップ層だけでな

という動きがあります。最近では、
OECD

のようなご感想・ご意見をお持ちでしょうか。

く、中間層にも語学力やダイバーシティへ

による国際的な大学生の学習成果につ

20年後の早稲田大学について、
具体的

の理解が求められるようになってきまし

いての 調 査（AHELO：Assessment of

な数値目標を提示しているところが良い

た。これからの時代に必要なのは、多様

Higher Education Learning Outcomes）

ですね。一方、
4つあるVisionのひとつに

な価値観の人々をリードすることができ、

も始まっていて、国境を越えた質の保証

「グローバルリーダーとして社会を支える

主体的に考え、答えを見出し、チャレンジ

が求められています。日本の大学も、
面倒

卒業生」とありますが、
どんなグローバル

を続けられる人材です。

見の良い大学であるよりも、能動的に動

リーダーを目指しているのかがイメージし

日本の大学進学率は、
1990年は25％で

ける学生を育てる大学へと変わっていか

づらく、
説明も長い。高校生にも分かりや

したが、
現在は50％となっています。大学

なければなりません。授業の方法も工夫

すくひと言で伝えていかないと、
他大学と

には、
この分厚い中間層をさらに底上げ

する必要があり、
大学の先生たちが、
まず

の明確な差別化が図れません。以前の取

するとともに、
リーダー層を育成すること

変わらなければならないと思います。

材の際、早稲田らしいリーダー像を鎌田

が求められています。中間層を底上げす

しかしながら、すべての大学が同じで

総長は「現場で汗を流すリーダー」
、
白井

るためには、
受動的な学生を4年間で主体

ある必要はありません。日本には現在

前総長は「地を這うリーダー」と表現され

的な人材へと育成するカリキュラムを構築

800近い大学がありますが、私立大学は

ました。私が早稲田の卒業生を表現する

しなければなりません。当然、
どの大学も

建学の理念を生かしながら、ある大学は

としたら「批判的精神をもったリーダー」

そのことは理解していますが、
新しいカリ

研究中心、ある大学は社会人学生がター

でしょうか。大切な母校に、
志を持った多

キュラムのPDCAサイクルには、
最低でも

ゲットと、
それぞれの役割を果たしていけ

様な学生が集まるように、
早稲田で学ぶ

該当学生が卒業する4年後までかかるた

ばよいと思います。

価値を明確化し、
その個性、
魅力をもっと

め、
企業に比べると改革のスピードが遅い
と言われがちです。しかしながら、
計画を
実行に移すまでの意思決定を速くするこ
とは可能です。そうした必要性も含めて、

個性を分かりやすく
伝えることが重要

今後は、
教授会による運営から、
理事会に

お仕事として本学への
― 校友でもあり、

よる経営へと大学のガバナンスが移って

取材も度々されていますが、
早稲田大学の

いくのではないかと言われています。

現状をどのように捉えていらっしゃいます

世界に目を転じれば、米国では、大学
や大学院の授業をインターネットで世界

アピールしていってほしいと思います。

か。
また、
早稲田大学は外からどのように見
られているとお感じですか。

小林さんが編集長を務める『カレッジマネジメント』
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山内 暁
商学学術院准教授

自分で決めたテーマを追求し、
自分だけの研究を確立したい

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 「 Waseda Vision 150
」。
そ の Ｖｉｓｉｏｎ 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 。８ 回 目 と な る 今 回 は 、山 内 暁 先 生 に お 話 を 伺 い ま し た 。

▲ゼミで東京証券取引所を見学

早稲田で活躍する女性研究者を紹介します。

自分への挑戦
私が会計の研究を始めたきっかけは、
元を

会計をテーマとしたのはやはり、無形資産会
計の中で最も難しい分野であると感じたか
らです。就職後に早稲田で学位をいただき、

たどれば、
会計学会というサークルに入ったこ

2010年にはそれを『暖 簾の会計』という著

とでした。当時の早稲田では、
女子大の学生

書にまとめました。読み返すと不出来な点が

が大勢入っているサークルが多く、
数が少な

多々あるのですが、多少なりとも評価された

い早稲田の女子学生にとって勉強系のサー

点があるとすれば、歴史的に暖簾会計を分

クルは、居心地の良い場所でした。周囲には

析した点かもしれません。歴史をひも解くこ

モチベーションの高い人も多く、
私も除々に会

とで視野が広がり、最先端の会計の理解も

計の世界に魅力を感じるようになりました。長

深まります。現在は再び、無形資産会計につ

く仕事を続けるためにも、
資格を取ってから就

いて、
歴史的な視点からの研究を進めていま

職しようと考えていましたが、
資格のための勉

す。今後も歴史的な視点を重視していきたい

強を進めるうちに財務会計を学問的に研究し

と考えています。

てみたいと考えるようになり、
大学院に進学し

研究と教育のバランス

ました。
修士論文のテーマに選んだのは、
目には見
えないものを会計情報として扱う無形資産会

最初に就職したのは、
少人数制で考える力

計です。何カ月もかけて悩んだ末、
自分にとっ

を持った学生を育てることに注力していた

て最も難しく、
その当時まだあまり開拓されて

大学でした。大規模な大学で教育を受けて

いなかった分野に挑戦しようと考えたのです

きた私にとって、
当初は戸惑うことも多くあり

が、
指導教授には何度も再考を勧められまし

ましたが、まわりの先生方からそのような教

た。しかし、
研究し尽くされているテーマより、

育のあり方を学ばせていただくことができま

難しくても自分が挑戦できるテーマを手掛け

した。早稲田に来てからも、学部ゼミではな

たいという思いで、
初志貫徹しました。

るべくゼミ生の自主性を引き出すことを心掛

研究生活では、
さまざまな壁にぶつかりま

けています。大学院のゼミはまだ開講したば

す。気持ちを強く持ち、
なによりも研究が好き

かりですが、
各自が本当に興味を持てるテー

でないと続けられません。また、
人生において

マを選び、
自由にのびのびと研究ができる環

困難なことがあっても、
逃げることなく、
立ち

境づくりに努めたいと考えています。そのよう

向かっていくことが重要だと考えています。そ

な自由な環境の中で、
柔軟で新しい発見をし

れは、
自分との戦いでもあるかもしれません。

てもらいたいですね。

大学院時代は非常に忙しく、
毎日が目まぐるし

大学の教員は、
論文を書くことと学生に教

かったことを覚えています。限られた時間の中

えることとの両方とも好きな人が向いている

でやりくりすることにより、
タイムマネジメント

かもしれません。研究と教育を同時に行うこ

が多少なりとも上手くなったかもしれません。

とで相乗効果もありますし、両者のバランス

歴史をひも解けば
会計の最先端がよく分かる

を大切にしていきたいと考えています。
最後に、
会計は一見すると近寄り難い学問
にみえるかもしれませんが、
会計の知識はビ

博士後期課程では無形資産会計の一分

ジネスの世界で必ず必要とされる専門知識

野である暖 簾会計をテーマとしました。暖簾

です。また、
女性が長く仕事を続けていくには

の れ ん

良い分野のひとつだと思います。ぜひ、会計
に興味を持って、
好きになってほしいですね。

▲
「基礎会計学」

の講義で配
布した公認会計士協会発
行のテキスト。会計の世界
を知る最初の一歩として
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▲ゼミ生たちと（川奈のセミナーハウスにて）

プロフィール
やまうち・あき
早 稲田大 学政 治 経 済 学 部 経 済 学
科卒業、同大学院商学研究科 修士
課程 修了、博士後期課程単位取得
退学。早稲田大学商学部助手、多摩
大学経営情報学部助教授、専修大
学商学部准教授などを経て2012年より現職。博士（商
学）。専門は、会計学（財務会計）。

T

houghts about Being the First,
the Only or One of the Few: It's about
more than merely hiring women!

I was with the Office for Civil Rights, U.S. Department of Education, for over 16 years before coming to Waseda
in 1995. I worked in the New York regional office primarily as an investigator of compliance with various federal
laws, mediated cases, trained staff, wrote policy documents, spoke at conferences attended by up to 40,000
people, and negotiated legal remedies with university presidents, attorneys, and Equal Employment Opportunity/
Affirmative Action officers in two states and two U.S. territories. I investigated approximately several hundred
colleges, universities, graduate and professional schools with respect to non-discrimination complaints related to
race, gender, national origin, disability and age discrimination.
During that period, I was one of twelve women selected from 700 applicants for the First East Coast CORO
Foundation Public Affairs Leadership Program for Women, directed by Pat Koch Thaler, the sister of former New
York City Mayor Ed Koch. CORO has trained members of the U.S. Congress, U.S. ambassadors and White House
staff in how to analyze situations and organizations that are unstructured to identify the locus of power and issues.
When I arrived at Waseda, I introduced two courses which I continue to teach: Women and the Law (the “herstories”
of Japanese, American and other women lawyers, judges, prosecutors, suffragists and politicians); and Women
and Employment Law Worldwide (laws, policies and strategies applied to overcome obstacles to women’s
employment opportunity).

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。

OTHER MILESTONES:
1999 : Visiting scholar at the International Labour Organisation headquarters in Geneva, Switzerland, gender equality
unit. I discovered the concept of “gender mainstreaming”, a UN initiative. I observed it in action as applied by the Prime
Minister of Sweden. This concept increases awareness of women as equal participants in society through leadership
instituted by the President or head of an organization in making everyone aware of including women in all aspects and
activities, including decision-making and leadership.
2000-2001: Visiting Scholar/Professor while on overseas sabbatical leave; conducted research during the early years of
the Internet revolution focusing on e-commerce law and Internet-based legal research at three Silicon Valley law schools
and two law faculties in Australia. Since then my research has mainly focused on Cybercrime and Information Security
2003 : Invited to be General Editor of the law treatise CYBERCRIME AND SECURITY (Thomson Reuters/West, about
3,000 pages, updated quarterly, covering about 50 countries worldwide).
2006 : I founded the Asia-Pacific Cyberlaw, Cybercrime and Internet Security Research Institute at Waseda. We have
hosted speakers on such topics as WiFi Internet Security, Digital Forensics and E-Discovery. We plan to offer more
programs and are applying for funding for further events.
December 2012 : Produced a new book, a four year international collaboration, LAW, POLICY AND TECHNOLOGY;
INFORMATION WARFARE, CYBERTERRORISM AND INTERNET IMMOBILIZATION (IGI Global). I speak at conferences
in Asia, the US and Europe about latest developments in Cybercrime and Cybersecurity. My CORO training has enabled
me to analyze the unstructured evolution of law and policy related to the Internet.

Pauline C. Reich

Professor, Faculty of Law and
Director, Asia-Pacific Cyberlaw,
Cybercrime and Internet Security
Research Institute
American lawyer,
arbitrator and mediator

ライシ ポーリン
法学学術院教授
アジア太平洋サイバー犯罪・
インターネットセキュリティー研究所所長

OTHER ACTIVITIES
I participate in the Regional Asia Information Security Exchange, which meets annually in different cities in this region.
Other members are all male, primarily Information Security experts, and very supportive of my research.
I am former Co-Chair of the Pacific Rim Subcommittee of the American Bar Association Section of Dispute Resolution
and former Vice Chair of the Legal Services Committee of the American Chamber of Commerce in Japan.
I continue my involvement in several sections and committees of the American Bar Association and foreign lawyers’
groups in Tokyo, provide continuing legal education for American lawyers in Japan. Currently completing 15 years as
General Editor of the book CIVIL PROCEDURE IN JAPAN 2nd Edition Juris Publications with former Chief Justice of
the WTO Appellate Body Yasuhei Taniguchi, former Presiding Judge of the Tokyo Family Court Hiroto Miyake, and
Professors Hiroshi Tega of Tokyo Metropolitan University and Kyoko Ishida of Waseda Law School.

CONCLUSION
There is much more to be told about being the only woman or the first woman or one of a few women. I hope that there
will soon be more collaborations across academic disciplines and across borders. I urge the university community,
lawyers, government and business leaders to enable the full utilization of women’s talents so that all women are able to
achieve their potential in academe, law, society. WE ARE NOT THERE YET…

抄訳：女性として、
「道を拓く」ということ
1995年に早稲田大学に赴任するまでは、米国教育
省、
公民権局に16年以上勤務しました。同じ頃、
多くの
中から選ばれた12人の女性のうちの1人として女性の
リーダーシッププログラム“CORO”に参加。そこで学
んだ「女性と法」や「女性と世界の雇用法」は早稲田
大学で今でも教えています。その後、
2000年からのサ
バティカルを利用し、海外のロースクールや法学部な
どを訪ねてからは、サイバー法・犯罪の研究に重きを
置いています。近い将来、学問の分野や国境を越え、
女性が本来持つ可能性を発揮できるように―私は
今日も道を拓き続けています。ゴールはまだ先です。

About 3,500 pages,
updated quarterly,
country and topical
coverage and cases

Comprehensive coverage
of developments since
the amendment of the
Japanese Civil Procedure
law and rules in 1996

About 500 pages,
collaboration by two
teams of experts from a
number of countries from
the technology, business,
law, academic and policy
communities

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/
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の
企業の採用担当者やキャリアの専門家などに、最近の採用事情や学生が進路を選択するために必要
なことをお聞きする「キャリアの羅針盤」。今回は東日本電信電話株式会社（NTT東日本）の北川さん

学生と進路選択

にお話をうかがいました。

理想に向かう努力を繰り返し
世の中を変える人材になってほしい
理想と実行力により
革命を興し続ける会社

東日本電信電話株式会社
総務人事部 人事第一部門
採用人事担当 担当課長

北川 淳

Profile
きたがわ・じゅん
慶應義塾大学経済学部卒業。1999
年に当時の日本電信電話株式会
社（NTT）入社、入社後は東京支店
法人営業部でさまざまな業界の企
業を担当する。2001年本社経営企
画部でフレッツサービスの戦略策
定や省庁対応を行う。2006年神奈
川支店での販売企画などの業務を
経て、2008年から2年間アメリカ
はヴァージニア州の大学院へMBA
留 学。帰 国 後 の2010年 よ り 新 商
品企画でマーケティングを担当し
2012年より現職。
東日本電信電話株式会社
（NTT 東日本）
東日本エリアにおける地 域の電気
通信サービスおよびそれに付帯する
サービスを展開。主に光ファイバーを
利用したIP・ブロードバンドの普及拡
大に取り組んでいる。信頼性の高い
ネットワークを東日本エリア全域に
構築しており、
それを活用した一般家
庭向けのコンシューマビジネス、
企業
や公共機関向けの法人ビジネスなど
幅広い領域で事業を展開している。

キャリアセンターより

自身の殻を破り
世界を広げてほしい
自分を理解して将来や目標
を見据え、
他者に働きかけなが
ら結果を出せる人は、
企業のみ
ならず社会や人生においても
有為な人材です。学生時代は
「人生を豊かにする」方向性を
見出す貴重な4年間。充実した
学生生活の先にこそ自分らし
い納得のいく進路があること
を心に留め、
自身の小さな殻を
破り世界を広げていってほしい
と思います。キャリアセンター
は、
父母の皆さんと共に、
そん
な学生たちを全力でサポート
していきます。
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自分も世の中も自らの手で
変えられることを知ってほしい

通信サービスは皆様の生活のさまざまな場面

皆さんにアドバイスしたいのは、
誰でも世の中

で活用されています。当社は光ファイバーを利用

を変えられるということです。ゼミでも、
サークル

した通信サービスを主軸に事業を行っており、
東

でも、
アルバイトでも、
何でも良いと思います。変革

日本エリアの約98%にその光ファイバーを張り巡

に肩書きは必要ありません。たとえ幹部でなくて

らせ、
皆様の生活や事業を支えています。もし当

も地道な行動や発言で組織を良い方向へ導ける

社のサービスが1分でもストップすると日本中が

人は大きく成長できる人だと思います。これがで

大混乱に陥る…それほど社会・経済に影響のあ

きないと会社に入っても若手のうちに活躍できな

る必要不可欠なものとなっています。

いと思います。まずは、
現状が当たり前という麻痺

光サービスのエリア拡大により、地方に住む

した思考を捨て、
「こういう人になりたい」
「こうい

方々も、
快適につながり豊かなコミュニケーショ

う組織にしたい」
と理想を明確に描くこと。その上

ンが取れるようになりました。当社が目指す次の

で、
理想に近づくために今の自分にできることは

ステップは、
さまざまな業界の企業などと手を組

何か、
自分はどうなりたいかを考え、
乗り越え、
着

んで、
ただつながるだけでなく、
新しいライフスタ

実に成長していける、
そういった成長サイクルを

イルやビジネスモデルをつくり世の中に広げてい

つくり出せる人は必ず理想に手が届きます。社会

くということです。そうやってさまざまな分野で

もライフスタイルも学生生活もあなた自身も、
もっ

革命を興し続ける企業であろうとしています。

と良くなると信じてください。

社員に求められる力は、
理想と実行力です。例

私のMBA留学中の例を紹介します。渡米直後

えば、
子育てで忙しい母親が家にいながら好き

は授業についていけず、
クラスでも目立たず、
チー

な仕事ができる世界をつくりたい、
といった「自

ムの誘いも来ずと悔しい思いをしました。クラスメ

分が実現させたい世界」を豊かな発想力と緻密

イトから慕われ必要とされる人材になるにはどう

な分析力で組み立てます。次に、
その世界を実現

すれば良いかを考え、
いくつもの小さな目標を設

するには大きな“人”の力、
つまり社内外含めた

定し乗り越え、
理想の自分への階段を登っていき

大きなチームが必要になります。そのメンバーが

ました。授業では、
自分の多様な経験を生かして

同じベクトルを向くように周りを巻き込んでいけ

周りに新しい気づきを与えられるコメントをいくつ

る人材、
それが当社をはじめ多くの企業が求める

も用意して発表するようにしていました。チームプ

人材だと考えています。

ロジェクトは初回のミーティングまでに論点を整理
した資料や回答案を準備していました。だいたい

理想を実現するため
知らない世界に飛び出そう

日つらかったです。課外でも、
自ら積極的にスポー

最近グローバル人材という言葉をよく耳にしま

トを企画し交流を深めたりすることで、
最終的に、

アメリカ人の2 〜 3倍くらいは勉強していたので毎
ツのチームを立ち上げたり、
日本を紹介するイベン

す。グローバル人材とは、
単に英語ができる、
ある

多くのクラスメイトが一緒にチームを組みたい、

いは海外で働いているという意味ではないと考

リーダーをやってくれと言ってくれるほど信頼を

えます。国境を意識せず、
世界中にアンテナを張

集めることができました。また、
教授の指名により

り、
理想の実現のためには思い切って知らない世

MBAプログラムを改善するためのアドバイザーも

界に飛び込む、
そういう意識を持った人材を指し

やっていました。もっとよくしたいという前向きな

ていると思います。主に東日本エリアのお客様に

姿勢を買ってもらえたのだと思います。

サービスを行っている当社のような国内企業で

人はそんなに強くないのも事実です。そんなと

あってもグローバルな視点は必要です。新事業を

きは周りからサポートや刺激を受けたりするのも

行う際に海外のニュースにヒントを得たり、
パート

一つの方法です。
私も後ろ向きになりそうなときは

ナー企業を求めて海外に飛び出すほどの気概が

メンターや家族に背中を押してもらいましたし、
自

ほしいと考えています。当社に限らずこれからの

己成長やボランティアのために勉強が忙しいのに

時代は、
グローバルな視点を持っていなければ、

さまざまな活動にチャレンジしていく同級生にも

事業も仕事も幅が狭くなってしまい、
成長してい

刺激を受けました。皆さんも現状に満足せず挑

けないのではないでしょうか。

戦し続けて充実した学生生活を送ってください。

B

11-12 月

ooks

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

『
「平家物語」の再誕 ―創られた国民叙事詩―（NHKブックス）
』
NHK出版

古典も、
移り行く時代から超越して存在することはできません。
『平
家物語』
は明治の近代化の中で古典文学として登録され、
西欧の
ものに劣らない国民的叙事詩へと捏造され、
そして戦時下では死
を恐れない日本精神の教材として利用され、
さらに戦後には民衆
革命を語る国民的叙事詩として復活しました。一つの古典の受容史を通して日本
近代の抱える問題の一端について考えたのが本書です。

『体育会力 ―自立した「個」を育てる―』
礒繁雄（スポーツ科学学術院）著
2013年9月

主婦の友社

「体育会」
には、
上下関係や古風な根性論がはびこっていると思わ
れているが、
平成の体育会はちょっと違う。昭和世代は、
日本一！を
めざし個人やチームが創意工夫し、
監督や先輩のアドバイスを受
け入れたものだ。それは平成世代にも存在するが、
それ以上に科学や資金、
活動環
境の改善により組織的な自立機能が洗練されている。今の体育会は、
自立組織の
中で集団が自立した「個」
を育成する、
そんな力を持っている。

2013年5月

■『日中対立―習近平の中国をよむ―』
天児慧（国際学術院）著 筑摩書房 2013年6月

■『科学歳時記 一日一話』
小山慶太（社会科学総合学術院）著

問

會津八一記念博物館
①戸ノ内貝塚発掘調査成果報告展―平成の印旛・手賀―
②つちもの 縄文時代から江戸時代まで
會津八一記念博物館 ①企画展示室 ②富岡コレクション展示室
①11月15日㈮〜 2014年1月18日㈯
	文学部考古学研究室が2004年から計7次にわたり行った千葉県印西市戸ノ
内貝塚の発掘調査成果を展示します。
	②11月25日㈪〜 2014年2月1日㈯
	縄文時代の土器から須恵器、
中世の常滑、
信楽、
江戸時代の備前の作品まで施
釉をされずに焼かれた陶器を展示します。
問 會
 津八一記念博物館 TEL：03-5286-3835 http：//www.waseda.jp/aizu/index-j.html
日程

2013年7月

2013年7月

岩波書店

■『制度と認識の経済学』
船木由喜彦（政治経済学術院）他編著

小野記念講堂 ※各日とも開場は30分前
①11月14日㈭ 18：30 〜 20：30 ②11月15日㈮ 16：30 〜 18：30
ベルリン在住の作家・多和田葉子とジャズピアニスト・高瀬アキによる企画。
テキスト朗読と即興ピアノで言葉と音楽のコラボレーションの可能性を探ります。
文
 化構想学部 文芸・ジャーナリズム論系 松永美穂研究室 TEL：03-5286-3637
文化企画課 TEL：03-5272-4783 art-culture@list.waseda.jp

会場

■『新しい政治経済学の胎動―社会科学の知の再編へ―』
田中愛治監修、河野勝編（以上、政治経済学術院） 勁草書房

■『イスラーム建築の世界史』
深見奈緒子（イスラーム研究機構）著

多和田葉子・高瀬アキ ①パフォーマンス「魔―時間の消えた島」
②ワークショップ「言葉と音楽 Vol.4」

2013年6月

■『村上春樹『色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年』をどう読むか』
石原千秋（教育・総合科学学術院）、加藤典洋（国際学術院）他著
河出書房新社 2013年6月

■『原典で読む日本デモクラシー論集』
堀真清（政治経済学術院）編 岩波書店

会場 ①2F 企画展示室Ⅰ ②1F 六世中村歌右衛門記念特別展示室
	③大隈講堂 小講堂 ④大隈記念タワー 125 記念室
日程 ① 9月21日㈯〜 11月24日㈰
とよたけやましろのしょうじょう
	明治から昭和中期の文楽で活躍した豊竹山城少掾の足跡を、館蔵の所縁の
品々で振り返ります。
	②10月15日㈫〜 11月30日㈯
しんたん き か い
	参加者が珍品奇物を持寄って論評しあった「新耽奇会」
。三村竹清が出品物
を写生した記録帖『新耽奇漫録』や館蔵品中の「奇物」を展示します。
	③11月11日㈪ 14：45 〜 16：15（開場14：15） ※入場無料・予約不要
	講師：中野三敏（九州大学名誉教授）
、
ロバート キャンベル（東京大学大学院教授）
	司会：児玉竜一（演劇博物館副館長）
	④11月26日㈫〜 2014年1月25日㈯
	寺山関連資料が当館に寄託されたことを記念し、貴重な未公開資料を公開。
寺山の多岐にわたる仕事をとらえ直す、
没後30年にふさわしい企画です。
問 坪内博士記念演劇博物館 TEL：03-5286-1829

日程

公益財団法人労働科学研究所

■『コミュニティを再考する（平凡社新書）』
齋藤純一（政治経済学術院）他著 平凡社

坪内博士記念演劇博物館
①豊竹山城少掾展 ②新耽奇会展― 奇想天外コレクション
③演劇講座「曲亭馬琴、大沼枕山、三村竹清 ―近世、近代の
好事家たちの集い―」 ④いまだ知られざる寺山修司

会場

■『言葉と奇蹟―泉鏡花・谷崎潤一郎・中上健次―』
渡部直己（文学学術院）著 作品社 2013年5月
■『産業安全保健ハンドブック』
名古屋俊士（理工学術院）他編

vents

本学で12月までに開催されるイベントを一部ご紹介します。
詳細は、直接【問い合せ先】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。

今号のオススメ
大津雄一（教育・総合科学学術院）著
2013年7月

E

2013年7月

NTT出版

2013年8月

河出書房新社

2013年8月

■『ともに創る！まちの新しい未来―気仙沼復興塾の挑戦―（早稲田大学ブックレット）
』
早田宰（社会科学総合学術院）
・加藤基樹（平山郁夫記念ボランティアセンター）
他編著 早稲田大学出版部 2013年8月

2013年度 春季短期留学プログラム募集説明会
会場 国際会議場井深大記念ホール 日程 11月19日㈫ 12：00 〜 16：00（予定）
	2014年2月、
3月実施の語学研修、異文化体験など2 〜 5週間の短期留学プ
ログラムを紹介します。 ※2単位科目対象プログラム含む募集要項配付。
問 早 稲田大学留学センター TEL：03-3208-9602 out-cie@list.waseda.jp
http：//www.cie-waseda.jp/jp/sa/abroad7/（11月更新予定）

早稲田ロースクールフォーラム「債権法改正の展望」

■『すてきな地球の果て』
田邊優貴子（高等研究所）著

ポプラ社

■『思想者的足跡：池明観』
堀真清（政治経済学術院）著

世界知識出版社（北京） 2013年9月

2013年8月

■『維新政府の密偵たち―御庭番と警察のあいだ―』
大日方純夫（文学学術院）著 吉川弘文館 2013年9月
■『岩波茂雄―低く暮らし、高く想ふ―』
十重田裕一（文学学術院） ミネルヴァ書房

問

2013年9月

■『英語のワナにはまるな！ これが正しい選択だ!!』
バーダマン・ジェームス（文学学術院）著 IBCパブリッシング

2013年9月

■『戦略実行のための業績管理―環境変化を乗り切る「予測型経営」のすすめ―』
清水孝（商学学術院）著 中央経済社 2013年9月
■『早稲田ラグビー誇りをかけて』
日比野弘（名誉教授）著 講談社

2013年9月

国際会議場 井深大記念ホール 日程 12月2日㈪ 14：00 〜 17：00
●基調講演 講師：内田貴（法務省経済関係民刑基本法整備推進本部参与）
●パネルディスカッション パネリスト：内田貴、
吾妻望（弁護士、
法務研究科客員教授）
、
瀬川信久（法務研究科教授）
司会：秋山靖浩（法務研究科教授）
早稲田大学法務教育研究センター TEL：03-3208-9592
law-school-cpler@list.waseda.jp http://www.waseda.jp/law-school/cpler/

会場

第3回 早稲田駅伝 in 国立競技場
会場 国立競技場 日程 12月21日㈯ ※申込締切は11月18日㈪
	今年も早稲田駅伝を開催します！ ご家族、お友達、お仲間を誘って、国立競
技場でのラストランを楽しみましょう！ 皆様の参加をお待ちしています。
問 早 稲田駅伝事務局（ルーツ・スポーツ・ジャパン内） TEL：03-3478-5566
申込先・詳細 http://waseda-ekiden.wizspo.jp/
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「建学の母」を讃える知と文化の拠点
劇場と見まごう眩いライトが照らすのは、
本学創設の功労者小野梓（1852 〜 86年）の名を冠した小野記念講堂の舞台です。
小野は土佐藩出身。米英留学後に法制官僚、会計検査院検査官などとして敏腕を振るい、
やがて大隈重信の強力なブレインとなります。
「明治十四年の政変」で大隈とともに下野してからは、
立憲改進党結成のほか、東京専門学校の創立に力を尽くし、
その開校式では、建学の理念である「学問の独立」を高らかに宣言しました。
学苑の実質的な礎を築いた小野は、
「建学の父」大隈に対し「建学の母」とも称されます。
その功績を讃える小野記念講堂は現7号館に設けられていましたが、
2005年に新たに完成した小野梓記念館（27号館）へ胸像とともに移転。
優れた思想家で言論・出版活動にも精力を注いだ小野に見守られながら、
早稲田文化の発信と世界の多様な知の交流を図るホールとして、
各種の講演会や学内外の演劇・映像などの発表の場となっています。

CAMPUS NOW

【キャンパス ナウ】2013年11月1日発行 通号208号
※本誌記事を無断で転載等する事を禁じます。

■発行

早稲田大学 広報室広報課Ⓒ
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※CAMPUS NOWは年5回発行の予定です。次号は、12月下旬発行を予定しています。

『CAMPUS NOW』は WASEDA ON LINE でもご覧になれます。
■ 日本語版 URL http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/
■ 英語版 URL http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/
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。

