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日本とインドネシアの友好親善に寄与

P
PRIZE

ギナンジャール・カルタサスミタ客員教授が
旭日大綬章を受章

5月8日、アジア太平洋研究科客員教

ンドネシア国間の友好親善および相互

授でインドネシア日本友好協会会長の

理解の増進に寄与したことが顕彰され

ギナンジャール・カルタサスミタ先生が

ての受章です。

旭日大綬章を受章されました。日本・イ

天皇陛下より旭日大綬章を受章する
ギナンジャール教授

天然化合物の全合成に関する研究・開発が評価される

P
PRIZE

理工学術院の竜田邦明教授が
第49回藤原賞（藤原科学財団）を受賞

本賞は、我が国の全科学領域を対象

礎研究に基づいて数種の医薬品の創

として基礎科学および応用科学技術

製と工業的合成法の開発にも成功した

の発展に卓越した貢献をした者を毎年

ことが評価されての受賞です。6月17日

2名顕彰するもので、科学分野最高の

に学士会館本館で行われた贈呈式の

賞の一つであり、本学教員では初めて

壇上で竜田教授は受賞の感想として ｢

の栄誉となります。四大抗生物質群を

名誉ある賞を受賞し感激すると共に共

含む90種以上の天然化合物の世界最

同研究者に感謝しております。さらに

初の全合成（最小単位の原料から天然

研究に精進する覚悟です｣と述べられ

物を化学合成）を達成し、それらの基

ました。

受賞時の竜田教授

アジア・太平洋地域における国際協力活動が評価される

P
PRIZE

大学院国際情報通信研究科長の浦野義頼教授が
総務大臣表彰される

第40回 世界情報社会・電気通信日

各種施策にて重要な役割を果たすな

である5月16日に、本 学大学院国際 情

ど、情報通信分野における国際協力活

報通信研究科長の浦野義頼教授が総

動への多大な貢献が評価されました。

務大臣表彰されました。

授賞式においては、浦野教授は ｢本日

今回の表彰では、総務省が実施する

の表彰はプロジェクトに参加した全て

「国際情報通信ハブ形成のための高度

の関係者に与えられたものと考えてお

ICT共同実験」の遠隔教育分野におけ

り、これからも一層がんばりたい｣と述

る活躍や、アジア・太平洋地域の電気

べ、今後の同分野における更なる貢献

通信の開発促進などを目的としたアジ

への意欲を表明されました。

ア・太平洋電気通信共同体（APT）の
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受賞時の浦野教授

許智宏 北京大学校長（写真前列左）と白井克彦総長

U

UNIVERSITY

河田悌一 関西大学学長と白井克彦総長

岩崎洋一 筑波大学学長と白井克彦総長

教育・研究の幅を更に広げる

国内外の他大学との協働・連携計画を発表

北京大学との共同大学院設立に
関する基本合意書に調印

在地：大阪府吹田市、
学長：河田悌一）
と、教育・研究領域における相互の学

⑴ 医学・理工学研究者等養成のための
学士課程教育プログラム

5月8日、北京大学（所在地：中国、校

術交流を通じて、教育・研究のレベル

「理工学」と「医学」の両学士課程を

長：許智宏）と、
「環境・持続可能発展

を一層高めるとともに相互にグローバ

履修し、両方の学士号を有する理工学

学」分野における共同大学院の設立に

ルな視点から教育・研究、社会連携活

と医学に通暁した人材を育成する。理

関する基本合意書に調印。共同大学院

動を行うために、包括的な協定を締結

工学と医学との橋渡し的研究を推進す

では、地球規模の諸課題の解決に取り

いたしました。関西大学と協定を締結

る学者、多様な能力を生かした高度専

組む指導的人材を共同で育成すること

することにより、双方の研究水準の更

門職医師として活躍を期待する。

を目的としています。

なる向上と互いの研究活動の広がりを

⑵「古代オリエント学」
分野における連携

両国政府・地方自治体などの協力の

期待し、ユニークな共同教育・共同研

もと、日本の産業界が有する技術やノ

究などの連携協力を行う予定です。ま

現在、
両大学が国内において二大拠

ウハウなどを活用した新しい産学官連

た、関西大学からは本学の大学発ベン

点となっている、
古代オリエント研究の

携による共同研究を推進し、さらに大

チャービジネスの創出・育成の実績を

更なる展開を協働で推進し、当該分野

学院教育プログラムと共同研究を連携

踏まえ、ノウハウの提供による産学官

における教育・研究を発展させ、
国内随

させた人材育成を行うことで、従来の

連携面における機能強化を期待されて

一、
世界的に見てもトップクラスの教育

途上国支援に代わる新しい社会貢献

います。

研究拠点を創出することが可能となる。

モデルを構築します。
今後のスケジュールとして、2008年9
月に「環境・持続可能な発展」分野で

筑波大学と連携協力に
関する協定を締結

⑶ 情報・ロボティックス分野で
共同研究等
両大学のロボット、センシング、画像、

の産学官連携研究を、
2009年4月から

国立大学 法人 筑波 大学（所在地：

両校大学院での「環境・持続可能発展

茨城県つくば市、学長：岩崎洋一）とは、

野をより強化し、また、補完し合うこと

学」ダブルディグリープログラムを開始

教育・研究活動全般における交流・連

により両大学の教育研究資源の有効

し、日中両国の制度が整い次第、早稲

携を推進し、教育・研究水準の更なる

活用を図る。

田大学−北京大学共同大学院を開設

強化を図ることを目的として、
5月20日

⑷ その他、今後検討予定の取組等

する予定です。

に ｢連携協力に関する協定｣を締結い

関西大学と教育研究協力に
関する協定を締結
5月13日には、学校法人関西大学（所

たしました。
包括協定の締結に際し、現在、両大

知的情報処理などの競争力を有する分

職員の人事研修交流や図書館の共
同利用、教員FD（ファカルティ・ディベ
ロップメント）の交流等が挙げられる。

学間で検討を進めている取組等の目
的は下記の通りです。
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上海近郊での活発な活動を目指して

｢早稲田大学上海教育研究センター｣開設

5月27日、中国における教育研究活

学学生や、本学での留学を終えた中国

動のさらなる発展を目的として、中国上

人学生が利用できる学習室や図書室

海の復 旦大学内に「早稲田大学上海

を設置。遠隔学習システムを通じて日

教育研究センター」を開設いたしまし

中間で共同講座を行うこともできます。

た。本学における中国の拠点としては、

同センターは、華南地方における本学

2004年8月の「早稲田大学北京教育研

の中核拠点として、
復旦大学等、
大学と

究センター」に次いで2箇所目の設立と

の共同教育ならびに上海近郊の企業

なります。

との産学連携による共同研究事業を

同センターでは、中国に留学中の本

推進する予定です。
記念式典では看板の除幕が行われた

U

UNIVERSITY

教育の質を高める中高大連携

2校の中学校・高等学校の新規系属校化を発表

6月7日、大阪府茨木市の私立摂陵中
学校・高等学校（理事長：武藤治太）

称）を開校に合わせて、系属校とする方

共鳴し、教育の質を高めるための中高

針を発表。

大連携が可能な中等教育機関との提

を2009年4月（予定）に、また設立準備

本学では以前から多種多様な経験

携関係を強化し、優秀な学生の確保に

が進められている学校法人「大隈記

や能力を持った人材を受け入れるた

つなげたいと考え、2つの中高一貫校を

念早稲田佐賀学園（仮称）
」のもと佐賀

め、様々な入学形態を模索してきまし

系属校とすることを決定しました。そ

県唐津市に開校される予定（2010年4

た。今回は、新たな取り組みとして、地

れぞれの概要は下表の通りです。

月）の早稲田佐賀中学校・高等学校（仮

域・歴史・伝統を考慮し、
本学の教育に

■ 新規系属化予定校の概要
学校名

早稲田佐賀中学校・高等学校（仮称）
〔男女共学校〕

学校法人名

大阪繊維学園

大隈記念早稲田佐賀学園（仮称）

所在地

大阪府茨木市宿久庄7丁目20-1

佐賀県唐津市内を予定

設置年

入学定員等
早稲田大学進学実績
（2008年度）

推薦による受け入れ人数
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摂陵中学校・高等学校〔男子校〕

1962年高校設置（1985年中学校併設）
※2009年4月系属校化の予定

（中学）
90名 （高校）
335名（内部進学含む）
（志願者）27名 （合格者）4名
（手続者） 2名

2009年度以降に入学した生徒で、系属化3
年後の各学部全体の受け入れ総数を40名と
する。

※2010年4月設置・系属校化の予定

（中学）120名 （高校）240名（内部進学含む）

※新設予定校のため、データなし

系属化3年後（高校1学年120名）の各学部全体の受け入れ総
数を定員の50％となる60名程度とする。系属化6年後（高校1
学年240名）の各学部全体の受け入れ総数を定員の50％とな
る120名程度とする。

A

ACTIVITY

著名な方々を迎え、パネルディスカッションが行われました

グローバル・ヘルス研究所主催
〜今、世界のいのちと向き合って〜

2008年4月、本 学に「早 稲田大 学グ

発展途上にある国々において、子ど

ローバル・ヘルス研究所」が発足しまし

もや女性などの社会的に弱い立場に置

た。この設立を記念し、
5月22日に当研究

かれる人々の健康問題は、地球規模で

所主催「〜今、
世界のいのちと向き合っ

取り組む課題として早急な対応が求め

て〜」が開催されました。森喜朗（元内閣

られています。当シンポジウムにおける

総理大臣）研究顧問の祝辞、
有森裕子

熱いメッセージは、ご来場いただいた

国連人口基金親善大使の基調講演に続

たくさんの方々にとって、世界で今何が

き、
著名な方々をパネリストに迎え、
パネル

起こっているのか、
そして私たちに何が

ディスカッションが行われました。

できるのかを考える機会となりました。

U

UNIVERSITY

胡錦濤中国国家主席来校
育成を目的とした「日中青少年友好交

さんによって切り開かれるものでありま
す」と語りかけました。

流年」の日本側開幕式が5月8日、大隈

式典後には、福原愛選手（卓球北京

講堂で開かれ、福田康夫首相と国賓と

五輪代表、スポーツ科学部2年）/王楠

して来日している胡錦濤中国国家主席

選手（中国の卓球北京五輪代表、シド

（写真）が出席しました。
胡錦濤主席は「両国青年は中日友
好の新鋭であり、中日友好の未来は皆

U

有森裕子国連人口基金親善大使

日中青少年友好交流年開幕式に出席

日中両国の友好事業を担う青年の

UNIVERSITY

森喜朗研究顧問

ニー・アテネ五輪金メダリスト）ペアと
胡錦濤主席による卓球対決も披露さ
れました。

数多くの学生、
教職員が協力

四川大地震支援活動

中国から900名を超える留学生を受

金活動も実施され、
5月23日〜 6月6日の

け入れている本 学では、5月の「中国・

募金期間に、学生、校友、一般、教職員

四川大地震」への様々な支 援活動を

の 皆さまから総 額166万8,995円（+外

行ってまいりました。

貨）のご協力をいただきました。寄せら

早稲田・戸山・大久保・所沢・本庄・

れた義援金は、
中国赤十字会を通じて

上石神井・北九州・日本橋の各キャンパ

被災者支援のために使わせていただき

スの学部・大学院・高等学院事務所の

ます。

白井克彦総長（中央）と
募金活動を行った留学生等

ほか、
早稲田大学生活協同組合の各店

被災者を励ますメッセージも集めら

ネットワーク」
（政治経済学術院・砂岡

舗にも募金箱を設置し、
専用の銀行口

れました。本学国際コミュニティセンター

和子教授）では、
本学協定校の北京大

座も開設しました。早稲田キャンパス等

（ICC）にて掲示され（写真）
、
留学生が

学の学生と国際テレビ会議が開催され、

では学生有志、
本学平山郁夫記念ボラ
ンティアセンター（WAVOC）による募

中国語に翻訳し、
現地に届けます。
また、
本学オープン科目「アジア学生

現地の報告や今後の支援活動の在り方
などにつき、
議論が展開されました。
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早稲田を起点とした健康増進ムーブメントを目指す

｢健康キャンパス｣の実現へ向けキックオフ

現在、社会構造の変化に伴う生活習

健康

活気 のイメージを生かした

慣病の増加や、ストレスによる心の問

イベントや、心身ともに健康を維持する

題の増加などが社会問題になっていま

能力の習得を目指した授業科目を実施

す。一方、
健康に関する学生の意識は低

します。また、オンデマンドコンテンツ

く、自身の健康に関心を持たない傾向

の配信による校友への健康サポート、

にあります。学生が将来にわたって自

さらにはスポーツクラブや生協レストラ

己の健康を管理できるように、本学で

ン、周辺商店街等の企業や地域との連

は『健康キャンパス』と銘打ち、学生へ

携も推進し、
『健康キャンパス』を目指

の動機付けを積極的に行います。

した活動が、早稲田を起点とした健康

具体的には、学内関連箇所、学外機
関、父母との連携のもと、運動・食・医

増進の一大ムーブメントとなること目指
します。

部監督の中竹竜二氏と競走部駅伝監

4月23日、この『健 康キャンパス』の

督の渡辺康幸氏によるトークショーを

キックオフイベントとして、
早稲田キャン

実施。多くの学生・近隣住民の皆様が

「授業」や「各種イベント」において実

パス小野記念講堂において、
昨冬、
早稲

集まる中、
両監督は指導者としての信念

践します。
特に、
本学の持つ スポーツ

田スポーツを盛り上げた、
ラグビー蹴球

や今年の展望について話されました。

療・心のケアの総合的なアプローチを
図り、健康に生活を維持する仕組みを、

U

UNIVERSITY

3年連続の完全優勝！

漕艇部 第77回早慶レガッタ
4月20日、隅田川桜橋付近にて春の
隅田川の風 物 詩「第77回早慶レガッ
タ」が開催されました。強風の影響で
午前中の第1 〜 3レースが残念ながら
中止となりましたが、その後は天候も持
ち直し、
4レース以降は無事レースが行
われました。川沿いに集まった大勢の
学生やファンが選手たちに大きな声援
を送りました。
結果は本学が 女子舵手付クォドル
プル での勝利を皮切りに 第二エイ
ト 、そして 対校エイト と勝利し、見
事に3年連続の完全優勝を飾りました。
漕艇部島谷 健監督は「普段通りの
力が出せた。
（今後は）インカレの優勝
を目指してがんばりたい」と更なる決意

村岡功理事（前列左から2番目）、白井克彦総長（前列左から3番目）と島谷健監督（前列左から4番目）
を囲んで漕艇部と大学関係者

6

を語りました。

U

UNIVERSITY

小中学校の教員向けプログラムを提供

高等学院、
西東京市との連携事業「理科・算数だいすき実験教室」

2007年度から、
早稲田大学高等学院

の特別プログラムの提供を始めました。

えています。小学生にとっては小学校

では教務部社会連携推進室と協力して、

2007年度は手始めに、物理科と地学

で扱わない内容に触れることができ、

西東京市との連携事業「理科・算数だ

科の教員が、
「空気の存在を知る実験」

高等学院の教員も、対象学年が変わる

いすき実験教室」を開催しています。昨

および「自然エネルギーの実験」を担

ことで、普段の授業にはない新鮮な経
験を得ることができます。

今の教育界では、
学びの場の拡大やさま

当しました。参加した小学生や保護者

ざまな形の学習支援が模索されていま

から、もっと多くの実験をしたいという

2008年度には数学、物理、化 学、生

すが、
高等学院も西東京市の小学生およ

声や、新しい実験の提案などがあり、理

物、地学の各科が合計で10講座程度を

び小中学校の教員向けに、
理科や算数

科の面白さを伝えることができたと考

提供する予定です。

加藤徹先生「自然エネルギーを考えよう」

橘孝博先生「もしも空気がなかったら」

柳谷晃先生「計算道具を工夫しよう」

「社会諸科学の総合的、
学際的な教育・研究」の理念を具現化

U

UNIVERSITY

社会科学部が昼間部化・カリキュラム改革・
大学入試センター試験利用入学試験導入を発表

1966年、社会科学部は、それまでの

的に3時限目（午後1時〜２時30分）か

び選択1科目とし、センター試験の結果

社会科学系の各夜間学部（第二政治

らでしたが、昼間部化以降は他学部同

のみで合否判定を行います。

経済 学部、第二法学部、第二商学部）

様、1時限目（午前9時〜 10時30分）か

を統合し、夜間学部として設立されま

らの開始となります。

した（1998年より昼夜開講制）。
しかし、働きながら夜間学部に通う

また、来年度より大学入試センター
試験利用入学試験を導入することで、

学生は、
今ではほとんど見られなくなり

首都圏以外の受験生への対応を改善

ました。このような情勢の変化に鑑み、

し、また、各教科にわたってバランスの

また「社会諸科学の総合的、学際的な

取れた学力をもつ学生が入学すること

教育・研究」の理念をより一層、具現化

によって、今まで以上に活気あふれた

するべく、
2009年4月よりカリキュラム

学習環境を作り出します。募集定員は

改革の実施と合わせ、昼間部へ移行し

50名で、必要科目は5教科5科目（外国

ます。これまで、当学部の授業は基本

語、国語、地歴・公民、数学、理科）およ

5月14日に行った記者説明会で発言する大西泰博
社会科学総合学術院長
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多額の寄付に早稲田の底力を実感

創立125周年記念事業募金 8年間で目標の200億円を突破！

早稲田大学創立125周年記念事業

名録を作成し、末永く顕彰致します。ま

様の多額のご寄付に、
『早稲田の底力』

募金に寄せられた募金額が、
5月末で

た、
寄付総額が8万円以上の個人と、
20

を実感しました。記念事業によって誕

202億7,000万円となり、当初の目標の

万円以上の法人・団体については、大

生した研究教育施設で、今後、質の高

200億円を突破しました。ご寄付いた

隈講堂内に設置された「早稲田大学創

い教育が行われていくことでしょう。ま

だいた多くの個人、団体・企業の皆様

立125周年記念事業募金寄付者銘板」

た、募金活動を契機として、各地の校友

（写 真）に芳名を記しました。さらに、

会や父母会が盛り上がりを見せたこと

125万円以上ご寄付いただいた個人に

も大きな収穫だったと思います。募金

るに当たり、
「グローカル・ユニバーシ

対しては、大隈講堂ホールの各椅子に

は来年3月まで受け付けていますので

ティ」の実現を目指し、具体的な施策と

芳名を刻印したプレートを配しました。

引き続きのご支援をお願いします」と

なる事業を選定。それに伴い、
2000年

口元周策記念事業募金局長は「皆

に、厚くお礼申し上げます。
早稲田大学では創立125周年を迎え

話しています。

度から足掛け8年にわたる募金活動を
実施してきました。募金対象となる記
念事業は、早稲田のシンボル・大隈講
堂の改修をはじめ、新学生会館、大久
保キャンパス63号館、
西早稲田キャンパ
スC棟、
新8号館の建設で、
うち4棟の改
修、建設はすでに完了。残るC棟も来年
1月の完成予定となっています。総事業
費370億円は、記念募金による資金200
億円と、
自己資金170億円で賄います。
5月末 現 在で、お申し込 みいただい
たのは個人 約9万3,600件、法人・団体
4,400件。国内のみならず、海外からも
寄付がありました。寄付していただいた
個人・団体の皆様については、
全員の芳

創立125周年記念事業募金 年度別申込金額
（単位：億円）

法人

個人

その他

50

48.07
4.73

40
34.00
30
25.25 0.74
20

19.75

18.60
12.16
14.91

10
5.04
0
準備資金

2.56
2.48

3.69
00

6.59

7.32
12.43

6.44

5.57
01

12.21
5.77

02

03

17.58
6.57
11.01
04

1.61

23.88

15.57

8.66

15.85

16.81

05

06

19.47

07

（年度）

※四捨五入により、
内訳と合計額に差があります。
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北京オリンピック・
パラリンピックに
早稲田の選手が15名出場！
※出場選手は
6月17日までに確定された方々です。

今年は4年に1度のオリンピックイヤー。
オリンピックは8月8日〜 24日までの17日間、パラリンピックは
9月6日〜 17日までの12日間、中国の首都、北京で開催されます。
早稲田からは現役学生、校友が合わせて15名も出場！
ぜひ私たちも、応援という形でオリンピック・パラリンピックに参加し、
4年に1度の夏を盛り上げましょう！

北京オリンピック
出場決定選手
現役生
坪井 保 菜美選手（スポーツ科学部1年生）
■ 新体操
福原 愛選手（スポーツ科学部2年生）
■ 卓球・女子シングルス、
女子団体

出場選手に聞きました!
竹下 百合子選手（スポーツ科学部2年生）
■ カヌー

北京オリンピック

勉強もスポーツもできる、
それでこそ早稲田です!!
北川麻美選手（スポーツ科学部3年生）

■水泳・200m個人メドレー

私が今、
学校と水泳を両立できるのは周りで支えてくださっ
ている方々のおかげです！

北川 麻美選手（スポーツ科学部3年生）
■ 水泳・200m個人メドレー

結果を出すことで皆さんに感謝

を示したいので、オリンピックでは最高の泳ぎをし、学業の方も努力します。文

校友
佐藤 敦 之選手
■ マラソン

武両道 、
それでこそ早稲田です!!

石橋 顕 選手
■ セーリング・49er級スキッパー

だんだん気合いが高まっています！

岡本 依子選手
■ テコンドー

竹下百合子選手（スポーツ科学部2年生）

■カヌー

出場が決まった時点では実感が湧きませんでしたが、今は

岩本 亜希子選手
■ ボート女子軽量級ダブルスカル

だんだん気合いが高まっています。周りの方々の支えや、オン
デマンド授業のおかげで、
勉強とスポーツの両立に励んでこれました。
前期はオ

熊 倉 美咲選手
■ ボート女子軽量級ダブルスカル

リンピックに集中しているので、
後期は前期の分まで勉強します。

お世話になった方々へ恩返しを
坪井保菜美選手（スポーツ科学部1年生）

■新体操

出場が決まったときは、思わず泣いてしまうくらいうれし

藤井 拓郎選手
■ 水泳・100mバタフライ、200ｍ個人メドレー

北京パラリンピック
出場決定選手

かったです。まだ入学したばかりなので、
今後は早稲田の仲間

現役生

や先輩とコミュニケーションを取っていきたいと思います。オリンピックで練習
の成果を出し切り、
これまでお世話になった方々へ恩返しをしたいです。

長 谷川 貴 大選手（スポーツ科学部1年生）
■ アーチェリー
鈴木 孝幸選手（教育学部4年生）
■ 水泳

北京パラリンピック

大会で結果を残したい！
鈴木孝幸選手（教育学部4年生）

■水泳

前回初めて出場したアテネに続き、北京パラリンピックに出
場が決定しました。私自身が諸先輩方を目標にしてきたよう
に、
後輩たちにとって生活面・競技面両方で手本になるよう努力します。今回は、
出場だけでなく、
大会でしっかりと結果を残したいです。

校友
佐藤 真海選手
■ 走り幅跳び
木村 潤 平 選手
■ 水泳
河合 純 一 選手
■ 水泳
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医学と理工学の出会いが、
医療の可能性を広げる
先端生命医科学研究教育施設の挑戦
理工学と医学の融合を目指し、40年にわたって、
研究面での協力と交流を進めてきた早稲田大学と東京女子医科大学の
本格的な連携体制がスタートしました。高まる期待と今後の課題を両大学のリーダーの先生にお聞きして現状理解の一助

対談
2008年3月15日に創設された東京女子医科大学・早稲田大学連携先端生命医科学研究教育施設について、
発足の経緯と目的、今後の期待を語り合っていただきました。

医 学 と 理 工 学 の 融 合 で 、最

TWIns 東京女子医科大学
先端生命医科学センター長

岡野光夫 教授
Teruo Okano
プロフィール

始まりは人工心臓の
共同研究から

攻したのは、大好きな鉄道に関する研

── 東京女子医科大学（以下女子医

ました。思わず「流体制御工学と医学

大）と早稲田大 学（以下早稲田）は、

とは関係ない分野でしょう」と言うと、

2000年に学術交流協定を締結し、交流

先生は気の毒そうな顔をして、こうおっ

を進めてまいりました。それ以前にも交

しゃいました。

先生は私に、医学に関わる研究を勧め

流はあったと思いますが、先生方はどの

「君、関係というのはあるかないかで

ようにお互いの大学と交流されてきた

はない、いかにこじつけるかだ。我々の

のでしょうか。

体には血液が流れていて、それを神経

梅津

系がコントロールしているじゃないか、

早稲田と女子医大の最初のか

かわりを溯ると、女子医大の初めての

いわば流れのコントロールだ。どこが

卒業式のときに、大隈重信が来賓とし

関係ないんだ？」

おかの・てるお

て出席していたそうです。当時はまだ

当時 の 私は「全 然 関 係ないよ」と

早稲田大学理工学部卒、同大学院理工学研

男女差別が色濃かった時代で、ある来

思ったのですが、翌日から女子医大に

賓の一人が女性に医者ができるのかと

行くことになり、心臓外科医と一緒に

京女子医科大学助教授を経て、1994年より

口にしたところ、
大隈がたしなめたそう

動物実験に取り組むことになりました。

東京女子医科大学 教授、UTAH大学教授。

です。そして、
1965年には心臓外科の

年間100頭もの犬を動物実験に使うの

権威である榊原仟先生が、私の恩師で

ですが、私は犬が好きなので非常に辛

ある流体制御工学の土屋喜一先生に

く、それがトラウマになって、動物実験

人工心臓の共同研究を持ちかけ、両大

を減らすための方法を研究しようと考

学の交流が始まりました。

えました。そして苦節30年、血液循環

究科応用化学専攻博士課程修了。東京女子
医科大学助手、講師、UTAH大学助教 授、東

1999年、東京女子医科大学 医用工学研究
施設 施設長、
2001年、東京女子医科大学先
端生命医科学研究所 所長。

ちなみに私が土 屋先生のゼミを専
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究開発をされていたからです。しかし

器系のモデリングやシミュレーション

次世代
医理工連携
・治療困難な病気に対する戦略的アプローチ

理工学

医療

・将来病気にならないための手法確立への
総合的取組み

（基礎）

（応用）

研究者・エンジニアの育成
新学問領域・新産業の創出
国際的リーダー人材の育成

連携先端生命医科学研究教育施設が稼働し、
とするとともに、企業からの声もお届けします。

Medicine

Science

and

Engineering

先端医療に“光”を
を通じて医療に役立つ研究をしてきま

点ができたことで医学と理工学を一体

した。

化し、これまでにない治療法を生み出

岡野

私も早稲田の応用化学の学生

すことができると思います。

でしたが、ドクターコースの時に女子医
大に実験に来ていました。人工心臓や

── 連携施設を設立するまでには、大

人工腎臓などの体内に埋める治療機

変なご苦労があったと思います。どのよ

器の発展期だったのですが、女子医大

うなことが議論されましたか。

の桜井靖久先生は、当時から日本の優

梅津 まず、
2000坪という土地を前にし

れたテクノロジーを医学部の中にタイム

て誰もが考えるのは、早稲田と女子医

リーに持ち込んで、新しい治療を開発

大がそれぞれ建物を作って、渡り廊下

するための施設を作りたいと話されて

で結ぶということです。しかし、僕らは

いました。そして女子医大に医用工学

そうは思いませんでした。建物を1つに

研究施設を設立して、黙々と研究を続

して壁をなくしたかった。異なった学校

けていたのです。私もそのまま女子医

法人が一つの建物に入ると運営が難し

うめづ・みつお

大に入り、治療機器の医用材料を研究

くなるという反対意見もありましたが、

早稲田大学理工学部卒、同大学院理工学研

してきました。

世の中にない新しいことにチャレンジ

TWIns 早稲田大学
先端生命医科学センター長

梅津光生 教授
Mitsuo Umezu
プロフィール

究科機械工学専攻博士課程修了。国立循環
器病センター研究員、オーストラリアのセント

することが大事なんです。すべてがそ

ビンセント病院工学部長（人工臓器開発プ

医師だけで解決しようとする必要はあ

の連続だと思います。

ロジェクトリーダー）などを経て、1992年より

りません。さまざまなテクノロジーを取

岡野

り入れれば、良い解決法がみつかるの

理事長や総長をはじめ全員が本当に

授も務める。2001年、大学院 理工学 研究科

は当たり前のことです。しかし今までの

新しいことにチャレンジしようという考

生命理工学専攻創設、主任。現在に至る。

日本では、
医師だけで何とかしようとし

えを共有しているからこそ、可能になっ

て苦労していました。今回のような拠

たことだと思います。みんな医理工連

治らない患者を治すためには、何も

そうですね。この連携施設は、

早稲田大学教授。また1993年よりオースト
ラリアのニューサウスウェールズ大学客員教
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津先生のところには、そういう技術が

と文化があり、それをうまく融合させる

たくさんありますね。テクノロジーを駆

ことができなくて失敗しています。しか

使して治療を進化させる新しいタイプ

し、早稲田と女子医大は、40年前から

の医師が誕生すると思います。

の助走期間があったからうまくいった

梅津

と思います。

新しい研究と出会って、
その内容に関連

岡野先生の
既にうちの学生が、

した論文で博士号をとりましたよ。そん

世界のリーダーになる
人材育成を目指して

なことからも、
新しい治療や技術がどん
どん生まれて
どん
生まれてくると実感しています。
岡野

そうですね。ラボでは学生たち

── 連携施設には、
医療に対しての貢

が、どちらが医学部か理工学部か分か

献だけでなく、
それを支える人材育成とい

らないような感じで一緒に実験をして

う目的もあると思いますが、
具体的にはど

いますね。それから、人材育成の課題

のような人材をイメージしていますか。

として言いたいのは、これからは日本

梅津

理工学部の側から言うと、ほと

が世界をリードしていく時代にしたい

んどの学生は医学の分野には興味が

んですよ。そのためにも若い人たちに

ないと思います。私自身も最初はそう

対して、世界のリーダーになれるような

でしたが、国立循環器病センター研究

教育をしていきたいと思っています。

所という医学出身も工学出身もいる研
究所に入り、違う分野の人との出会い

── 海外の動きと比較すると、日本の

を通して多くのことを学びました。コー

医理工連携はどの程度遅れているので

ヒーを飲みながらお互いの研究内容を

しょうか。

話すだけで、じゃあ今度一緒にやろう

岡野

よという雰囲気がありましたね。ここも

スメーカーはすべて輸入品です。日本

そんな場所にしたいですね。将来必要

はこれだけエレクトロニクスが進んで

な人材とは、広い視野を持った研究者

いるのに自分の国ではペースメーカー

だと思います。ここはワイドな視野を学

を作れないのです。アメリカではずっ

ぶのに最適の場だと思っています。

と昔からハイテクを医療現場に持ち込

岡野

そうですね。梅津先生がおっ

んで、一所懸命医療を発展させてきま

しゃるように、自分の研究に新しい概

した。大学の研究では、ハーバードと

念を統合していって、全体像をワイドに

MITが素晴らしい連携をしています。

見ながら1つのことをやり遂げられるよ
うな人材を育てたいですね。
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レベルが違います。例えば、
ペー

ただ、我々の連携施設も負けてはい
ません。
全く壁がなく常に研究がクロス

医師の側から言うと、治る病気を治

していて、
世界的に見ても非常にユニー

すだけでなく、今の医療では治らない

クな施設です。理工学部の人たちは医

病気を治すために新しいことに挑戦し

学部のテクニックを使いながら研究が

ようとする医師が必要です。手先が器

できるし、医師も先端機器を医療現場

用で神の手と言われている医師がいて

にどんどん持ち込むことができます。こ

も、テクノロジーを利用すればもっとす

の成果をきっちりだしていきたいです。

ごいことができるはずです。例えば人

梅津

間の手よりも小さい手をロボットで作

価し、スピーディに臨床に使える仕組

ることができれば、体内の奥深く、どこ

みを作っていきたいですね。日本では

にでも入れることができますし、２本

新しい技術を臨床に使うまでのプロセ

同時に、新しい技術を正当に評

新しい治療や技術がどんどん

の手を100本にすることもできます。梅

も、医学部と理工学部それぞれの伝統

生まれてくると実感しています

携が大事だということは分かっていて
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新しい治療法を生み出し︑

世界に発信したいですね

スが非常に保守的ですから。アメリカ

相談したのは、
「お医者さんの便利屋に

で作った機器を待っているだけではな

なるのだけはやめよう」
というスタンスで

く、主体的に日本の技術を世界に発信

した。お互いに真剣勝負で議論をして、

していきたいです。

医師にも我々の技術の大切な部分を理

岡野

確かに日本は保守的ですね。世

解してもらい、
我々も医学の臨床で何が

界中で最も使われている100の薬に対

大切なのかを理解し、
動物実験にも参

して各国の未承認薬を数えると、
アメリ

加しようと考えました。そして30社の企
そして30

カは０で、イギリスやフランスは５以下。

業とも協力して、
「エヴァハート」という人

中国は20ですが、日本はさらに多くて

工心臓を完成したのです。この人工心

28くらいあるんです。これからは、研究

臓は、
拡張型心筋症の患者さんの補助

者と患者が一体になって治療法を作り

心臓として使うものですが、
最初の患者

上げていくようでなければならないと

さんは、
手術後まもなく、
病院の売店で

思っています。ここで、世界初のテクノ

買い物ができるようになり、
１年後には

ロジーを開発して、医師と患者さんが

退院し、
その半年後には８時間の勤務

一体になって新しい治療システムを作

につけるようになりました。全く新しい

り、世界中の患者さんを治すという循

アプローチで医療の常識を変えた一例

環を作っていきたいと思います。

です。

日本の医療機器は輸入超過の市場

岡野

私が開発した細胞シート工学※

なんです。医療費の中で外貨獲得率は

を実際の治療に結びつけたのが、循環

６〜７％しかなく、他のフィールドと比

器内科の清水達也先生です。清水先

べると産業として国際競争力を持って

生は、生まれたばかりのラットからとっ

いません。医理工連携で新しい治療法

た細胞をシャーレの中で動かすという

を生み出し、世界に発信することがで

技術を成功させたのですが、昨年、大

きれば、
産業も育ちます。

阪大学の澤教授と共同して人工心臓
を装着して移植を待っていた患者さん

新しい治療を一日も早く
患者さんのもとへ

の筋肉からとった細胞を培養して細胞

── 医理工連携の成果として、具体的

に心機能を回復させ、人工心臓を取り

な例をいくつか教えてください。

外し、最近では働きにでてみようかと

梅津

澤教授に相談するところまで回復した

例えば、
早稲田と女子医大が初

めて一緒に作ったのは人工心臓です。

シートを作り、
心臓に貼り付ける手術を
成功させました。患者さんは3 ヶ月後

そうです。

女子医大の山嵜健二先生が、
15年前に

細胞シートは、梅津先生のところの

自分が理想とする人工心臓を作るため

学生も興味を持って、
細胞の筋肉トレー

に早稲田に共同研究を持ちかけてきま

ニングについて研究を進めています

した。高速タービン、
潤滑、
バイオエンジ

ね。培養した筋肉の細胞を強くしてか

ニアリングなどの先生が集まってまず

ら、
心臓に貼付けようという発想です。

※細胞シート工学
岡野先生が提唱している再生医療の一手法。細胞を培養し、
培養皿から剥離し、
移植部に直接貼ることが
できる。細胞シートを用いた治療には、
角膜を再生して視力を回復させたり（フランスで治験中）
、
歯根膜を
再生して歯が抜けないようにしたり、
食道がんの内視鏡手術で腫瘍を除去したところに貼り付け狭窄を防
ぎ回復を早めるなど、
さまざまな世界初の再生治療の成功事例がある。
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Special Report

医 学と理 工 学 の 学 際 をカバ ーした い
くさん来ていますよ。将来は世界中の
若者がここを目指してやってきて、それ
ぞれの国とコラボレーションができれ
ばいいですね。幸い、私も岡野先生も
海外で仕事をした経験がかなりあり、
異分野と同時に異文化の経験もしてい
ますので、留学生の受け入れ体制につ
いても配慮できると思います。
岡野

国内の大学からも短期留学の

ような形で受け入れをしていきたいで
すし、海外の企業も含んだ産学連携も
進めていきたいですね。また、新しい治
療を一日も早く患者さんのところに届
けるために、
行政と対話をして社会シス
テムを作っていくことにも取り組んでい
機械工学のアイデアで、細胞そ

かなければなりません。このような拠

と工学の間の学際領域は重要性が高

のものを鍛えるという、従来には想像

点ができたことで進めやすくなると思

まっているにも関わらず、手を打ってこ

もつかなかった研究が始まっています。

います。

なかった。これからも20世紀の学問体

医学と理工学の間を埋める
新しい教育体制を実現

いいかというと、
そうではないですよね。

人分しか作れないのですが、
小さなボッ

岡野

が実感しています。これを次の世代に

クスの中でロボットが作業できるように

クノロジーを生み出してきましたが、21

梅津

お互いに壁を取り払って対話をしたか
らこそ生まれたテーマです。
岡野

僕の夢は細胞工場を造ることな

んですよ。細胞シートは１つの部屋で１

14

系で20世紀と同じ人材を作っていけば

早稲田はこれまでさまざまなテ

梅津

その通りです。学問は動いて、壁

を越えて広がっていくものだと私自身
伝えたいですね。

すれば、
いくつもボックスを用意して同時

世紀は医学とドッキングさせれば、その

岡野 21世紀型の人材を作るためにも

並行で何人もの細胞シートを生産するこ

可能性を最大限ブレイクさせることが

学際を埋める試みは非常に大切だと思

とが可能になります。そのためには、機

できると思いませんか。

います。ここには医師と理工学者が両サ

械工学、
材料、
電気などさまざまなフィー

梅津

その通りです。エンジニアだけ

イドから指導するという、今までにはな

ルドの研究者が結集することが必要で

でなく、医師も意識改革をしている人

かった教育があります。そして、
先生と学

す。さまざまなフィールドが出会えば、新

がいますね。ある人が早稲田を中退し

生が一緒になって課題とその解決法を

しい課題がたくさん生まれるでしょう。

て医師になったのですが、胸を張って

考えています。

逆に、それぞれが抱えていた重要課題

患者さんに治療がしたいから工学でも

梅津

が解決できるかもしれません。この連携

博士を取りたいと言って、働きながら大

いますよね。

施設では、
それが可能になるんですよ。

学院に入学することになりました。ここ

岡野

僕らも毎日新しいことを学んで
この施設で、たくさんの理工学

なら、そんな臨床医のニーズに応えら

者と医師が出会い、将来の夢を語り合

── 将来的には、
どのようなイメージで

れる素晴らしい教育研究ができると思

う風景が当たり前になるといいですね。

連携施設が発展していけばよいとお考え

います。

梅津 お互い夢を語り合っていたらきり

ですか。そのための課題は何でしょうか。

岡野

今の学問体系は20世紀に細分

がないですね。思えば20代の時から、
俺

梅津

将来的には２つの大学だけで

化されてできたものですが、
学問と学問

たちの時代が来たら世の中をひっくり返

なく、世界中とつながることを目指して

の間の学際が抜け落ちていて、その手

そうと思っていました。世の中をあっと言

います。
すでに海外からのビジターがた

当ができていませんでした。特に医学

わせるような成果を残していきましょう！
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共同研究のパートナー企業に聞く
【オリンパス株式会社】
医理工連携・先端生命医科学研究施設への期待
企業から見て医理工連携・先端生命医科学研究施設はどのように映るのでしょうか。本学とかかわりの深い
共同研究パートナーであるオリンパス株式会社取締役専務執行役員の寺田昌章さんにお話をうかがいました。

バイオメディカルエンジニア誕生へ
大学界が遂げた偉大なる進歩
目の当たりにした
理工連携の素晴らしさ

技術として確立したのです。私はこの

── 企業の立場から見て、医理工連携

カルエンジニアを育てていく必要があ

の必要性についてどのようにお考えで

ると感じました。

しょうか。

時、医理工連携の素晴らしさを心から
感じたと同時に、日本でもバイオメディ

そういった意味で、今回の東京女子

オリンパス株式会社 取締役専務執行役員
研究開発センター長 兼 研究開発本部長

寺田昌章さん
Masaaki Terada
プロフィール
てらだ・まさあき

非常に大切なことだと思います。以

医科大学・早稲田大学連携先端生命医

1968年に早稲田大学理工学部機械工学科を卒

前、私が内視 鏡の研究にかかわるこ

科学研究施設の創設は大きな進歩で

業し、オリンパス株式会社（当時はオリンパス光

とになった際、医師の言葉を理解する

あると思います。

ために医学知 識の必 要性を感じ、東
京女子 医 科大学 の 未 来 医学 研 究会
で 勉強させていただいたことがあり

総合的知識を備えた
学生への期待

学工業株 式会社）に入社。以来、内視鏡の開発
を担当し、
1993年10月から内視鏡事業を統括。
2003年4月から現職。

ました。当時、その会は Medical と
Engineer の頭文字を取って「MEカ

── 今回、東京女子医科大学と本学が

皆さんにとっても大きなモチベーション
になると思います。

リキュラム」と呼ばれており、
30年以上

一つの研究施設を創設したことで、どの

前からすでに「医理工連携」の必要性

ようなメリットが生まれるとお考えでしょ

を唱えていたのです。

うか。

── 大学界に対する期待をお聞かせく

ただ、日本には医・理・工の知識を

密な連携が取れることは確かでしょ

兼ね備えた「バイオメディカルエンジニ

う。たとえば、女子医大は早稲田に実

学生の皆さんへ、専門分野に限らず

ア」という役割はまだありません。以前、

験機器を開発してもらえるし、早稲田

幅広く総合的な知識を教育していただ

当社は海外のバイオメディカルエンジ

は臨床医師からその機器に対する意

きたいと思います。一つの分野だけを

ニアから「焼灼」という技術を買って内

見をすぐに聞くことができます。

深く研究することも大切ですが、他の

ださい。

視鏡に採用し、大きな成功を収めたこ

特に早稲田の皆さんにとって最も大

分野を知らないと研究の可能性が狭

とがあります。その技術は、生体の組織

きなメリットは、医療機器を開発し、現

まってしまいます。たとえば、電気を専

を焼いて組織を壊死させることで患部

場で使われるまでのプロセスを病院で

門分野としながら化学についても一通

を治療する、大変高度なもの。組織へ

体感できることでしょう。企業は現場

り勉強している人は、これからの時代

与えるダメージが深すぎても浅すぎて

に出向いて医師やスタッフから直接意

とても重宝がられる存在になるでしょ

も治療は成功しません。しかし、バイオ

見を聞くことができます。医師やスタッ

う。早稲田大学でも、企業にとって魅力

メディカルエンジニアは組織的問題は

フの方々から「今 回の機 器はよかっ

的な人材を育てていただくことを期待

理工学の知識で、臨床的問題は医学の

た」と言われると、研究のやりがいを実

します。

知識で解決して、実際の治療に使える

感することができます。きっと早稲田の
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次々と開けてくるのだと信じています。

いたときには法曹の道に進む

初めての講義のことは今も忘れられ

ことを決めていました。父は会社員を

ません。裁判官としての経験や知的財

経て裁判官になったこともあり、ことの

産権法分野の重要論点を話せば講義

ほか「裁判官の独立」について口にす

になると思っていたのですが、学生が

ることがありました。
「裁判官は、サラ

ついてこなくて、ショックを受けました。

リーマンとは違って、あくまでも自分が

しばらくは教壇に立つことが少し苦痛

正しいと思う道を選ぶことができる仕

だったのですが、在外研究で米国に行

事だ」頑固者だった父らしい言葉です。

き、多くの学者の姿を見た経験がプラ

私もその気質を受け継いでいるのかも

スになり、帰国後は講義が楽しくて仕

しれません。というのは、学生から「キ

方ありません。教師は、
学生の興味を引

レキャラ」と言われ、怖い先生だと思

き出すために、エンターテイナーでなけ

われているようです。授業中にルール

ればならないと考えています。良い質

（しゃべらない、携帯を使わない、眠ら

問をもらうと、
俳優が演技をした後に拍

ない）を守らない学生を叱るのは当然

手をもらうように嬉しいですね。若い人

のことですから、そう思われても大い

たちは発想がユニークですから、質問

に結構。もちろん、一生懸命学ぼうと

の切り口に感心することも多く、研究と

している学生にとっては優しい先生で

教育は、相互に補完し合うものである

す（笑）。

ことを実感しています。
現在取り組んでいることの一つに、

私の専門である知的財産権法は、地
方裁判所の専門部と最高裁判所の調

アジア知的財産判例英文データベース

査官の時に担当していた分野です。調

の構築があります。知的財産紛争には、

査官の役割は、裁判に必要な法律の資

国境がありません。今後、アジアの国々

料を集め、裁判官が判決を作るのを手

が発展し技術力を持つようになると、

伝うことですが、法律を研究しながら

日本のような知的財産立国が増えるこ

何本も論文を書くので、学者に似た仕

とは必然です。ただ、知的財産は必ず

事です。知的財産権は専門性が高い分

しも保護すれば良いというものではあ

野なので、その面白さに目覚め、熱心に

りません。保護することが世の中のメ

研究に勤しんでいたところ、
縁あって母

リットに結びつかなければ意味がな

校に戻ることになりました。私の場合、

いのです。バランス感覚を持った知的

知的財産権に取り組むことになったの

財産意識を育てるためにも、国際間で

も、大学の研究者になったのも、良いタ

知識を共有する意義は大きいと思い

イミングでチャンスを与えられたからで

ます。今後はさらに、ヨーロッパも含め

す。運が良いのだと思いますが、自分が

て発展させていきたいと夢を膨らませ

選んだ道で徹底的に頑張れば、人生は

ています。

▼

知的財産権は︑良い技術と文化を
最大限生かすためにある

プロフィール
たかばやしりゅう：1976年法学
部卒業。卒業後17年間、裁判官と
して民事 事件、知 的財産 権 関 係
訴訟を担当。1995年に同学部助
教 授として勤務。1996年から教
授。
2004年から大学院法務研究
科教授も兼務。専攻は知的財産
権法。

判官だった父の影響で、物心つ

高林ゼミでは、ゼミ生の自作自演で模擬裁判を実
施。迫真の演技に引き込まれるうちに、著作権法の理
解が深まる。この裁判は和解で決着。高林先生は、裁
判官は紛争解決人であり、和解へ導くことも裁判官の
生き甲斐であることを伝授したいと言う。

Message to the next generation

第二世紀へのメッセージ

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。

杉並区立和田中学校・前校長

藤原和博

さん

［プロフィール］
ふじはら・かずひろ
1955年生まれ。
78年東京大学経済学部卒業後、㈱リクルート入社。東京営業
統括部長、
新規事業担当部長などを歴任後、
ヨーロッパ駐在、
同社フェローなど
を経て、
02年からビジネスマンと兼務で杉並区教育委員会・参与に就任。その
後、小中学校での教育改革にかかわる中で自ら開発した［よのなか］科の実践
が話題になり、
03年4月から08年3月まで杉並区立和田中学校校長を務める。
都内では義務教育分野で初の民間人中学校校長。本学とのつながりとしては、
「大隈塾」への参加、早稲田大学社会安全政策研究所所長兼大学院法務研究
科教授の石川正興氏主催の社会安全政策研究所設立1周年記念シンポジウム
「地域社会における新たな少年非行対応ネットワークの構築の可能性̶杉並区
の取り組みを中心に̶」への参加などがある。

今、学生に必要なのは「生きるための技術」
民間初の中学校校長を務められたご経験から、大学教育への期待を語っていただきました。
̶̶これからの大学に求められることは何だとお考えでしょうか。
学生たちが国際社会で生き抜くための教育やネットワークづ
くりだと思います。
近年、日本では価値観の多様化が進み、みんな同じことを

つながりを感じるための授業［よのなか］科を創設しました。
例えば、子どもたちに「あなたがゴムを使って商売をするな
らどうしますか？」という課題を出すと、
「燃やすことのでき
るゴムでタイヤを作る」といったユニークな答えが返ってくる。

していれば幸せだった時代から、自分が幸せだと感じるため

そうやって「付加価値」の意味を知り、ベンチャービジネス

に自ら未来を切り開いていかねばならない時代を迎えていま

が理解できるようになるというような授業です。
［よのなか］

す。社会のあらゆる分野で「みんな一緒」から「一人一人それ

科は全国の小中学校で始まっていますが、まだ普及には時

ぞれ」へのシステム・チェンジが行われているのです。

間がかかります。
［よのなか］科に通じる「生きるための技術」

そうなると、世界に飛び込む時に自分をアピールするための

教育を大学でも行ってほしい。学生たちも、保護者の方々も

国際競争力を身につけねばなりません。これまでは所属する

望んでいることだと思います。

組織にすがりついていた人も、組織のパワーをうまく生かしつ

̶̶ 早稲田大学への期待をお聞かせください。

つ、
「自分のキャラ」を生かし表現する技術が求められます。
日本の大学はその技術を教えるべきではないでしょうか。

ノンプロフィットのためのマネジメントスクールの設立で
す。その一番のニーズは校長先生だと思います。現在の学

同時に、学生たちがネットワークを構築するための拠点づく

校の先生は、授業のための技術習得、部活動などの生活指

りやサポートなど、国際的な付加価値を生み出すことも求めら

導、その他事務など、やらなければならないことがたくさん

れるようになるでしょう。私も校長時代、保護者の皆さんから

あるため、校長先生になった時に学校をマネジメントする技

「子どもたちを将来留学させたい」という声をよく聞きました。

術が身についていません。その上、サラリーマンのように部

必ずしも商社マンや外交官の家庭ではなく、普通の家庭でも

下もいないため、人を動かすリーダーシップが養えないので

そう考える時代まで来ているのです。

す。そこで、企業のマネジメント層にも教壇に立っていただき、

̶̶大学教育に足りないと思う点はどんなことでしょうか

校長先生たちに指導をしてほしいと思います。

人生を歩んでいくための導入教育です。今の学校教育で

また、私のように教育以外の分野で働いてきた人の人脈を

は、例えば、本の読み方、ディベートの方法、物の捨て方、

学校に取り入れるために、民間で校長先生を志望する人たち

テレビとの付き合い方など、自分の人生を自分で編集してい

向けの教育界を学ぶビジネススクールという意味もあります。

くための技術、つまり「自分の人生のオーナー」として生き

私は義務教育改革の必要性を痛切に感じ、民間から校長

ていく上で必要な技術を教えてくれません。私はその必要性

先生になりました。ぜひ早稲田大学にも力をお借りできれば、

を感じ、校長時代に子どもたちが「よのなか」と「自分」の

日本の子どもたちの未来は変わっていくと思います。
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校友課

学部

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。

大学
の

４年後の自分は……
自分で拓く明日のため

MISSION!

キャリアセンター
留学センター

自分の人生と生活を切り拓く力を育てる

学生の意思決定をサポート
主体的なキャリア形成を目指す、
キャリアセンターの仕掛けとは？

オープン
教育センター

将来に関するさまざまな相談に対応
戸山キャンパス30号館、学生会館３

による個別相談を行う専用ブースや、
資

度からはホームページのモバイルサイ

階にあるキャリアセンターは、
2002年10

格や就職関連の図書や、
講座のDVDな

トもオープン。よりセンターが身近にな

月、従来の就職課を発展させ、
「キャリ

ど各種資料も完備しています。

りました。

ア支援」の強化を目指して設立されま

キャリアセンターには、
3年生と修士

した。入学当初から就職活動期、卒業

1年生を中心に、年間延べ約8,000名が

後に至るまで、
学生の皆さんのキャリア

相 談 に訪れています。また、
Waseda-

プランをサポートしています。職員は専

netポータルのキャリアコンパス「企業・

任が9名、
嘱託職員３名、
派遣社員７名。

求人情報照会」では、約6,000社以上の

キャリアセンタースタッフや学生キャリ

企業・求人情報が掲載されており、自宅

アアドバイザー、キャリアカウンセラー

からでも閲覧することができます。本年

年間700回のイベントを開催
キャリアセンターは、
学生自身が自己

名企業への就職に向けて手取り足取り

の資質や能力を生かして主体的にキャ

また、これまでプログラムが 少な

面倒を見る、というやり方をするところ

リアを形成していくことを支援の柱とし

か った2年 生を対 象にしたセミナー

もありますが、早稲田はそうではありま

ています。低学年から取り組む「キャリ

「就活の準備の準備」も本年度からス

せん。悩んでいる学生の背中を押し、

ア形成支援」と、
3年生・修士1年生以上

タートしました。
「就職活動を一緒に行

気づきを促すような支援を心掛けてい

を対象とする「就職支援」の２つの目的

う仲間づくりの場として活用してもらえ

ます。自分で考えて動かなければ就職

に大別され、合計年間700回にも及ぶ、

れば」と、キャリアセンター主任の長沼

もうまくいきませんし、企業に入社後も

多様なプログラムを用意しています。

健治さんはその狙いを語ります。

活躍することはできませんから」と話

キャリア形成支援は、自分をみつめ、
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どがあります。

一方、就職支援は企業選びの基準に

目標の設定につながるプログラムを通

なる各業界や職種の研究講座をはじ

して、低学年のうちから自分の人生や

め、学内合同企業説明会、
OB・OGや企

やりたいことを考える機会を提供して

業の人事担当者を招いた懇談会、エン

います。入学当初に行うキャリアガイダ

トリーシートの書き方や面接の受け方

ンスのほか、
１年生から実施しているイ

といったノウハウ講座など、充実したラ

ンターンシップ、キャリアプランの構築

インアップを誇っています。

を念頭に、今、自分が何をすれば良い

キャリアセンター課長の西尾昌樹さ

のかを考えるキャリアビルドセミナーな

んは、
「大学によっては、１年生から有

し、学生の自発的な取り組みの重要性
を強調しています。

キャリアセンターの西尾さん（左）と長沼さん

イン

ボランティア

■ 2007年度 全学就職者数上位30社

センター

順位
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

大学外

？

企業

に

官公庁
各種団体等

大学内

ンキュベーション
推進室

企業名
合計 男
みずほフィナンシャルグループ 99 58
三井住友銀行
84 50
ＮＴＴデータ
82 66
三菱東京ＵＦＪ銀行
77 37
日立製作所
70 57
リクルート
66 37
ＮＥＣ
65 51
三井住友海上火災保険
64 48
キヤノン
62 54
富士通
56 41
三菱電機
55 46
損害保険ジャパン
55 43
東京海上日動火災保険
55 41
ソニー
52 43
トヨタ自動車
52 45

女
41
34
16
40
13
29
14
16
8
15
9
12
14
9
7

順位
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

企業名
在外企業
日本生命保険
大和証券
東京都職員Ⅰ類
本田技研工業
東芝
野村證券
ＮＨＫ
インテリジェンス
三菱ＵＦＪ信託銀行
日本アイ・ビー・エム
野村総合研究所
第一生命保険
国家公務員Ⅱ種
特別区（東京23区）職員

合計
52
51
47
44
43
39
39
38
37
36
35
35
34
33
33

男
37
24
22
27
32
25
30
24
15
14
24
29
15
21
21

女
15
27
25
17
11
14
9
14
22
22
11
6
19
12
12

※本表は卒業生（学部・大学院）から自主的に提出された進路状況報告書にもとづいて作成しています。
（回答率92.4％）

学生と共に歩んでいく

▼

キャリアセンターサイト http://www.waseda.jp/career/

売り手市場といわれた2008年の就

の父母の皆さんには、その状況を理解

悩んだ時はいつでもキャリアセン

職戦線も峠を越しました。
5月末現在、

していただき、自分の価値観を押しつ

ターへ。学生と一緒に考えるスタッフ

就職を希望する学生の8割が企業に内

けず、温かくサポートしてあげてくださ

が待っています。

い」。７月には父母向けガイダンスが開

定しています。
就職活動のサポートはキャリアセン

催されます（Information参照）
。

ターだけではできません。特に、就職に

キャリアセンターでは今後、より学生

対する家族の理解が重要になると長沼

のニーズにこたえる講座、イベントの開

さんは言います。
「過去の世代と比べ、

発のほか、海外からの留学生の就職支

就職活動ははるかに長く、難しくなっ

援や、進学希望者への相談・情報提供

ています。これから就活を控えた学生

の充実も図っていきます。

● Information

若手職員に聞く

父母向け就職ガイダンスを開催します！

小林久美さん（２年目）

厳しい就職活動を乗り切るには、親の理解が不可欠です。あ
る調査では、普段、親子間の会話があるほど、希望通りの企業

就職活動では「人間力」が見られます

に内定する傾向が見られました。本ガイダンスでは、今の学生が
直面する就職活動の実態をご理解いただき、お子様への適切
なサポート方法を紹介します。ぜひご参加ください。

̶担当業務は？
外国人留学生が日本の慣習

してもらい、そこから視野を
広げたり、考え方を転換でき

を理解し、
自身をアピールでき

るよう、
アドバイスしています。

るようになるための支援や、
女

̶学生へのメッセージを。

子学生のライフプランを考える
サポートを担当しています。
̶ 学生からの相談の際に気
をつけていることは？

いろんな友 人をたくさん
作ってほしいと思います。就
職 活 動 で は、多くの 企 業 が
「人間力」を見ています。年齢

学生の話をよく聞いて、
思い

の上下にかかわらず、
人にもま

を引き出すことを心がけてい

れることで今の自分の課題

◯対象：学部3年生、
修士１年生のご父母
◯日時：７月26日（土）13:00 〜 14:30
◯場所：早稲田キャンパス14号館201教室
◯参加方法
封書または葉書に、
①郵便番号

②住所

③電話番号

④参加される方の氏名（フリガナ） ⑤学生の氏名（フリガナ）
⑥所属学部

⑦学年

⑧学籍番号

⑨性別

を明記の上、下記までお送りください。
〒162-8644

東京都新宿区戸山1-24-1学生会館３F

早稲田大学キャリアセンター 父母向け就職ガイダンス係
◯締め切り
７月11日（金）必着
◯備考

ます。自分の理想や就きたい

が見え、自然と「人間力」が高

・応募は先着順で、定員（700人）になり次第締め切ります。

職業がわからないという相談

まるはずです。迷ったときは

・各家族１名のみ参加可能です。

を受けた時は、過去に大事に

是非、
キャリアセンターを利用

してきた自分自身の経験を話

してください。

・応募を受け付けた方には、
入場券となるハガキを、
学生の名前
でお送りします。ご来場の際は必ずハガキをご持参ください。
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A WASEDA Miscellany

School of Commerce
Associate Professor

Kate Elwood

This theme：

Culturally aware
Q. Please tell about your background before becoming an associate professor at Waseda.
A. Well, I studied French in junior high and high school and planned to major in it. But upon reaching the university level, I missed the
joy of learning a new language. After reading two translated versions of the Tale of Genji I became interested in Japanese and began to
study it. In my junior year I was an exchange student at ICU and ended up transferring there, majoring in Japanese history. Following
graduation I worked in public relations and journalism. After I taught one course part-time at a university I found that I loved teaching
and went back to graduate school. I am now in my seventh year in the School of Commerce here at Waseda.
Q. What is your impression of Japanese students compared with American students?
A. Japanese students sometimes get a bad press from educators but I love teaching them English. Though they are now more open
to risk than in the past, they are still somewhat shy compared to U.S. students. I think Japanese students feel more pressure, for
example, to get into a very good company than their U.S. counterparts, who of course also want to get a good job but view their
careers as something that will develop over the years.
Q. What are your impressions about the changes in the way Japanese students think?
A. Japanese students now have more global experience with more of them having been abroad, some for a year or more, and others
for shorter periods. Perhaps as a result of this, I find that Waseda students are more aware of other cultures. In contrast, I find that U.S.
students tend to be somewhat more insular.
Q. What is necessary for the education of students in the future?
A. On a general level, Waseda – like all universities – needs to consider the role of ethics in education. In Japan there have been many
corporate scandals and indeed at universities recently. I feel that universities can play a big role in educating students about this and
in developing their awareness of their responsibility to society.
On a specific level, as an English teacher, I feel we need to make students more aware of the cultural component of communication.
My field of research involves something called cross-cultural pragmatics, which deals with how “speech acts”, such as apologies,
requests, or refusals are accomplished in various cultures. For example, an apology in America and one in Japan are often different.
In America when apologizing, a reason is usually given as to why a certain situation occurred. On the other hand, in Japan, explaining
reasons sometimes is viewed as making excuses so they tend to be used less in apologies. In cross-cultural situations Japanese
people may think Americans are avoiding taking responsibility for something that has occurred while Americans may feel an apology
without a reason provided sounds incomplete or even empty. It is important to make students more culturally aware of these
differences and I’d like to this kind of research brought into the classroom more.
Q. What are some devices or ideas that you have introduced from an educational standpoint?
A. When studying Japanese in the U.S. I had great teachers who spoke to me very slowly, using easy grammar and I got an A in the
course. However, upon arrival at Narita I found that nobody spoke that slowly and it took me a long time to get up to speed. For this
reason, in class I always make sure to speak at a normal level. If students can understand 50% of what I am saying then that is fine. Of
course any information or homework is also provided in written form to the students. Even at the end of a 13-week course the students
say they feel more confident listening to English. I also feel that students need more exposure to a variety of types of accents because
they will certainly come into contact with a wide range of accents in the U.S. and elsewhere
Q. What are your impressions of the differences between Japanese and American universities?
A. In Japan, teachers usually start by teaching part-time at various universities. When a teacher gets a full-time position at a university
that has traditionally meant tenure. On the other hand, in the U.S., many teachers are full-time for many years before receiving tenure
and they don’t know whether they will get it or not. A smaller difference is that in Japanese universities entering students are divided
up into classes or groups, which gives them an automatic feeling of belonging somewhere, whereas in the U.S., students must forge
their own way to a greater extent. I feel that the Japanese way is probably a good thing as the students can get a feel for Waseda by
going to parties with members of their class and so on.
Q. What do you think is necessary for Japanese universities in the future?
A. As I mentioned earlier, a focus on the development of students with a strong ethical sense is
a vital issue in my opinion. Another change taking place now throughout Japan is making the
English entrance exam more reflective of real-world English ability by, for example, adding a
listening component. Some people are impatient for change but care is needed to think things
through sufficiently and makes changes that are truly beneficial.
Q. Do you have a message for the students?
Be sure to enjoy your university life every day, as the four years of university go by so fast!
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WASEDA ONLINE
オピニオン

ニュース

研究力

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

文化

教育

キャンパス ナウ

イベンツ

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」はもうチェックしていただけましたか？今回はオススメのトピックス
をダイジェストでご紹介します。より詳しい内容を知りたい方は、
ぜひサイトをご覧ください。
Have you checked out “WASEDA ONLINE” that transmits information of Waseda University on an international basis on the website of Daily
Yomiuri Online. In this issue we introduce a digest of recommended topics. For more detailed information, please be sure to visit the website.

■ 新着オススメトピックス!!
New recommended topics!!
WASEDA ONLINE：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。
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.

1

文化

CULTURE

CLICK

「考古調査士」の挑戦
資格がなく、その専門性

2

研究

RESEARCH

CLICK

知の共創
─研究者プロファイル─
北村毅助教は、戦争で生

3

オピニオン

OPINION

CLICK

日本の大学における
アカデミック・ライティング指導
日本のアカデミック・ライ

が疑問視されていた発掘調

き残った人々の心の痛み、

ティング（学術的な著述）に

査。早 稲田大学では、遺 跡

新し い 世 代との 関 わりと

対する取り組みは欧米に比

発掘調査を行う人々を科目等履修生と

いった戦争の「継 続 性」や「現 在性」

べて未熟です。早稲田大学では、オン

して招き、修了者には「考古調査士」資

に着目した研究を行っています。戦争

ラインによるアカデミック・ライティング

格を授与するプログラムを設けました。

体験の中で、後生に語られることはど

初年度教育をスタートさせ、ライティン

資 格 が 必 要とされ る

のようなことなのか、また語られないも

グセンターを設けました。この取り組み

背景とメリットについ

のの中に本当の「戦争のトラウマ」があ

を含む今後のアカデミック・ライティン

て高橋 龍三郎 教 授が

るのではないかという点について北村

グの指導ついて、佐渡島紗織准教授が

語っています。

助教が語っています。

語っています。

The "Archeological
Investigator" Challenge

Knowledge Co-Creation
– Profiles of researchers -

The teaching of academic
writing in Japanese universities

There is no qualification, it is the specialty
of "Archeological Investigator" that
comes under question. At Waseda, we
invited people who carry out archeological
digging investigations to take a program
and upon completion of dedicated
archeology courses they are then certified
as Archeological Investigators. Professor,
Mr. Ryuzaburo Takahashi talks about the
background that is needed and the merits
to qualify.

Assistant professor, Mr. Tsuyoshi Kitamura
is conducting research on the pain of
people who survive a war and their
relationships with people of the next
generation focusing on “continuity”
and “presently.” Assistant professor, Mr.
Kitamura talks about of the people who
have had experiences of war, what sort
of things did they talk about with the
next generation, and of the things that
they didn’t talk about, are these the real
“Traumas of War?”

Compared to Europe and the United
States, the activities of Japanese academic
writing are immature. At Waseda, we
started online education of academic
writing, which is in its initial year, and a
writing center was established. Associate
professor, Ms. Saori Sadoshima talks
about these activities and the teaching of
academic writing going forward.
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山岸駿介が時流を読む

Ey

e

Trend

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。

新聞は必要なメディアか
朝日新聞を読んでいると、
戦時中から戦後

役人になれなくて新聞記者になったのだと思

ら、
制度を作った役人の説明を聞いていれば

にかけて、
自分たちがどれほど軍や占領軍

われるのは嫌だと思ったのかもしれない。た

納得せざるを得まい。それどころか自分は最

などによる命令や押し付けと闘ってきたかと

だすでに彼らは定年を迎えて退職したり、
不

先端の政策を知っていると血湧き肉躍ったか

いった囲み記事が多い。新聞に掲載しなくと

幸にも亡くなった人もいて確かめようがない。

もしれない。早速、
朝日新聞は、
大学は自立へ

も、
独自の出版物でも何種類か出している。

時代が大きく翔ぶが、
それにしても記者の

向けた意識改革が必要だという趣旨の解説

最近の新聞でいえば、
「新聞と戦争」があり、

ものの考え方が変わったのに驚いたのは、
遠

を書いた。びっくりしたのは、
「IDE」という高

現在は編集委員の河谷史夫記者が「記者風

山敦子元文部科学大臣の「こう変わる学校、

等教育の専門誌に、
ライバル紙の編集委員が

伝」
を書き続けている。良く調べており面白い。

こう変わる大学」
（講談社、
2004年）が出版さ

「本当に大学は変わるかもしれない。非常にイ

だが、
新聞が現在を生きるのに最も必要なメ

れたときだ。化粧直しに苦労した部分が見え

ンパクトのある政策だ」と絶賛する記事を書

ディアなら他にもやるべきこともあるのではな

てがっかりしたので、
知り合いの役人にどの

いていた。他の記者たちも同じようなことをあ

程度中身が信用できるものなのかと聞いたら

ちこちで書いている。

いか。

記者と時代差
新聞記者は、
他業種より考え方にずっと個
人差が大きい。だが時代による差も無視でき

いまの政策を説明するのだから、
それでい

うので、
中身は大丈夫だろうと思った。私が驚

いのだろうが、
ではその政策にどういう問題が

いたのは、
この役人に話を聞いた記者達の取

あるのかは分からない。
「いったい役人と記者

材方法である。

が同じ考えだというのはどういうことなのか」

ない。
70年安保の数年前のころだったと思う

いま考えると一つのポストに1年、
長くても2

が、
東京大学の法学部を出て、
朝日新聞に入っ

年しか置かない新聞社の記者の使い方が変

てきた若者がいた。間もなく彼は国家公務員

わらない以上、
あれで仕方がなかったのかと

上級職試験の行政職で一番を取っていたと

思わないでもないが、
批判的な記事は絶対に

いう噂が流れた。当時は新聞記者のくせに役

書けない。その役人は、
文部科学省が方針を

敗戦前から戦後の一時期に朝日新聞の記

人や銀行員に目をくれるなんてと軽蔑されて

決め、
大学が自律性を発揮するのが難しかっ

者がどんなことをしていたかを克明に綴るの

いた時代である。同じころ入社した記者の一

た従来の制度を否定し、
大学の「マネジメント

は大切なことだが、
それは現在とどんな関係

と尋ねたら「やりすぎたかな」と苦笑してい
た。だが悪い気はしていなかったようだ。

いちばん重要な教育報道

人は「何であのとき日経に行かなかったのか」

改革」を強調していた。
「国立大学の法人化と

にあるのか。いまいちばん問題になっている

と後になり悔やんでいた。法学部出の若者は

はどういうことなのか」と聞きに来た記者たち

教育報道を取り上げれば、
朝日新聞はどんな

役人ではなく記者になりたかったのだと思う。

に、
21世紀COEプログラムの狙いとか、
文科省

方針で報道しているのか。それを明らかにし

ただ法学部に入れば一番いいコースは上級

が研究でも教育でもテーマを決めて大学に投

た上で、
戦中、
戦後の先輩記者の歴史と、
どう

職の役人になることだというのが、
この学部の

げ、
大学がそれについてどういうことをしたい

つながるのかを書いてほしい。

価値観だったのだろう。そんなものに目もくれ

か案を作り応募する。それによって研究も教

後輩の記者たちの話によると、
教育報道全

なかった若者も、
自分だってやればできるん

育も支配できるシステムなどを説明している。

体の方向を決める教育担当デスクは、
批判的

言われていることは新しいことばかりだか

な記事を書くことに反対の考えだというし、
取

だという示しをつけたかったのかもしれない。
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「大学の重要な政策部分は私が書いた」とい

Books
本学で活躍される先生方の著書をご紹介します。

今号のオススメ
『マ−ク・トウェインと
日本−変貌する
アメリカの象徴』
（彩流社 刊）
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。

材記者でも現状を素直に伝えればいいと考え
ているとしか考えられない紙面を作っている。
大学のページを見れば、
それが歴然としてい
る。東大総長を呼び出し派手に跳んだり跳ね
たりさせた紙面を作っていた。それを見て私

教育・総合科学学術院
石原剛

著

本書は、明治から平成にわたる日本におけるト
ウェインの影響を辿った研究である。悪童ヒー
ローのトムやハックが、日本の伝統を反映して如
編とともに、トウェイン作品の日本化の過程が詳
細に示されている。アメリカ学会清水博賞を受賞
し、朝日・読売各紙でも紹介された話題作。

『アメリカの高校生が
読んでいる
経済の教科書 』
（アスペクト 刊）
アジア太平洋研究科
山岡道男ほか

著

米国では、教育権は各州の専管事項であり、日本

題を漏洩するという東大では前例のない汚辱

のように、全国的に統一された連邦レベルでの
学習指導要領はない。しかし経済学に関しては、

の歴史を生んだ。総長の派手な立ち回りと無

それに対応するものとして、米国経済教育協議

関係だとは思えない。

会（NCEE：National Council on Economic
Education）が作成した『経済学における任意の
全国共通学習内容基準』
（スタンダード）がある。

りかと思ったら、
早稲田の白井総長を「学長

本書は、
5部門モデルの下に、
日本の実情も勘案し

力」といって登場させていた。それまでの企画

て、このスタンダードにある基本概念を用いて、経

も同じなのだが、
あの紙面の下に広告を付け

済学を分かりやすく解説したものである。

ても記事に違和感はない。むしろその方が分
かりやすく、
すっきりする。
こうしたことを知った
ら、
昔の偉い先輩記者はどう思うだろう。聞い
てみたい。
私には無理な注文をしているという自覚は
ある。しかし教育報道の現実が分かっている
以上、
社会部記者ならそれと取り組もうとする
気になるはずだ。
そうすれば、
歴史上の偉い先

鹿げたことを考えないからできるのだろうか。
「批判」の視線のない記事も必要なときは
あるだろう。しかし、
何人もいない記者にみん
な政府の宣伝係の真似をされてもなお、
読者

■『Resilience Engineering Perspectives :
Remaining Sensitive to the Possibility of Failure
(Ashgate Studies in Resilience Engineering)-US-』
（Ashgate Pub Co Published 刊）
理工 Erik.Hollnagel・小松原明哲ほか 著
■『標準ミクロ経済学』
（東洋経済新報社 刊） 政治経済学術院
永田良・荻沼隆・荒木一法 著
■『標準マクロ経済学』
（東洋経済新報社 刊）
政治経済学術院 笹倉和幸 著
■『地域づくり新戦略―自治体格差時代を生き抜く』
（一藝社 刊） 政治経済学術院
片木淳・藤井浩司・森治郎 編
■『フランス語で広がる世界−123人の仲間』
（駿河台出版社 刊） 法学学術院
立花英裕ほか 監修
日本フランス語教育学会 編
■『経済法（演習ノ−ト ）』
（法学書院 刊） 法学学術院・法務研究科
土田和博・岡田外司博 編
■『いま子どもたちに育てたい学級
−ソーシャルスキル（中学校）
』
（図書文化社 刊） 教育・総合科学学術院
河村茂雄ほか 編著
■『英語世界のことばと文化
（世界のことばと文化シリ−ズ ）』
（成文堂 刊）
教育・総合科学学術院・社会科学学術院
矢野安剛・池田雅之 編著
■『経営学理論と体系』
（同文館出版 刊）
商学部 大月博司ほか

著

■『明日の都市交通政策』
（成文堂 刊） 商学学術院・理工学術院
杉山雅洋・浅野光行ほか 編著

■『スポ−ツファイナンス
（スポ−ツビジネス叢書 ）
』
（大修館書店）
スポーツ科学学術院 武藤泰明 著

■『物理学史』
（裳華房 刊）
社会科学総合学術院

■『新私のロンドン案内』
（ランダムハウス講談社 刊）
名誉教授 出口保夫 著

■『訓読みのはなし−漢字文化圏の中の日本語』
（光文社 刊）
社会科学総合学術院 笹原宏之 著

■『視点−コレクション認知科学視点（３）』
（東京大学出版会）
人間科学学術院 宮崎清孝ほか 著

■『地方発国際NGOの挑戦
−グロ−カルな市民社会に向けて』
（明石書店 刊） 社会科学総合学術院
多賀秀敏ほか 編著

輩を扱う記者の目も多少は違って来るのでは
ないか。だができる記者というのは、
そんな馬

著

何なるヒーローに改変されたのか？充実した資料

はあきれていたら、
間もなく、
大学院の入試問

紙面に引きずり出すのは国立大の学長ばか

■『もう一度、人生がはじまる恋』
（PHP研究所 刊）
エクステンションセンター講師 齊藤貴子

■『地域間の歴史世界−移動・衝突・融合』
（早稲田大学出版部 刊）
政治経済学術院 鈴木健夫 著

小山慶太

著

■『子どもは好きに育てていい−
「親の教育権」入門』
（日本放送出版協会 刊）
社会科学総合学術院 西原博史 著

■『ヴォルガ・ドイツ人−知られざるロシアの歴史』
（彩流社 刊） 政治経済学術院
アルカ−ジ−・ゲルマンほか 著
鈴木健夫ほか 訳

■『新華僑 老華僑−変容する日本の中国人社会』
（文藝春秋 刊）
社会科学総合学術院 劉傑ほか 著

■『Japan and China in East Asian integration 』
（Institute of Southeast Asian Studies 刊）
アジア太平洋研究科 林華生 著

■『多国籍企業の内部化理論と戦略提携』
（同文舘出版 刊）
社会科学総合学術院 長谷川信次 著

は喜んで読んでいるのだろうか。何のために
新聞報道を求めているのかによって決まるこ
とではあるが……。
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早稲田再発見

Rediscovery of WASEDA

cover stor y
表紙のお話

友情のメダル。
燦然と輝く、
1つのメダル。その半分が銀、
半分が銅でできているのはなぜでしょうか。
時は1936年、
ベルリンオリンピック大会棒高跳び競技の決勝までさかのぼります。
大江季雄選手と銀メダル争いを繰り広げたのが、
早稲田大学出身の西田修平選手。
5時間以上の激闘の末、
決着がつかず、
同記録で2位と3位に輝きました。
帰国後、同記録だった二人は、お互いの銀メダルと銅メダルを半分ずつつなぎ合わせました。
西田氏のメダルは母校である本学に寄贈され、もう一つのメダルは
秩父宮記念スポーツ博物館に所蔵されています。
「勝ち」
「負け」を越えて二人が選んだのは、お互いを認め合うこと。
時は過ぎても、
「友情のメダル」は
二人の変わらぬ思いを表しています。

写真：佐藤洋一、
横山央（芸術学校空間映像科）
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