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大学全般学内活動

研究活動経営大学の今を知る

NEWS      EPORT
M R
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　2007年11月27日、創造理工学部総
合機械工学科の菅野重樹教授が率い
るチームが、最新の人間共存ロボット
TWENDY-ONEを発表しました。
　TWENDY-ONEは、1999年に開発
されたWendyの技術をもとに、20社以
上の企業連携により、約７年の年月を
かけて開発されました。
　人間共存ロボットとは、家事や介護な
ど、人間と一緒に何らかの作業をする
ことを目指したロボットです。そのため、
高い安全性や作業性が必要ですが、そ
れを実現する技術は難しいと考えられ
ていました。TWENDY-ONEは、人間
の動きに合わせる機能や、複雑な動き
をする指先の機能など、さまざまな最

新技術が満載で、また、それらの技術
を一体にまとめあげたシステムインテグ
レーションも高いレベルを実現していま
す。従来のロボットとは一線を画すもの
として、世界に衝撃を与えました。
　実用化は、2015年に福祉施設の介
護用ロボットとして導入されることを目
標としています。菅野教授は今後の課
題をこう述べています。
「TWENDY-ONEは、人間共存の評価
実験が本格的にできる初めてのプロト
タイプ。データを蓄積して、企業に提供
することが課題です。一日も早く、世の
中で役立つようにしたいですね」

（上左）菅野重樹研究室 （上右）学生リーダー 創造理工学研究科総合機械工学専攻 博士2年 菅岩泰亮さん
(下）TWENDY-ONE　開発研究チームの皆さん

教授から一言

創造理工学部 総合機械工学科

菅野重樹教授

７年の潜伏期間を経て、ついにTWENDY-
ONEを世に出すことができました。これで、
早稲田が世界に誇れるロボットがまた一つ
増えました。現在、世界中から問い合わせが
来ています。これはTWENDY-ONEのプロ
ジェクトチームだけの成果ではなく、早稲田
のロボット研究が常に一体となって連携し、
努力してきた結果です。学生たちも学部・学
科を越えて研究の輪を広げ、大きなパワー
を発揮しています。この早稲田らしい横の
連携が、大きな強みとなっています。

世界に誇れるロボットが
また一つ増えました。

早稲田大学ロボット研究の歴史

1970年：加藤一郎先生と白井克彦先生
が雑談をしながら、お茶を入れてくれた人を
見て、「人間を支援してくれるロボットを作ろ
う」と話が盛り上がり、ヒューマノイドロボッ
トの研究に着手。

1973年：世界初のヒューマノイドロボット
WABOT-1を開発

1984年：鍵盤楽器演奏ロボットWABOT-2
を開発

1996年：人間共存ロボットHadaly-2、2
足歩行ロボットWABIANを開発

1999年：Wendyを開発

2000年：早稲田大学ヒューマノイド研究
所を設立（TWENDY-ONE開発プロジェク
トが極秘にスタート）

2007年：TWENDY-ONEを発表

人間共存ロボット TWENDY-ONEを開発

世界を驚愕させた最新鋭ロボット世界を驚愕させた最新鋭ロボット

TWENDY-ONE WEBサイト

▼http://twendyone.com/index.html
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通常、電子は対をなして分子を
構成しているが、ラジカルは対
になる相手がいない状態。そ
のため、相手となる電子を求め
て過激な反応をする。ラジカル
を安定的に扱えるようにしたの
が、ラジカルポリマーである。

e

e
e

　先進理工学部応用化学科の西出
宏之教授と小柳津研一准教授の論
文「Toward Flexible Batteries　 柔
らかいプラスチック電池が世の中を変え
る」が、2008年2月8日発行の米国の科
学雑誌「サイエンス」に掲載されました。
「サイエンス」は、アメリカ科学振興協会 
（AAAS）が発行している世界で最も権
威がある学術雑誌の一つ。この研究の
注目度が増していることを示しています。
　論文の内容は、ラジカルポリマーと呼
ばれるプラスチックを使った有機ラジカ
ル電池の将来性について。現在、充放電
が可能な二次電池のニーズは急速に高
まってきています。ユビキタス社会の発展
に不可欠なことはもちろんのこと、電気自
動車、ロボット、医療機器などの電源とし
ても用途が考えられています。また、風力
発電や太陽電池など、自然エネルギーを
利用する上でも必要です。
　現在、一般的に使われている電池は、
鉛、コバルト、リチウムなどの金属ででき
ています。金属は利便性が高い一方、資
源の有限性、廃棄処分の問題、安全性
など、課題も残されています。もし、プラス
チックが金属の代替になれば、こうした
問題点を解決し、電池の可能性をさらに

教授から一言

実学の早稲田から、未来技術の創造を

高めることができます。プラスチックは焼
却も可能なため金属に比べて環境負荷
が低く、安全性が高いという特長があり
ます。さらに、金属よりも軽くて柔らかく、
自由自在に形を変えたり、折り曲げること
も可能です。
　西出教授は20年以上前から、電気や
磁気に感応するプラスチックを作るため
に、そのノウハウを研究してきました。中
でもラジカルポリマーは、電気を蓄えるス
ピードが非常に速いという特長があり、
一般的な携帯電話の電池をこの電池に

代えると、10秒でフル充電できるほどの
高い能力を発揮します。
　将来的には、クレジットカードに搭載し
て何かを発信したり表示できるようにし
たり、衣服やバッグ、ノートなどに搭載した
りとさまざまな用途が期待されています。
ラジカルポリマーは、今最も、世界中で注
目されているプラスチック素材といっても
過言ではありません。世の中に役に立つ
化学“プラクティカルケミストリー”を標
榜する早稲田らしい研究の一つと言える
のではないでしょうか。

理工学術院 応用化学科

西出宏之教授（左）
小柳津研一准教授（右）

　ラジカルポリマーの研究は、これまでにも専門誌に掲
載されたり、経済産業省の支援プロジェクトが行われた
りと、世の中に認知されてきましたが、今回のように、世界
中の誰もが認める「サイエンス」に掲載されたことは名誉
です。
　この成果は、早稲田の研究室チームが寝食を惜しんで
手に入れた血と汗の結晶です。これを追い風に、引き続き
世界の誰もが認める評価を重ねられるように波に乗って
いきたいですね。野球でヒットを連続して打たないと点が
入らないように、研究も実績を重ねていかなければ、世の
中の役に立つものにはなりません。箱根駅伝やラグビー
に負けないように、早稲田の科学も世界にアピールしてい
きたいと思います。
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米国の科学雑誌「サイエンス」に掲載

柔らかいプラスチック電池の柔らかいプラスチック電池の将来を展望将来を展望
電池の新しい時代をつくるラジカルポリマーが、世界から注目電池の新しい時代をつくるラジカルポリマーが、世界から注目
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先端生命医科学研究教育施設（50号館）大久保キャンパス63号館

　理工学部創設100周年にあたる2008
年に、2つの新たな研究教育施設が誕生
しました。

　早稲田大学創立125周年記念事業
の一環として、理工学術院の教育・研
究拠点の拡充を目的に建設されました
（竣工式2月26日）。
　理工第２世紀の新たな基盤として、
共通実験室、研究室の充実、更に教育
インフラを大幅に改善するエネルギー
センターも設置されています。
　1階エリアは、レストラン、情報ギャラ
リーが設置され、二層吹抜けのガラス
カーテンウォールからは四季折々の戸
山公園が写し出され、気持ちのよいラ
ウンジとなっています。

　本学と東京女子医科大学（理事長：
吉岡博光 学長：宮﨑俊一）による連携

研究教育施設「先端生命医科学セン
ター」が新宿区若松町に設立されまし
た（竣工式典3月15日）。
　生命医科学の分野で2つの大学が
共同の研究施設を作るのは国内初と
言われています。地上３階、地下2階、延
べ床面積2万平方メートル、ここにおよ
そ400人の研究者が集結します。
　本学と東京女子医科大学は、2001
年に連携協定を結びました。当施設で
は、生命医科学の研究分野において、
世界に先駆けた教育、研究の新体制を
目指し、相互の垣根を取り払った新た
な学問領域を作り出すことを目的とし
ています。ここから新しい概念や技術
を創出させ、さらにはこの分野を発展
させていく研究者や教育者を生み出す
ことが連携の特徴とされています。
　未来における可能性を追求するた
め、医療臨床分野と理工系分野を融合
する研究および人材育成のための体制
を整備、強化し、バイオ医学関連、生命
医療系分野における研究成果を生み
出し、社会に貢献することを目標として

います。
　また、新しい治療や診断システムの
概念を創造する独創性豊かな人材の
育成にも力を注いでいく意向です。

理工学部のさらなる発展を目指す　

２つの新たな研究教育施設が誕生２つの新たな研究教育施設が誕生

■ 大久保キャンパス63号館

■ 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に
　 『先端生命医科学センター』が 新設

先端生命医科学センター 研究室

63号館1階吹き抜けフロアー
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■  株式会社セルフウイング、中小企
業庁長官表彰を受賞

　本学発のベンチャー企業『株式会
社セルフウイング』が、2008年2月5日、
“創業・ベンチャー国民フォーラム”主
催 に よ る『Japan Venture Awards 
2008』の「起業家教育部門」において、
中小企業庁長官表彰を受賞しました。
同社は、起業家としての精神と能力を
持った人材の育成を目指し、2000年3
月に設立。代表取締役を務める平井由
紀子さんは、大学院アジア太平洋研究
科大江建教授（早稲田大学ビジネスス
クール 産学官研究推進センター イン
キュベーション推進室室長）のゼミの
卒業生で、また、コアメンバーはいずれ
も大学院アジア太平洋研究科で国際
経営学を専攻した卒業生で形成されて
います。大江教授の早稲田ベンチャー
キッズプログラムの考え方を、早期起業
家教育ばかりでなく、起業家教育全般

に普及させることを目的とし、小学生か
ら一般社会人までという幅広い層を対
象に、大学と共同研究した独自プログ
ラムを展開しています。現在は、V-kids
プログラム、社員起業家マインドセット
プログラム、キャリアープログラムなど
を提供しています。このプログラムは、
海外でも評価され、タイではタマサート
大学、マレーシアでは、UKM大学、イン
ドネシアでは、ブラビジャヤ大学などに
採用されています。
■  早稲田大学ビジネススクールチーム
『ASIA MOOT CORP』　
　 準決勝進出
　2008年3月10～12日の3日間、タイの
タマサート大学で開催された『ASIA 
MOOT CORP英文ビジネスプランコン
テスト』で早稲田大学ビジネススクールの
チームが、予選を通過し準決勝に進出し
ました。専門職学位のTong Hui Teeさ
ん、Yukata Andoさん、Zou Chun Jiang 

さんの3人が、早稲田大学高等研究所 客
員准教授岩田浩康博士の特許「感覚検
出呈示装置及び歩行リハビリ支援装
置」をベースに“i-waseda”という事業
計画を発表しました。
　当コンテストには、アジアの主力ビ
ジネススクール16校が参加。日本か
ら書類審査に合格したのは本学の
み。最終的に、優勝はIndia School of 
Business、準優勝はタマサート大学、
チャンマイ大学と香港科学技術大学に
決定しましたが、早稲田発のベンチャー
ビジネスの今後の活躍が期待されます。

世界を舞台に活躍するベンチャースピリット

早稲田発ベンチャー グローバルに大活躍早稲田発ベンチャー グローバルに大活躍

　近年の社会状況の変化に伴い、学校
教育や教員のあり方について様々な課
題が指摘されています。これらの諸課
題に対応でき、豊かな社会性や人間性
を備え、かつ高度な専門性をもつ教員
の養成を目指し、本学は大学院教職研
究科（専門職大学院）を新設しました。
　本学には、長きにわたる教員養成の
歴史に加え、文部科学省の「大学・大学
院における教員養成プログラム」「資質
の高い教員養成推進プログラム」に採択
（2005、2006年度）されるなど、教員養
成の基盤となる研究実績があります。本
研究科では、その成果を活かし、質の高
い教員養成カリキュラムを提供します。
　昨年度に行われた入学試験では、現
職教員を含む様々な教職歴をもつ方や

学部を卒業したばかりの方など、志願
者102名の中から59名が合格しました。
そして、このたび第一期生として合計57
名を迎え入れました。校種の違いが、
それぞれの教育の現状や、学校種・学
校間でどのように連携をとればよいの
かなどを学ぶことにつながり、より広い
視野と社会的連携能力を身につけるこ
とが期待できます。
　今後、教員養成に特化した教育を展
開し、「より実践的な指導力・展開力を備
え、新しい学校づくりの有力な一員となり
得る新人教員」および「地域や学校にお
ける指導的役割を果たし得る教員として
不可欠な確かな指導理論と優れた実践
力・応用力を備えたスクールリーダー（中
核的中堅教員）」の養成をめざします。

広い視野と社会的連携能力を身につけた教員養成

4月より大学院教職研究科がスタート4月より大学院教職研究科がスタート

※1年制コースへの入学は、学校における実習
科目の一部が単位認定（実習免除）される必要
があります。

開　　設 2008年4月1日

名　　称
早稲田大学 大学院 教職研究科
高度教職実践専攻 

修業年限 2年（2年制）、1年（1年制）

定　　員
入学定員70名
（2年制：40名、1年制※：30名）

修了要件
標準修業年限以上在籍し、46単位以
上を修得した者に、学位を授与する。

学　　位 教職修士（専門職）

授業時間帯 月曜～土曜　9:00 ～ 21:10

専修免許

既得の免許状に応じて下記の専修
免許状を取得できる。

・小学校教諭専修免許状

・ 中学校教諭専修免許状（国語、社
会、数学、理科、英語、ドイツ語、フ
ランス語、中国語、スペイン語）

・ 高等学校教諭専修免許状（国語、
地理歴史、公民、数学、情報、理科、
英語、ドイツ語、フランス語、中国語、
スペイン語）

なお、本研究科は、教員免許状（一
種または専修免許、それに必要な教
職課程単位既得者）の未取得者の
入学を認めていない。

左から安藤豊さん、Zou Chun Jiangさん、Tong Hui Tee
さん、大江建教授、北原康富さん（インテグラート社会長）

「Japan Venture Awards 2008」授賞式。前列
右から3番目が平井由紀子さん
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　卓越した芸術作品を制作したとし
て、金刀比羅宮（香川県琴平町）におけ
る神殿ゾーンの諸施設を設計した早稲
田大学芸術学校校長の鈴木了二教授
が、『平成19年度　第64回日本芸術院
賞』を受賞しました。
　受賞作品は、「 金刀比羅宮 （ ことひらぐ
う ） プロジェクト」（平成16年5月完成）。
「こんぴらさん」の名で古くから信仰を
集めている神社「金刀比羅宮」で、御
本宮、三穂津姫社、絵馬堂などの古い
建物と周辺の景観を保ちながら、神殿
ゾーンなど既存の水平地盤を拡張。授

与所・社務所・斎館（緑黛殿）等々を新
たに建設し、日本古来の木造や溶接技
術を駆使した鉄構造を組み合わせるな
ど、自然と伝統と現代性を融合させた
設計手法が高い評価を受けました。
　鈴木教授は、「この受賞が、早稲田大
学の培ってきた伝統ある芸術に些かな
りとも力になるのなら、それに勝る喜び
はありませんし、また切にそう願ってい
ます。」と喜びの声を述べています。
　授賞式は６月２日、東京・上野の日本
芸術院会館で行われます。 

自然と伝統と現代性を融合させた手法を高く評価

芸術学校校長の鈴木了二教授が芸術学校校長の鈴木了二教授が
日本芸術院賞（建築）受賞日本芸術院賞（建築）受賞

　3月25日（火）、快晴の下2007年度卒業
式・大学院学位授与式が行われました。
　この日、学部卒業者10,015名、芸術
学校・川口芸術学校卒業者154名、大
学院修士課程修了者1,959名、大学院
専門職課程修了者625名、博士学位受
領者111名、合計12,864名が巣立ちまし
た。国際教養学部が今年度初の卒業
生を送り出すこともあり、国内のみなら
ず、グローバルに早稲田の風をもたらす
ことが期待されます。
　4月1日、2日は、2008年度入学式が行
われました。学部新入生10,164名、大学
院新入生3,188名、総数13,352名を迎
えました。
　白井克彦総長は、「昨年の創立125周
年記念式典におきまして、「人類の進歩
と平和のために力を尽くす人材を育て

てきた早稲田大学が、これからも建学
の精神に基づき、“教育”と“研究”の力
を伸ばし、世界の未来を創る大学、世
界中の人々から親しまれ、期待され、そ
れに応えうる大学として発展して参り
ます。」という、早稲田大学『第二世紀
宣言』をいたしました。これは早稲田
大学伝統の建学の理念を踏襲発展さ
せるものであり、皆さんに課せられた使
命でもあるのです。」と期待の言葉を述
べました。

12,864名が巣立ち、13,352名を迎えました

2007年度卒業式、2008年度入学式2007年度卒業式、2008年度入学式

2008年度入学式

2007年度卒業式
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　2008年3月6日、東京都港区の在日イ
タリア大使館においてイタリア共和国
功労勲章の伝達式が行われ、本学政
治経済学術院の眞柄秀子教授に「イ
タリア共和国イタリア連帯の星勲章 カ
ヴァリエーレ章」がイタリア共和国大統
領の名においてマリオ・ボーヴァ駐日
大使より贈られました。
　眞柄教授の専門は比較政治学で、こ

れまでに「イタリアと日本の政
治経済変容の研究」や「構造
改革の日伊比較研究」などを
行い、イタリアとの学術交流・
協力関係の促進に寄与したこ
とが主な受章理由です。
　眞柄教授は今回の受章につ
いて「すばらしい勲章を頂戴して本当に
光栄です。今後もイタリア研究に打ち込

み、学生ともども学術交流を深めてゆき
たいと思います。」と述べています。

イタリアとの学術交流・協力関係の促進に寄与

政治経済学術院 眞柄秀子教授が政治経済学術院 眞柄秀子教授が
イタリア政府より受章イタリア政府より受章

学生による国際人としての道を模索するための国際会議

『第一回早稲田大学世界学生会議』開催『第一回早稲田大学世界学生会議』開催

　昨年の創立125周年において、世界
学長会議が開催されました。本会議で
は、主に早稲田大学留学センターに所
属する学生留学アドバイザーが、各国か
ら訪れた学長方をご案内するstudent 
ambassadorとして中心的役割を果たし
てきました。その中で、学生自身が、学
生側の国際交流について自分たちの考
えを討論する場がまだまだ不十分であ
ると感じ、これをきっかけに、学生が討
論、ひいては将来的な展望について国

際人としての道を模索する場として、学
生主催による国際会議『第一回早稲田
大学世界学生会議』を開催しました。
第一回の会議では、留学とキャリアを
テーマとし留学で得られた経験や知識
を将来のキャリアにどのようにいかす
かということについて熱心な議論が展
開されました。
　本学在学中に留学した経験を持つ
校友、株式会社GABA代表取締役社
長　青野仲達氏、フリージャーナリスト 

森田浩之氏による講演や、個別ブース
を設け、各国留学経験者との交流やプ
レゼンテーションを行う「留学エキシビ
ション」、グループディスカッションなど
が行われました。

眞柄教授（左）とマリオ・ホーヴァ駐日大使（右）
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第一回早稲田大学世界学生会議公式ウェブサイト　
http://wasedacus.blog.shinobi.jp/

■主催：早稲田大学世界学生会議実行委員会
　　　 （早稲田大学留学センター学生留学アドバイザー）
■共催：早稲田大学留学センター
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　本学は、早稲田大学高等学院（練馬
区上石神井3-31-1　以下、高等学院）の
敷地内に、2010年4月開設を予定とす
る、本学として初めてとなる中学校（名
称未定）を設置する方針を固めました。
国際化、情報化そして少子高齢化が進
む昨今において、これからの時代の社
会的付託に応え、中等教育を担います。
　これにより、後期中等教育を担って
きた高等学院と連携しながら、早稲田
大学としての中等教育と高等教育の一
貫性を強化、確立していきます。

中等教育と高等教育の一貫性を強化、確立

早稲田大学初の附属中学校設置を決定早稲田大学初の附属中学校設置を決定

　3月14日～17日、本学野球部が台湾
に遠征し、15､16日の両日、台北市内で
私立中國文化大学・台北市立体育学院
と大学野球交流戦を行いました（台北
天母球場）。今回の野球部の台湾遠征
は1989年12月以来となります。試合後
は台北市内の日本人学校を訪問し、野
球教室を通して子供たちと楽しい時を

過ごしました。
　3月23日～ 25日には、シカゴ大学野
球部と実に72年ぶりとなる交流戦が、
国内各地（広島：広島市民球場・大阪：
京セラドーム大阪・埼玉：西武ドーム）
で行われました。
　本学のスクールカラーはシカゴ大学
のユニフォームのカラーを模したもの

といわれており、戦争などの時代の流
れの中で途絶えていた交流戦が今回
復活しました。
　シカゴ大のBrian Baldea監督は「日
本で野球ができて光栄。一生の思い出
として、両校の友好関係を築くことがで
きる」と話しました。試合結果は本学
野球部の全勝となりました。

台湾、アメリカの学生と対戦

野球部 創立125周年記念大学野球交流戦野球部 創立125周年記念大学野球交流戦
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台湾交流試合

シカゴ大学交流試合
台北市　野球教室

入学定員 
■中学校（2010年新設予定）
　１学年：計120人（収容定員：360人） 
　※男子校：１クラスの定員は30人を予定。

■高等学院（2010年の定員変更後） 
　１学年：計480人（収容定員：1,440人）
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学びのフィールドを世界に広げる学生の数は、増える一方です。世界中の大学から、

学びたい大学を選ぶことが当たり前になる時代が、すぐそこまで来ています。

世界の中から選ばれる大学になるために、早稲田大学が進むべき、

真のグローバル化とは何かを考えてみましょう。 

Special Report

Worldwide
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̶歴史を振り返ると、早稲田大学に

おけるグローバル化はいつ頃からどの

ような形で始まっていたのでしょうか。

　1905年には清国留学生部が設置さ
れ、1920年代くらいまでは、中国や韓国
の留学生が全体の1/5 ～1/4を占めて
いました。彼らの中には、早稲田大学で
学び、帰国後、独立運動の中心となって
活躍した者もいます。
　例えば、中国共産党の創始者である
李大釗（りたいしょう）は、北京大学で
毛沢東に社会主義を教えています。ま
た、1972年に日本と中国の国交が正常
化されるにあたって、本学の卒業生たち
が、日本と中国の架け橋となりました。
　韓国においても独立運動の中心的
存在になった卒業生がたくさんいます
し、東亜日報（新聞社）、高麗大学、サム
ソンの創業者も早稲田出身です。ちな
みに韓国語で「ワセダ」は、素晴らしい
という意味だそうです。実に素晴らし
い偶然ですね。そうした歴史の積み重

ねがあって、中国や韓国をはじめとする
アジアにおいて、本学のプレゼンスは
非常に高いものとなっています。
　戦後は、1963年に国際部が設置さ
れ、米国の大学から1年間学びに来る
学生の受け入れが始まりました。米国
で日本に関するビジネスを始めた者も
いて、本学と米国との関係においてか
けがえのない存在になっています。
　最近では、1998年に大学院アジア太
平洋研究科、2000年に大学院国際情
報通信研究科、2001年に大学院日本語
教育研究科、2003年に大学院情報生
産システム研究科を設置し、日本語教
育研究科を除く3つの大学院では、英
語による授業のみで修士学位を取得で
きるようにした結果、多くの留学生が集
まりました。2004年に開設した国際教
養学部は留学生が1/3を占めています。

̶改めてお聞きしますが、大学におけるグ

ローバル化をどのように定義していますか。

　教育と研究の両面で、世界水準の大
学になるということです。言い換える
と、世界中から早稲田で学びたいとい
う学生が集まり、世界的に認められる
大学になることです。
　世界水準であることを客観的に計る
指標としては、研究の面では、例えば研
究論文が「サイエンス」や「ネイチャー」
などの世界的権威のある学術誌に掲
載されることや、文部科学省のグロー
バルCOEなどの競争的資金を獲得す
ることなどがあげられます。教育の面で
は、一例として教員と学生の比率があり
ます。現在、米国のトップの大学では、
フルタイムの教員と学生の比率が1：10
～15ですが、早稲田の文系学部は、1：
40と大きな差があります。こうした指標
を高めると同時に、教員や職員が一丸
となってサービスを向上するという心
構えを持つことで、グローバル化を推進
します。
̶グローバル化推進における数値目

標はありますか。

　今年の正月、福田首相は施政方針演
説で「留学生30万人受け入れ計画」を

Special Report

国際担当常任理事

内田勝一国際教養学術院教授

世界から選ばれる大学を目指す
早稲田大学のグローバル化

Interview

1世紀以上前から
グローバルな大学

世界水準の大学に
なるということ

早稲田大学では、大学のグローバル化という言葉が重要なキーワードとして使われていますが、実際の  
その目的や現状をしっかり把握している人は少ないのではないでしょうか。そこで改めて、早稲田大学に  
国際担当常任理事の内田勝一国際教養学術院教授にご説明いただきました。
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発表しました。本学では、留学生8,000
人を受け入れることを目標にしていま
す。これは世界のトップ大学の留学生
比率20％を指標としています。

̶なぜ大学はグローバル化を推進しな

ければならないのでしょうか。

　まず、大学のレベル向上の手段の１つ
だと考えることができます。現在、日本
の大学は勝ち残るために厳しい競争社
会に突入しています。国内の18歳人口
は減少する一方で、1992年は204万人で
したが、昨年生まれたこどもの数は106
万人です。一方、外国に目を向けると、今
年、中国でセンター試験を受けた人は
1,000万人。他のアジア諸国でも高等教
育に対する熱が高まっています。大学の
レベルを維持・向上するためには、アジ
アをはじめとする世界中の優秀な学生
を受け入れることが不可欠です。

　次に、グローバル化を目的と捉える
と、さまざまな改善すべき点が浮かび
上がってきます。留学生の立場に立って
考えてみましょう。
　入口では、入試を日本語以外の言語
でも実施したり、各国の大学入試の統
一試験の成績を使えるようにしたり、
新学期を世界の主流である９月に合わ
せるなど、海外から受験しやすい体制
の整備が課題です。入学後は、英語で
行う授業を増やし、来日当初は日本語
ができなくても授業が受けられるよう
なカリキュラムにするほか、寮の整備な
どの生活サポートを充実させる必要が
あります。
　出口では、日本企業に就職したい留
学生を阻むさまざまな問題、例えば、ビ
ザなどの制度面や企業のマインドなど
を変えていかなければなりません。つま
り、日本社会の構造全体を変えていか
なければ、大学のグローバル化は達成
できないのです。大学だけでできるこ
ととできないことがありますが、これら
の課題を理解した上で、できることに取
り組んでいかなければなりません。
̶日本の学生にとって、大学がグロー

バル化することの意義は何でしょうか。

　国際的に活躍できる人材になるため
の環境が与えられるということです。そ
のためには、さまざまなバックグラウン
ドを持った人が集まる、多文化共生の
キャンパスをつくることが必要ですし、
派遣留学生をさらに増やす工夫が必
要です。交換留学のほかTSAやISA、ダ
ブルディグリーなど学部生を対象とし
たさまざまな留学プログラムが用意さ
れていますが、夏や春の休みを利用し
て安いコストで行ける短期留学プログ
ラムを充実させれば、もっと多くの学生
が海外に出ることができます。1カ月で

も現地に行けば、その国の言葉、文化、
教育、社会への関心が高まり、共生の必
要性を認識し、また、同じ年齢の学生が
どれだけ勉強しているかを目の当たり
にして、勉学意欲が高まるでしょう。
　大学院でも、研究の担い手となる優秀
な大学院生を世界中から集め、共同研
究できる環境整備の推進が必要です。
̶教職員にとっての課題は何でしょ

うか。

　海外との共同研究をさらに増やすた
めには、教員が海外を行き来しやすく
するような制度が必要です。例えば海
外の大学教員を5 ～ 7月の夏休み期間
中に、日本に招聘する制度があっても
よいのではないでしょうか。新任の先
生を米国のリベラル・アーツ大学に派
遣し、授業のやり方を学んでもらえるよ
うな制度も作りたいと考えています。
　現在、ほとんどの学術院、独立研究
科や高等研究所において、外国人の研
究者を募集しています。魅力的な環境を
用意することも優秀な研究者を集める
ために必要でしょう。また、職員につい
ても、外国語の修得や、海外の大学に
おいて学ぶ機会が必要だと思います。
　大学のグローバル化は、教員、学生、
職員が、同時にレベルアップすることが
大切です。学部は、教育・研究レベルを
向上し、本部（国際部）は、各学部のイ
ニシアチブを全力でサポートし、大学
全体で必要に応じて組織や制度を変
えていく機動力を発揮すれば、グロー
バル化が活気づくと思います。
　早稲田には清国留学生部以来、留学
生を育てて世の中に送り出す伝統があ
ります。世界中から質の高い学生を集
めて、世界で役立つ人材を輩出していき
ましょう。

グローバル化は、
手段であり、目的でもある

  ところ、
   おけるグローバル化について、
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Special Report

留学生8,000人計画を目指して
2007年白井克彦総長は、5年以内をめどに8,000人の留学生を受け入れるとともに、当校からも8,000人を海外に留学生として派遣する方針を発表。
2003 ～ 2007年の間も着実に受け入れ留学生と派遣留学生は増えています。

早稲田大学のグローバル化の現状を数字で見てみましょう。過去 5年間の推移を見るだけでも着実に進んでいることが分かります。

早稲田大学グローバル展開の現状

世界とつながる早稲田大学
現在、75の国と地域で、543校（2008年4月8日現在）と協定を結んでいます。最も多いのが中国の75校、次いで米国の68校。
活発な人材交流が行われています。また、 早稲田大学の拠点を7カ国に設置し、教育・研究活動の支援、広報活動、情報収集を行っています。

●受け入れ留学生の国・地域別数（2007年5月1日現在）

その他
16％

韓国 25％

台湾 7％

アメリカ 5％

中国 38％

1%

1%

1％
1％
2％
3％

インドネシア
カナダ
ベトナム
ドイツ
マレーシア
タイ

1,000

1,500

2,000

2,500

1,593

1,769

1,949
2,190

2,435

03 07 （年度）060504

早稲田大学

立命館アジア太平洋大学

京都大学

東京大学 筑波大学

●受け入れ留学生数の推移（いずれの年度も5月1日現在）

【ドイツ】

早稲田大学ヨーロッパセンター（ボン）
(1991年開設）

本学のヨーロッパ地域を対象とした研究活動の
支援を行っています。

【フランス】

早稲田大学パリオフィス
(2005年開設）

フランスにおける本学の教育・研究活動の支援を
行っています。

【タイ】

早稲田エデュケーション（タイランド）
(2003年開校）

日タイ関係の発展に寄与する人材育成の一環で、
サハグループとの共同運営により良質で効果的
な日本語教育を行っています。

【中国】

早稲田大学北京事務所
(2004年開設）

北京を中心とした中国における本学の教育･研究
活動の支援を行っています。

【シンガポール】

早稲田大学シンガポールオフィス
（2004年開設）

本学がシンガポールで展開する事業の統括およ
びシンガポールを中心とした地域での広報活動・
情報収集を行っています。

早稲田－オリンパス バイオサイエンス研究所
(2004年開設）

バイオ専門の研究をオリンパス㈱と共同で行って
います。

【中国】

早稲田大学上海教育研究センター
（2008年5月27日開設予定）

上海を中心とした中国における本学の教育・研
究活動の支援を行います。
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　2005年、早稲田大学では海外の一流大

学との間で教育面の連携を促進するため、ダ

ブルディグリープログラムを開始しました。ダ

ブルディグリープログラムとは、相手大学に留

学し、指定のカリキュラムを履修した上で最

終的に所定の要件を満たせば、卒業時に派

遣先大学から所定の学位が授与されるプロ

グラムです。現在、下記の4大学と実施してお

り、互いの学生が切磋琢磨しています。

　大学院においては本年より、復旦大学

（中国）および台湾大学（台湾）との間で一

部の大学院の修士課程の学生を対象に、互

いの学生が派遣先の修士学位を取得できる

プログラムを、コロンビア大学（アメリカ合

衆国）との間で一部の大学院の博士後期課

程の学生を対象とし、互いの学生が派遣先

の修士学位を取得できるプログラムを実施

しています。また、ナンヤン工科大学（シンガ

ポール）ナンヤンビジネススクールと大学院

商学研究科は2006年より共同で、双方のＭ

ＢＡを取得できる「早稲田・ナンヤン ダブル

ＭＢＡプログラム」を開講しています。

早稲田大学と海外派遣先大学の学位を同時に取得できる ダブルディグリープログラム　

 北京大学 復旦大学 台湾大学 シンガポール国立大学
国・地域 中国 中国 台湾 シンガポール
使用言語 中国語（一部英語） 中国語 中国語 英語
留学期間 1年 1年 1.5年 1.5年/2年
定員 15名以内 15名以内 5名 5名

派遣留学先で
専攻する分野

国際関係学 ジャーナリズム 政治学
人文社会学
または理工学
（専攻は自分で選択）

授与学位 双学士学位 学士学位 学士学位 学士学位
対象 学部生 学部生 学部生（ただし参加学部限定） 学部生

●派遣留学生の国・地域別数（2007年11月現在）

その他
9％

アメリカ 45％

イギリス
11％

1%

2%

2％
2％
2％
2％
3％
4％
5％
6％
6％

ニュージーランド
イタリア
スペイン
アイルランド
スウェーデン
韓国
ドイツ
カナダ
フランス
中国
オーストラリア

03 07（年度）

（人）

060504
400

600

800

1,000

483
506

849

949

867

●派遣留学生数の推移

世界から早稲田へ、早稲田 から世界へ。
WASEDA in the world

学部生を対象とするダブルディグリープログラム一覧
【USA】

早稲田オレゴンオフィス
(非営利公益法人として1999年開設）

早稲田・オレゴンプログラムの実施および米国に
おける国際交流事業の運営を行っています。
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グローバル企業は世界を舞台に活躍するための能力についてどうとらえているのでしょうか？ 
そして、そこで期待される大学の役割とは？ 世界各地に拠点をもつ
日産自動車株式会社人事部人事企画グループの米田達哉さんにお話をおうかがいしました。

グローバル企業から見た大学の国際化
挑戦し、学ぶ姿勢が可能性を開く

世界から早稲田へ、早稲田 から世界へ。
WASEDA in the world

Special Report

̶日産自動車さんにとって、世界で活

躍する人財（※1）とはどのようなものでしょ

うか。

　私たちは海外にたくさんの拠点を
もっています。しかし、それは日産が日
本企業として海外事業を行うという考
え方ではなく、あくまでもグローバル企
業として事業を推進するという考えに
基づいています。たとえば現地に優秀
な方がいれば、当然その方がリーダーと
なる。“日本人が前提”という感覚を払
拭できなければ、真のグローバル企業と
はいえません。
　特にこの意識を持つべきなのは日本
で働く日本人社員です。外国籍の方が
いる職場も増えていますが、まだ一部。
その中でも、国籍に関係なく能力の高
い人を評価する感覚をもてなければ、
会社全体としてグローバルになったと
はいえません。日産では社員の意識改
革のために、「ダイバーシティ（※2）・ディベ
ロップメント・オフィス」を2004年に立
ち上げ、取り組みを進めてきました。こ
の流れを理解し共感できることが、世
界を舞台に活躍できる人の第一条件で
はないでしょうか。

̶ダイバーシティに取り組んだきっか

けは何ですか？

　日産にはもともと、異なる価値観・文
化を持つ人財が健全な議論を行うこと
で、個 人々の能力を高めることができる
という考えがあります。ダイバーシティは
その表れのひとつ。ダイバーシティを進
める中で、企業力を高められると考えて
います。

̶異なる価値観・文化の方と仕事をし

ていくために必要な能力とは何でしょ

うか。たとえば語学力はよく言われると

ころですが。

　日産では、会議に外国人が一人でも
加われば英語を使います。また、海外
出張、海外とのテレビ会議など、語学
力が要求される場面は日常的にありま
す。英語ができれば、それだけチャンス
を広げることができます。
　ただし、それがすべてではありませ
ん。一番大切なのは、挑戦し、その中で
学習する姿勢です。そういう気持ちが
ある人であれば、言語や文化の違いが
ある相手との仕事でも、謙虚に学び、結
果を出せるはずです。

̶挑戦できる人材を育成するために、

大学に求められることは何でしょうか？

　勉強でもクラブでも、何かひとつ学
生時代にこだわって挑戦してきた学生
の方には力強い印象を受けます。成果
が成功体験になり、たとえ成果が出な
かったとしても、やり抜いた経験が自信
になっているんです。大学には、学生の
皆さんが自由に挑戦できるような環境
づくりをしていただければ、と思います。
　また、国際的な感覚を身につけるに
は実際に外国籍の方がいる中で勉強
するのが一番。海外から多様な人財を
受け入れている大学は、それだけで価
値があると思います。

日産自動車株式会社 人事部　人事企画グループ 米田達哉さん
ダイバーシティへの
理解・共感

挑戦し、学習する姿勢の
サポートを

米田 達哉氏 略歴
他業界にて人事・労務業務を経験した後、2003
年に日産自動車㈱に入社。栃木工場にて、生産部
門人事・労務業務を経験。2005年から現部署に
てグローバルな人事戦略構築を担当している。

（※1）日産自動車では人は会社の財産であると
いう考えから「人材」でなく「人財」という言葉を
使っています

（※2）社員一人ひとりが持つ違い（性別・国籍・
年齢等）を受け入れ、組織を活性化させる価値と
して活かそうという考え方
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▼ 縣ゼミナールでは、他大学と合同の遠征夏合
宿や共同研究を通して友とともに学ぶことを楽
しみ、最終的にゼミ論に取り組みます。ゼミ論
は製本され学生読書室に保管されるほか、デー
タを1枚のCDにまとめて全員に配布されます。

▼

縣先生の人生を決めた１冊
「タテ社会の人間関係」

プロ・
ローグ

PROFESSIONAL MONOLOGUE

15

行
政
に
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た
い

政治経済学術院

 縣  公一郎教授

プロフィール
あがたこういちろう；1979年政
治経済学部卒業。1982年より
同学部に助手から勤務。1992年
Dr.rer.publ.（シュパイアー行政大
学院：行政学博士）取得。1997
年から教授。専攻は、行政学。

が研究を志したきっかけは、高
校時代に出会った『タテ社会の

人間関係』という一冊の本でした。著
者の中根千枝先生が繰り広げる日本人
論が興味深く、その後、放送大学の実
験放送で先生の明快な講義を聞いて、
すっかり社会科学の魅力にはまってし
まいました。私の専門は行政学ですが、
行政も組織をミクロに見るとタテ社会
です。ですから、中根先生は私の人生
に大きな影響を与えた恩師だと言わせ
て頂きたいと思います。
　研究の基底にあるのは、一つが「ド
イツの連邦主義」です。ドイツの行政の
あり方から日本が学ぶべきことを研究
しています。それを基に、日独学術交
流の推進に注力していきたいと考えて
います。もう一つが「行政の発展系とし
ての公共経営」で、社会問題は、政府だ
けでなく、民間（市場）やNPO／ NGO
などが一体となって解決していくもの
だという概念です。これらの研究を進
める過程で、大学の枠を越え、中央府
省での仕事も増えてきました。現在、総
務省、外務省の審議会メンバーを務め
ており、今年４月からは文部科学省の
研究振興局科学官の任務を帯び、政策
評価、情報通信、大学政策などの分野
において、研究者の立場から協力して
います。一例として、かつて大学設置審
査に関わりましたが、大学人でありなが
ら、逆に外からの目線で大学のあり方
を検討、助言できることが非常に面白
いのです。これらの立場から得た経験
は、私たちの大学経営の参考にできる
だけでなく、自身の研究や教育にフィー

ドバックすることができます。理論を実
践に生かすだけでなく、実践を理論に
生かすこともできる立場を与えられたこ
とに感謝し、研究に勤しむ今日このご
ろです。私をこうした学問の世界に導い
て下さった中根先生とは、直接お話す
る機会を得られないままだったのです
が、なんと1年ほど前に偶然、街でお見か
けし、思い切って声を掛けて感謝の気持
ちを述べることができました。ご著書に
出会ってから35年目の出来事でした。
　最近の学生たちは真面目で、カリ
キュラムをしっかりこなして勉強に励ん
でいます。インターネットなどのツール
を使いこなした情報収集力、まとめあ
げる能力は、私たちの時代にはなかっ
たものですね。私が学生たちに常日頃
から言っているのは、「好きなことでな
いと、長続きしない」ということ。ですか
ら、私のゼミナールでは、共同研究もゼ
ミ論文も学生が好きなテーマを決め、自
分たちの考え方で研究に励んでいます。
　好きなことといえば、合唱を始めて今
年で40年目になりました。現在も、最も
好きな作曲家であるバッハの曲を、時
間を見つけて歌っています。実はドイツ
語を勉強し始めたのも、ドイツがバッハ
の故郷であり、クラシック音楽の中心
地だというのが大きな理由。バッハの
旋律は、歌えば楽しく、聴けば別世界へ
誘なってくれる、他には代え難い魅力
があるのです。ちなみに、研究室のウエ
ブサイトのBGMはゴルトベルク変奏曲
です。音楽は日常を忘れさせてくれる
最高の気分転換。音楽がなければ、人
生の楽しみは半減してしまうでしょう。

私



学生が主体となって、創り・育てる

異文化交流のコミュニティ

教職員に与えられたさまざまなミッションと、

早稲田大学の新しい動きをご紹介します。

MISSION!

仕事大学
の

初年度は交流イベントに延べ 5,000人が参加

　ICCで行われるイベントは、学生ス
タッフやイベント・サポーター（ボランティ
ア学生）たちの自由な発想により、多岐
にわたっています。開設初年度は、130
以上ものイベントが行われました。ISに
日本文化を紹介するジャパニーズ・フェ
スタや、ISが音楽、ダンス、食べ物、民族
衣装などを通じて母国の文化を紹介す
るイベントもあります。学生が自分たち
の力で積極的に企業にアプローチし、
イベントの企業協賛も増えています。ま
た、長期にわたって一つのものを作り上
げる過程で、理解と友情を深めることを

目指す長期プロジェクトも行われていま
す。昨年は、ブロードウェイ・ミュージカル
「フェーム」の舞台製作に挑戦しました。
約100名のLS、ISが約10か月にわたって
準備、練習を重ね、大隈講堂での日英バ
イリンガル公演は大成功を収めました。
　ICCの活動は、キャンパスでの交流イ
ベントが中心ですが、平成19年度文部
科学省「新たな社会的ニーズに対応し
た学生支援プログラム」（学生支援GP）
に採択された「異文化共生社会で生き
る力を養う実戦活動」の一環として、アウ
トリーチと呼ばれる学外での活動も始

めています。ISが、小中高の教育現場で
ゲスト・スピーカーとして自分の国の文化
や社会について紹介し、現場でのコミュ
ニケーションをLSが手助けするという異
文化理解教育支援活動や、地方の生産
現場での労働体験や奉仕活動などが
あります。

　国際コミュニティセンター（以下ICC）
は、2006年6月、学生部の一組織として、
インターナショナル・スチューデント（IS）
とローカル・スチューデント（LS）※の相互
交流を促進することを目的として発足し
ました。国境、国籍、文化の枠を越えて学
生たちが集い、交流を通じて異文化理
解を深めています。ICCにおける異文化
は、幅広く捉えられており、海外だけでな
く日本各地の地方文化も紹介したり、世
代の異なる地域コミュニティの方々や卒
業生、教職員も交流のカウンターパートと
し、あらゆる価値観を理解することを目
指しています。

　発足のきっかけは、学生部や国際部
を中心とする若手職員グループが、海
外研修の一環で韓国、延世大学校のグ
ローバル・ラウンジを視察したこと。教育
の国際化に力を入れる中、ただISや派
遣留学生の数を増やすだけではなく、
キャンパスにおける根本的な環境整備
が必要であると考えた上での提案でし
た。現在、日本の大学の中でも、ハード・
ソフト両面において充実度の高い異文
化交流のコミュニティとなり、他大学から
の視察が絶えません。
　運営に関わっているスタッフは、５人の
職員と７人の学生スタッフリーダー。ICC

では、公募によって選ばれた学生スタッ
フリーダーが、授業の空き時間を利用し
て、イベント企画やプレゼンテーション、
窓口対応などに従事しています。

※ 国籍を問わず日本で教育を受けた学生や、日本
で育った学生を指しています。

あらゆる価値観を理解し、発信する場として

国境や国籍を超え、人と人との交流を生み出す、ICCの仕掛けとは？

大学内

ICCにくれば、世界の国々にアクセスできる

ミュージカル「フェーム」の舞台製作に挑戦

校友課

学生サークル

留学センター

学生生活課

障がい
学生支援室
（ダイバーシティ・
プロジェクト）

早稲田から始まる
新しい異文化交流のカタチ

国際コミュニティセンター
（ICC）
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　小学校、中学校と両親の仕事の都合
でアメリカで過ごし、幼い頃からいろん
な国の人と接する機会がありました。そ
の経験を生かせる活動を探していたと
きに、学生スタッフリーダーの募集を見
つけて応募しました。インターナショナ
ル・スチューデントとローカル・スチュー
デントとの架け橋になれることや、自分
自身も学内外でさまざまな出会いがあ
ることに魅力を感じたからです。
　実際、日 こ々の仕事を通じてさまざま
なことを経験しています。「ジャパニーズ・

フェスタ」やフランスの学生生活を紹介
するカフェ・イベントの企画・運営を担当
したり、障害を切り口とするダイバーシ
ティ・プロジェクトのお手伝いを通じて、
障害を持っている学生の日常を知るこ
とができたり、何百人もの学生の前で
ICCを紹介するプレゼンテーションをし
たりと、この一年間で成長したことを実
感しています。これから本格的に自分自
身の留学準備が始まりますが、留学先
でもICCの経験を活かせそうです。

● イベント・レポート　各国文化紹介企画

　緑豊かな大隈庭園に面したICCラウンジの扉
を開けると、そこは賑やかな笑い声に満ちていま
した。４月に新しく来日したばかりのインターナ
ショナル･スチューデント（IS）を迎えるウェルカ
ム･イベント「ジャパニーズ・フェスタ」の「日本舞
踊体験」。ガラス張りの明るいスペースで、スポッ
トライトに照らされた葵流の舞踏家の艶やかな
舞いを息をのんで見つめるISと、うれしそうに見
守るこのイベントの企画・準備を担当したローカ
ル･スチューデント。少し前までは、なかなかキャ
ンパスで目にすることのない光景でした。講師の
先生方による舞踊の観賞の次は、いよいよ体験タ
イム。扇子の使い方を教わりつつ、「さくらさくら」
を踊ります。日本文化に触れ、新しい友達もでき、
楽しいワセダ・ライフの始まりです。

「ジャパニーズ・フェスタ」学生スタッフリーダー

ICCでの経験を通じて成長を実感

ボランティア
センター

　手探り状態でひとつずつイベントを切
り盛りした初年度を振り返って、今後の課
題を職員の櫨木裕子さん（写真右）はこ
う語ります。
「今後さらに大学の国際化が進み、ISの
数が増えてきたら、孤独感や勉強のこと
など、悩みを抱える学生も増えてくるかも
しれません。そうした時にICCをうまく活
用してもらえるといいですね。もちろん
ISだけではなく、すべての学生が、ICCと

いう小さな窓を通じて、世界に羽ばたく
きっかけになれればと思っています。そ
して、近い将来、学内のあらゆる場所で
ISとLSが友情を深め、共に勉学に励む
ことが当たり前の風景になったら、ICC
にはまたあらたなミッションが生まれてく
ると思います。常に変化し続けるニーズ
にいかに柔軟かつ積極的に対応してい
けるかということが、私たちスタッフの課
題ですね」

　学内の他部署との連携も強化され、
早稲田大学のグローバル化に新たな可
能性を提示しているICC。今後の展開が
ますます楽しみです。

世界につながる小さな窓 ICCサイト ▼http://www.waseda.jp/icc/

森田紗也加さん（国際教養学部２年生）

オープン
教育センター
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̶ 松原さんは早稲田高等学院から、早稲田大学に
進学されましたが、数ある学府の中から早稲田を選ん
だ理由は何ですか。
　高輪中学に通っていた時、大隈さんの演説を聞く機会
があり、語尾を「あるんである」としめる演説が魅力的
で、「早稲田に行きたい！」と思うようになりました。家の
すぐ近くにある慶應には行かずに、第一早稲田高等学院
を経て、大学の文学部に進みました。
̶ 1930年頃の早稲田大学はどんな雰囲気でしたか。
　ちょうど世界恐慌が起きた時で、国全体が疲弊し、早
稲田に多い農村出身の学生たちは、苦学して生活が追
いつめられている人もいました。また、当時は左翼の思想
が盛んで、早稲田にも大山郁夫や猪俣津南雄など早々
たる面々がいました。大学の看板をはずして共産党大学
と書かれた看板を下げる人がいたりして、後になって考
えれば非常時に近い状態だったと思います。若者の間で
はマルキシズムが一つの流行で、私も文学部の授業の合
間に左翼思想の先生の授業を聞いたり、マルクス・エンゲ
ル全集を読んだりしていました。
　ある日、私の留守中に特高警察が家に来て、勉強部屋
に押し入ったことがありました。机の上のマルクスの本を
一冊持って行こうとした警官に対して、父は「一冊持って
行くなら全部持って行きなさい、それができないなら私
をひっぱっていけばいい」と言って阻止したそうです。非
常に理解のある父でした。その時に父から、「今の若い人
は、心のことばかりで体のことを忘れている。心と体は一
体だから、表裏一体に考える必要があるのではないか」

と言われたことが、後の人生を送る上で大きなヒントになりまし
た。また、左翼の思想は禅の発想とよく合うので、禅を理解する上
でも役立ったと思います。

̶ 印象に残っている先生や講義はありますか。
　 我々の頃は、教壇の上で講義をするような先生はいませんで
したね。学生たちの間を歩き回ったり、空いている席に腰掛けた
りして、フランクな雰囲気で先生と学生の距離が近かったと思い
ます。学生だけでなく、先生たちも野暮ったかったですね。
　尊敬していた先生の一人が坪内逍遙先生です。シェイクスピア
の講義をよく受けました。台詞のところは「しな」を作って読みあ
げるような非常に独特な先生でしたね。坪内先生と言えば、英国
のコンノート殿下が来日された際に、御前講義の依頼があったの

龍源寺前住職

松原泰道さん

［プロフィール］

まつばら・たいどう
1907（明治40）年東京生まれ。1931（昭和6）年早稲田大学文学部
卒。岐阜・瑞龍寺専門道場で修行。1951（昭和26）年臨済宗妙心寺
派宗教学部長。1977（昭和52）年まで東京・三田の龍源寺住職。65
歳の著書「般若心経入門」が大ベストセラーになり、これまでに130
冊以上の著書がある。100歳を過ぎた現在も創作に取り組む。近著に
「人生を豊かに生きる12章 『おまかせする心』で楽になる」（祥伝社）
など。

人
生
訓
を
教
え
て
く
れ
た
明
治
生
ま
れ
の
先
生
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ち

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。

第二世紀へのメッセージ
Message to the next generation

感動・希望・工夫 の３Kで人生をより豊かに
100 歳を過ぎた今、昭和初期の学生時代を振り返って、
尊敬する先生方、仲間たちとの素晴らしき日々を語っていただきました。
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ですが、病気を理由に断って、実は大隈講堂のこけら落としで
舞台挨拶をしていたのです。そうした権威に屈しないところが、
私たちにとっては痛快で、早稲田らしさを感じました。
　會津八一先生にもお世話になりました。今なら問題になるの
でしょうが、学生に向かって「てめえら、おめえら」と呼びかける
ような早稲田らしい先生でした。非常に親切で、卒論の時には
いろいろと本を貸してくださいました。會津先生に限ったことで
はありませんが、当時は、地方で演習をする時には先生が旅費
を出してくださり、学生と苦楽を共にしていました。
　詩人の西条八十先生や歌人の窪田空穂先生の講義も忘れら
れません。窪田先生の源氏物語の講義は素晴らしいものでし
た。ときどき学生がけしかけて、話が脱線し、近作の短歌を披露
してくださることもありました。最終講義では餞として、こんな歌
を黒板にきれいな字で書いてくださいました。
「ほどもなく 移り行くべき 家と見ず 障子の破れを 繕いにけり」
　その時は、引っ越しの時に掃除して障子を張り替えるエチ
ケットの歌として受け取りましたが、後になってこの歌に込めら
れた深い意味が分かるようになりました。家を移り住むように、
生から死へとまもなく人生が終わるが、間違いは訂正していく
のだという意味です。明治生まれの先生たちは人生に役立つ教
えをたくさんしてくださいました。
　厳しい先生もいらっしゃいました。西洋哲学史の桑木厳翼先
生は、在学中一度も笑顔を見たことがないような先生。20分くら
い遅刻してくる先生が多い中、桑木先生は時間励行で、月曜8時

からの授業では、学生より早くいらっしゃって定刻にな
ると教室の鍵を閉めて、遅刻者を入れないようにして
しまうくらいでした。ある月曜の朝、早慶戦の決勝戦に
合わせてチケットを取るために神宮球場に行かなけ
ればならず、学生が一人も出席しなかったことがありま
した。次の月曜に講義に出るとセクションが一つ進ん
でいるので、「誰も出席しなかったのに授業を進めた
のですか」とお聞きすると「机と椅子に講義をした。お
となしく聞いていたぞ」とニコリともせずにおっしゃる
のです。冗談なのかそうでないのか計りかねました。
　年を取ると、先生方のおっしゃっていたことを一つひ
とつ思い出します。学問の真実とは、そういうものでは
ないでしょうか。
̶ 今の世の中で、日本人に求められていることは
何だとお考えですか。
　私が感じているのは、今の人は老いも若きも、傲慢
であるということです。今、パスカルの『パンセ』を読み
返すと、反省すべき点がたくさん書いてあります。『パン
セ』には、「自然の中で一番弱いのは人間である」「人
間だけが死を知っている」「風にそよぐ葦だが、考える
能力はある」とあります。宇宙や自然は、人間よりも優
れているという謙虚な気持ち、あらゆる物から学んで
思索することが大切です。

　戦後、日本人は占領軍の方針で自我を主張することを教育さ
れました。しかし一人ひとりが自我を主張したら、ぶつかっても
め事が起きてしまいます。そこで、このように考えてみてはいかが
でしょうか。組織の中で、一人ひとりの人間は網の目のようなもの
ですから、目を一つひとつ取り出すことはできません。他を生か
しながら自分も生きる、あるいは、自分を生かしながら他を生か
していくというのが、個と全の関わり合いです。人間は網の目の
一つに過ぎず、そこに自我というものはありえません。自分さえよ
ければ他はどうでもいいというのではなく、助け合い慰め合うこ
とが大切です。
̶ 読者の皆さんにメッセージをお願いします。
　感動、希望、工夫という「プラスの３K」という生き方をお勧め
致します。
　まず、感動についてですが、何でも当たり前だと思えば進歩
はありません。100歳になりますと、朝起きると今日も生きていた
というだけで感動を覚えます。そして、今日はあれを書こう、あれ
を読もうと思うのです。友人から聞いた話ですが、ある刑事さん
が署長さんから「今朝、感謝したことや感動したことはあった
か」と聞かれて、「ありません」と正直に答えたら、「刑事のような
大事な仕事をしている人間が、感動がないというのはどういうこ
とか」と大目玉をもらったそうです。そこで友人は、直感的に松
尾芭蕉の「よく見れば 夏の花咲く 垣根かな」を思い出したそう
です。私に言わせれば、心の受信装置を精密にすればするほど、
何でもないことに感動することができると思います。いつも何か
を学ぼうという気持ちを持っていれば、老いてぼけるのを遅ら
せることもできるでしょう。心の受信装置を鍛えるために必要な
ことは読書です。私はあらゆる犯罪の根源にあるのは、思索す
る能力が欠けていることだと思っています。今の人たちは、読む
ことと書くことによって、思索する能力をもっと強化すべきでは
ないでしょうか。
　次に希望ですが、自分だけでなく、他人にも希望を与えてい
きましょう。人の役に立つことは、自分の生き甲斐になります。逆
境に直面したり、難病になったり、マイナスの状況に置かれたと
きも人の役に立つことを考えてみましょう。痛みが分かっている
分、心から人を慰めることができるからです。相手も自分も救わ
れます。
　希望を実現するために必要なことが、工夫です。マイナスの状
況をどうやってプラスにしていくかを考えてみてください。マイナ
スをプラスにすることに、生き甲斐を見いだせると思います。病気
や人生の失敗をした人の励ましや再起は、同じ境遇にある人を
元気づけることができます。七転び八起きと言いますが、挫折し
ても何か掴んで再起のヒントを掴めば、強い人になれます。一度
転ばなければ分からないこともありますからね。「プラスの3K」
で人生をより豊かにしていきましょう。
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A WASEDA Miscellany

This theme：

Communicate
Paul Snowden

Faculty of International 
Liberal Studies
Senior Dean

Since Waseda has just celebrated a very important anniversary, let me first mention a couple of my own 
anniversaries.  Next year in April, I will celebrate 40 years since my fi rst arrival in Japan, as an English Conversation 
teacher.  December, 2007 marked thirty years since my fi rst job as a university teacher, at Tsukuba University.  Most 
recently, April 2008 saw the twenty-fi fth anniversary of my full-time employment at Waseda, where I taught English 
in the School of Political Science and Economics until 2004, since when I have been attached to the new School of 
International Liberal Studies.  

In those years, I have written or edited a wide variety of books, textbooks and dictionaries, mostly on topics 
concerned with either language learning or cross-cultural awareness.

Twenty-fi ve years ago, Waseda students (perhaps the parents of our current students) had to put up with far worse 
facilities than we have now.  The Library was limited to Building 2; elevators were almost unknown in most buildings; 
air-conditioning was not installed in classrooms; there was nowhere to eat on campus.  But perhaps because of 
those hardships, there was a kind of cheerful solidarity.  I remember teaching so-called “Conversation” classes of 60 
students, where most members did their best to avoid speaking at all.  But at least there were a few at the front of the 
room who were determined to participate.  It is that curiosity for new experiences and determination to take part in new 
relationships that distinguished the best Waseda students – and I think it still does, although I wish there were a few 
more of such students.

Present-day society makes it so easy for us to survive without paying much attention to what is happening in society 
around us, and I think that that is dangerous.  We can easily survive a whole day, or even a whole week, without talking 
to anyone apart from our close family or friends.  Is it a good thing to fail to communicate with people outside such a 
close circle?  Waseda encourages its students to study overseas: at SILS, it is compulsory, while at other Schools it is 
becoming more and more easy to do.  As one reason for studying overseas, many students give the desire to become 
better speakers of English (or Chinese, or French, etc., depending on their destination).  What they must remember is 
that when they fi rst go overseas, the people they need to communicate with will not be their close family or friends.  In 
other words, they will be just the type of person they tend to avoid speaking to while in Japan.  

So many come to the SILS offi ce with application forms, and hand them over the counter to the offi ce staff without 
saying a single word; so many buy their lunch at the Co-op and pay for it in total silence; so many get on the bus to 
Takadanobaba without uttering a word to the driver.  It is this attitude of silence that they must change when they go 
abroad to a culture where such silence is regarded as ignorant, rude and uncivilized.  Why not practice while still in 
Japan, and get used to saying things like, “Here is my form for a scholarship” in the offi ce, “Sorry about the ¥10,000” in 
the Co-op, “Thank you” to the bus driver?  That is the fi rst easy step towards the international attitudes that Waseda is 
now promoting.

I say this frequently to the students in my classes, and I hope some of them follow my advice.  Sometimes, when 
I am handing back homework, and no student even says “Thank you,” I stop the class and remind everyone to say 
something when they receive their homework.  Then, if one student fi nally has the courage to say, 
“Thank you,” the next student, and the next, and the next will say so, too.  That’s very 
good, but another step is necessary: don’t just use exactly the same expression as 
the previous person used.  Try to think of something different and original.  In that 
way, sometimes when I take attendance, if the first three students all reply, 
“Here,” I ask the following students to use other expressions, such as “Yes,” 
“Present” and so on.  The next stage is to answer in more than one word: 
“Here I am,” “Yes, here today” etc., etc.  

Waseda as a whole, and SILS in particular, are trying hard to bring this 
awareness of international culture into everyone’s consciousness, and I 
do hope that those students with the curiosity and determination that I 
mentioned above will understand and act.
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WASEDA ONLINE

讀賣新聞のWebサイト上で早稲田大学の情報を国際的に発信する「WASEDA ONLINE」がスタートしました。今回はそのコンテンツ内容をご紹介いたします。

▼WASEDA ONLINEのトップ画面

CLICK

プレスリリースを中心に研究成果やスポーツ選手の活躍など

大学関連のニュースを掲載しています。

NEWS
ニュース1■ コンテンツを見てみよう!!

オピニオン ニュース 研究力 文化 教育 キャンパス ナウ イベンツ

“WASEDA ONLINE” has started transmitting information of Waseda University on an international basis on the website of Daily Yomiuri Online 

since this April. Here we introduce the contents of it.

　
ONLINE始動!!

CLICK

「WASEDA ONLINE」とは
　積極的な国際推進を掲げる大学として、世界中からトップレベルの研究者や学生が集まる大学をつくるという目標を達成するため、海外のメ

ディアや学生、研究者の関心を惹く、早稲田独自の教育・研究成果を中心とした情報を日本語と英語の2つの言語で国際的に発信していきます。

What is “WASEDA ONLINE”

In order to achieve the target of creating a university where top-level researchers and students gather from all over the world, which 
employs positive and international promotion and to capture the attention of overseas media, students and researchers, information is 
transmitted on an international basis, centering on research achievements and education unique to Waseda in both Japanese and English. 

Centering on press releases of university related news such as 

research achievements and successes of athletes are posted. 

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

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

CLICK

体育会各部、サークル、イベント、教職員や学生が制作した映

像など様々な動画を掲載します。

MOVIE
動画

2

Various movies of footage that faculty members or students made 

of sports clubs, social clubs and events are posted. 

CLICK

毎週、早稲田大学の教員が国際、社会情勢といった時事問題

をテーマに意見を述べる人気コーナーです。

OPINION
オピニオン

3

This is a popular weekly section where the teachers of Waseda 

University express their opinions on current affairs themes such as 

international and social situations.

本学が世界に誇る研究をお伝えします。一人ひとりの研究者に

焦点を当てるだけでなく、早稲田のユニークな共同研究体制、

プロジェクトを進める研究グループも紹介します。

RESEARCH
研究5

Reports on the world-class research of the university. It is not just 

individual researchers focus points but an introduction of the 

unique research system of Waseda and projects that research 

groups get together on.  

歌舞伎・能・狂言・俳句や映画など文学・演劇・映像研究に関

係した研究内容を発信していきます。また、スポーツ選手も紹

介します。

CULTURE
文化4

Research content related to literature, theater and movie research 

and Kabuki, Japanese Noh drama, traditional comic dramas, haiku 

and cinema and such are transmitted. In addition athletes are 

introduced. 

CLICKCLICK

 Let’s take a look at the content!!

▼

英語版トップ画面
　English version top



山岸駿介が自流を読む

Trend Eye

このコーナーは、教育ジャーナリストとして
活躍中の山岸駿介氏による
教育問題に関する連載コーナーです。

信じられる「情報」に恵まれるか

　咋年末、かなり重症の癌を患っているこ
とが分かった。10年間以上も禁煙をしてい
たが、かつてのヘビースモーカーには、何の
効果もない。1月9日に手術を受け10日間、
ICUのお世話になった。辛うじて肺炎を免
れ、命を落とさずにすんだのは奇跡に近
かったようだ。そんな訳で新しい広報誌に
引き続き書いてほしいといわれ、ありがたい
と思う半面、これから本格化する癌治療へ
の不安とが交錯した。自信がない。だが「新
聞」への愛着と、その新聞が伝える「情報」
の信頼度をめぐり、おかしいことはおかしい
と素直に指摘することも大切かもしれない。
そう思って書かせていただくことにした。

　本欄をお読みいただく方には、失礼な
言い方だとは思うが、新聞が書いたことを
疑ってほしい。書かれている事柄が嘘だと
言っているのではない。ではなぜ疑えとい
うのか。これから説明させていただく。
　日銀総裁の人事は、いくら政治の優位を
強調しても行政に抑え込まれているとしか
見えなかった。それだけに「報道」の置か
れた立場は重要だと思う。それが政府によ
り日銀総裁の人事として武藤敏郎副総裁
の昇格を出された翌3月21日の社説で、朝

日新聞は「日銀総裁人事　腑に落ちぬ不
同意の理由」と書いた。民主党が同意しな
かった姿勢をたしなめたのである。
　なぜ政府の提案を呑まないのかと朝日
新聞が言いだしたことに「正気の沙汰か」
と思った。後で分かったのだが、この日、
どの新聞も大同小異で総裁人事を否決し
た民主党を批判していた。身の震える思
いだった。細部にわたり紹介する余裕はな
い。ただ、田原総一郎氏が出ているTV番組
だったと思うが、朝日新聞のコラムニスト星
浩氏に同じ意見かどうか確かめていた。言
葉のやり取りは別にして星氏は違うと言っ
ていた。日銀総裁人事をずっと追っている
記者とそれとは違った立場から見ている者
では見方が当然異なるといった内容の返
事だった。
　私は星浩氏のような視線を持っているの
が新聞記者だと思っている。専門記者とは
新聞記者とは違う人種になるのか。

　専門記者という言葉にだまされてはいけ
ない。昔はNHKの放送記者で文部記者会
にもいたことのある池上彰氏が、いまはタレ
ントとしても活躍しており、3月17日付けの

朝日新聞に「池上彰の新聞ななめ読み」と
いうコラムを書いている。
　それによると3月7日付けの新聞には2紙
に特ダネが載った。「日銀人事　『武藤総
裁』きょう提案」というニュースで、朝日と
読売が報じた。他の新聞は武藤氏の名前
を掲載できなかった。武藤氏の名前を事前
に漏らすと民主党が反発するのを恐れて関
係者は口を固く閉ざしたのだという。「人事
情報を抜ける（特ダネを書ける）ようになれ
ば一人前」と昔から記者の世界で言われて
いたと書いている。その通りで、恐らくどん
なヘナチョコ記者でも、この言葉は知って
いるだろう。
　「しかし」と思うのですと、池上氏は書い
ている。「特ダネ競争は記者の活力、新聞社
の力の源泉ですから、記者の力は磨かれま
す」　だが「それだけの努力と時間は、もっ
と別なところに割くべきではないかという
気がしてならないのです」と。
　「中央銀行の総裁に求められる資質とは
何かをもっと読者に伝える記事が欲しかっ
た」「諸外国の中央銀行のトップはどうやっ
て任命されるのか、どんな経歴の人が選ば
れるのか」「選定の基準は何なのか。中央
銀行の独立はどうやって保障されているの
か。それを丁寧に取材して読者に伝える。

新聞記者に2 種類ある?

「特ダネ」と専門記者と
本当の記者
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プロフィール
やまぎししゅんすけ
1958年 新潟大学人文学部法律学
科卒業。新潟日報、朝日新聞記者を
経て、多摩大学教授（教職課程）。
定年退職後、昨年まで客員教授。
1968年 大宅壮一東京マスコミ塾
第一期生・優等生。1970年 新聞連
載「明日の日本海」で菊池寛賞受
賞。教育ジャーナリストとして活躍。
「大学改革の現場へ（玉川大学出
版部刊）」など著書多数。

それが新聞に求められていることだと思う
のです」

　専門記者というのは、普通はこういうこと
を書ける記者をいうのだが、今度の流れの
中ではとても無理なことは分かる。ただ、そ
れならこの問題を新聞社としてどう受け止
めるのか。記者一人一人の反省や自戒の念
とともに、組織として対応する動きはないの
か。
　いま新聞記者の意識は急速に体制化し
ている。学習指導要領を今後どう展開して
いくかについて検討する会議で、文部科学
省の職員は、新聞は学習指導要領に大賛成
ですといったという。学習指導要領に限ら
ない。さまざまなところで、記者の思考方法
は役人のそれと変わりがなくなっている。
昔は政府の審議会に新聞記者が参加する
ことに賛否両論があった。いまそんなこと
を問題にする空気はない。役人も記者も価
値観が同じ証明みたいな現象だが、そんな
新聞記者によって伝えられる「情報」から
「国民」や「市民」は自衛できますか。

体制化した記者が
書く情報とは何か

■『伝える英語の発想法ー文例で学ぶ
　  ビジネス英語、レポート、論文』
　  （早稲田大学出版部 刊） 篠田義明　著

■『生活者がつくる市場社会
    （未来を拓く人文・社会科学シリ－ズ6）』
    （東信堂 刊）久米郁男　編

■『環境経済学をつかむ』
    （有斐閣 刊） 栗山浩一ほか　著

■『入門　政治経済学方法論』
    （東洋経済新報社 刊）
　  清水和巳・河野勝　編著

■『悪の知性』
    （NTT出版 刊） ジャン・ボ－ドリヤ－ル　著
    塚原史ほか　訳

■『現代海洋法の生成と課題』
    （信山社出版 刊）林司宣　著

■『能楽ハンドブック 』
    （三省堂 刊）小林保治ほか　著

■『国際ビジネス入門
    （シリ－ズ国際ビジネス） 』
    （中央経済社 刊）江夏健一ほか　編

■『国際ビジネス研究の新潮流
    （シリ－ズ国際ビジネス）』
    （中央経済社 刊）江夏健一ほか　編

■『「サザエさん」的コミュニティの法則 』
    （日本放送出版協会 刊）鳥越皓之　著

■『フロイト思想を読む－無意識の哲学』
    （NHK出版 刊）竹田青嗣 /山竹伸二　著

■『モスクワの声』
    （水声社 刊） 大石雅彦　著

■『揺れ動く貴族社会
    （全集　日本の歴史４） 』
    （小学館 刊）川尻秋生　著

■『フランス語へのパスレル』
    （朝日出版社 刊）小林茂　著

■『光と風とぬくもりと
    －子どもの尊さの発見 』
    （かもがわ出版 刊）増山均ほか　著

■『あらすじで読む英国の歴史対訳 』
    （中経出版 刊）
　  ジェ－ムズ・Ｍ.ヴァ－ダマン　著　
     渡辺愛子　訳

■『環境ビジネスの挑戦』
     （環境新聞社 刊）長沢伸也　編著　
　  環境マ－ケティングプロジェクト　共著

■『XBRLの衝撃－日欧米40数カ国
　  550余機関が推し進める世界標準 』
     （ダイヤモンド社 刊）
　   花堂靖仁・ダイヤモンド社　共著

Books

『中学入試国語の
ル－ル』
（講談社　刊）
石原千秋　著

日本の国語教育は道徳教育である。その典型が入
試国語だ。そこで、「教師や親は正しい」というルー
ルを適用すると、選択肢だけで「正解」が求められ
る。この本では、実用書の形を取って、「これでいい
のだろうか」と問題提起を試みた。

『多次元
スキルエージェントの
職業選択及び
人的資本投資と
国際貿易』
（三菱経済研究所　刊）
市田敏啓　著

本書は著者が米国のコロンビア大学で執筆した博
士論文で発表した多次元スキルエージェントの一
般均衡モデルを国際貿易（特に自由化後の補償
問題）と人的資本投資の二つの問題に応用した意
欲作である。研究者を対象とした専門書でありなが
ら、随所にオリジナルな貢献がちりばめられている。

『Optimal Statistical 
Inference in Financial 
Engineering』
（Chapman & Hall　刊）
谷口正信/蛭川潤一/
玉置健一郎　著

局所漸近正規性と言う数理統計学の基礎概念
による時系列の最適推測論を基礎とした統計的
金融工学の解説書，初歩の確率，統計および時
系列入門からはじまり，最近の先端的研究の話ま
で言及しているのが特長。

『入門・現代
ハリウッド映画講義』
（人文書院　刊）
藤井仁子　著

『スパイダーマン』『ロード・オブ・ザ・リング』等、
現代ハリウッド映画の分析を通して映画学の基
本を学ぶ。最新の研究成果をふまえた高度な議
論を初学者にもわかりやすく。「現代映画論」（文
構）等で教科書指定。

今号のオススメ
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Rediscovery of WASEDA

　悠久の時を刻み続ける、大隈講堂の時計塔。その高さは地上7階に当たる125尺（約38メートル）、

すなわち、大隈重信が生前常々唱えていた「人は摂生すれば 125歳まで生きることができる」という

「人生125歳説」に因んだ数字です。

屋上へ出るはしごを登ると、搭上にこの鐘が見えてきます。

鐘は米国・ボルティモア市マクレン社からはるばるパナマ運河を越えて運ばれました。

大小4つの鐘でハーモニーを鳴らす仕掛けは、日本初と言われています。

鐘の音を鳴らす時間は、8時、9時、12時、16時、20時、21時と、1日6回。

仕掛け時計のようにハンマーが動き、30秒間鳴り続けます。

英国ウエスト・ミンスター寺院のそれと同じハーモニーを奏で、 早稲田の街に時を告げています。

　都内近郊で実際に鐘を鳴らしているのは、この鐘のみ。

街の風景にとけ込み、人々の貴重な財産となっています。

杜に時を告げる者。
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