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日本の賃金制度に多大な影響を与えた電産型賃金制度を徹底研究

人間科学学術院の河西宏祐教授が
第14回社会政策学会学術賞を受賞

人間科学学 術院、
河西宏祐教授の

と伝統をもつ学会です。

『電産の興亡（一九四六年～一九五六

今回の受賞作品は、
河西教授のライフ

年）－電産型賃金と産業別組合－』
（早

ワークである電産（日本電気産業労働

稲田大学出版部、
2007年）が、
第14回社

組合）史研究の集大成であり、
電産型賃

会政策学会学術賞を受賞しました。社

金体系で名高い「電産」研究の決定版

河西教授（高木和男氏提供）

会政策学会は、
明治29年（1897年）に創

です。
「電産の歩んだ道筋を平易な叙述

意味で、
本研究は本学会の学術賞に相

設された我が国の文系では最古の歴史

ながらも、
実に深く解明した研究という

応しい力作である」
と評されています。

P
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最新のエレクトロニクス製品の開発に貢献

「第15回 LSI・オブ・ザ・イヤー 2008」
準グランプリとして選出

7月4日、
半導体産業新聞（産業タイム

選出されました。

ズ社発行）主催の「第15回 LSI・オブ・ザ・

「LSI・オブ・ザ・イヤー」は、
過去1年間

イヤー 2008」が発表され、
理工学術院

において最新のエレクトロニクス製品の

笠原博徳教授らのグループと株式会社

開発にもっとも貢献したLSI（デバイス）

ルネサステクノロジならびに株式会社日

および設計環境／開発ツールを選出し

立製作所の共同開発『8個のCPUコアと

表彰するもので、
今年は1,019点の応募が

8個のRAMが独立電源遮断可能なマル

ありました。

受賞時の笠原教授（右端）

チコアLSI:RP2』が、
準グランプリとして

P
PRIZE

今後のM&Aのスタンダードに

商学学術院の宮島英昭教授が
「Ｍ＆Ａフォーラム賞」受賞

日本のM&Aの発展と普及促進のた

ら言及し、
啓発力の高い点を重視した審

め設立された任意団体「M&Aフォーラ

査の結果、
2007年度に執筆・発表された

ム」による第2回Ｍ＆Ａフォーラム賞にお

M&A関連の書籍、
論文の募集作品の中

いて、
今年7月、
商学学 術院の宮島英昭

から、
満場一致で決定されました。日本

教授編著『日本のＭ＆Ａ 企業統治・組

のＭ＆Ａについての包括的な理論的・実

織効率・企業価値へのインパクト』が正

証的研究書であり、
この分野における今

賞「RECOF賞」を受賞しました。日本に

後のスタンダードになりうると評価を受け

おけるM&A活動の諸問題に真正面か

ました。
表彰式時の宮島教授
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韓日関係の新時代をひらく

早稲田大学アジア研究機構主催
金泳三大韓民国元大統領 特別講演会

6月12日、
金泳三大韓民国元大統領に

関係のために、
これ以上取沙汰されるべ

よる特別講演「韓日関係の新時代をひら

きではないとの考えを示されたほか、
韓

く」が早稲田キャンパスの小野記念講堂

国人が遺伝的に日本人に近縁であると

にて催されました。

いう韓国の研究者の発表を紹介し、
両

冒頭、
中国が目覚しい成長を遂げるな

国の関係を「アジアの兄弟」と表現され、

ど、
北東アジアの大きな変化を前にして、

アジアおよび世界において人類に貢献

韓国と日本はどうあるべきかについて、
両

するために、
両国がパートナーシップを結

金泳三元大統領

国が向き合う存在ではなく、
互いの長所

び、
我々が直面している地球規模の問題

なか、
中国が台頭する現在、
日本と韓国

をより高く評価し、
愛し合う存在へと変化

の解決に立ち向かう必要性を強く主張

が手を結ぶポイントについてのアドバイス

を遂げるべきだと述べられました。その

されました。

を求められたのに対し、
両者が共有して

後、
両国間で問題となっている竹島（韓

講演終了後、
多くの韓国人留学生を含

国名 独島）問題についても、
両者の友好

む本学学生、
研究者からも質問が相次ぐ

U

UNIVERSITY

いる民主主義を前面に押し出してアピー
ルするべきであると述べられていました。

大隈庭園に友好の証

中国政府より孔子像寄贈

梅雨の合間の晴天に恵まれた6月16
日、
中国を代表する思想家・教育者であ
る孔子の銅像が中国政府より本学に寄

才利民 山東省副省長

孔鉉佑 駐日公使

贈され、
除幕式が大隈庭園にて執り行わ
れました。
本学は、
日本で最初に中国からの留
学生を受け入れた大学であり、
同国とは
その後も長い交流の歴史を刻んできまし
た。今回の寄贈については、
５月の胡錦
濤国家主席来校と同時期に開催された
北京大学との共同大学院設立に関する
基本合意書調印式場において、
中国政
府より正式に申し出があったものです。
当日は、
孔子の故郷である山東省や中
国大使館関係者等が出席し、
冒頭挨拶
に立った白井総長は、
これからも中国と
の深い関係を大切にしつつ、
次の100年
を見据えた日中両国の互恵的発展を担
う人材の育成を目指すとの決意を述べま
した。

除幕された孔子像の前で左より、
内田副総長・土田副総長・白井総長・才利民山東省副省長・孔鉉佑駐日公使・宇野治外務大臣政務官
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現代文学に重い位置を占める創作の原点を語る

早稲田大学芸術功労者 高井有一講演会開催
6月10日、
今年4月に「早稲田大学芸術
功労者」の称号を受けられた本学出身
の作家高井有一氏を招き、
講演会が開催
されました。
第一部では、
土田健次郎副総長の挨
拶に続き、
高井有一氏による講演「生き
る怖れと文学」で、
現代文学に重い位置
を占める氏の創作の原点や、
最新代表作
などについて語られました。第二部では、
中島国彦文学学術院教授の司会の下、
高井有一氏、
松田哲夫（筑摩書房編集
者）氏の対談「
『時の潮』
をめぐって」が行
われました。
討論では本学大学院生を交
対談中の高井氏（左）
、松田氏

U

UNIVERSITY

え、
活発な議論が繰り広げられました。

中東と早稲田の新たな進展へ向けて

サウジアラビア王国デー開催

本学は2006年にサウジアラビア王国

ハサン・トラッド閣下によるサウジアラビ

「エネルギーを未来に」が行われました。

スルタン・アブドゥルアジズ・アールサウー

ア王国大使館講座や同国大使館員によ

これらの催しには、
多くの学生、
教職員、

ド皇太子殿下に本学名誉博士学位を贈

る政治経済学部特別授業、
早稲田大学

一般の方々が参加し、
同国についての理

呈しました。その後、
白井克彦総長が招

中東総合研究所発足記念シンポジウム

解を深めると共に、
両者間の友好を深め

待を受け同国を訪問して以降、
産学官そ

およびサウジアラビアデー特別企画展示

る絶好の機会となりました。

サウジアラビア王国大使館講座で話す
駐日サウジアラビア王国特命全権大使
ファイサル・ハサン・トラッド 閣下

中東総合研究所発足記念シンポジウムにて
挨拶をする浦野義頼中東総合研究所長

特別展示「エネルギーを未来に」の模様

ICCアラビアンカフェにてアラビアコーヒーを
試飲する学生たち

れぞれのステージにおいて同国との親交
を深めてきました。また、
中東との研究教
育促進のために、
サウジアラビア国王の
名のもと多額の本学創立125周年記念
募金をいただくなど、
様々な支援をいた
だいております。
本年4月には早稲田大学中東総合研
究所を開設し、
同国との研究交流や学
生交流、
本学における中東研究を更に推
進していきます。そのキックオフイベントと
して「サウジアラビア王国デー」を6月17
日から23日まで開催しました。文化交流・
学生交流イベントとしてICC（国際コミュ
ニティセンター）において「ICCアラビア
ン・カフェ」を催したほか、
同国駐日サウジ
アラビア王国特命全権大使 ファイサル・
4
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国際的レベルの教育研究を目指し

文部科学省実施の各種事業で採択
れた研究基盤や特色ある学問分野の開

智大学、
京都大学、
東洋文庫の5拠点か

て実施する各種事業について、
本年度、

拓を通じた独創的、
画期的な研究基盤を

らなる共同研究ネットワークです。

現時点までに採択された本学申請の案

前提に、
高度な研究能力を有する人材育

件をご紹介します。

成の機能を持つ教育研究拠点（人材養

産学官連携戦略展開事業

成の場）
を形成するものであって、
将来の

（戦略展開プログラム）

文部科学省が競争的資金の導入とし

発展性が見込まれる計画であること、
など

グローバルCOEプログラム

が求められています。各プログラムの詳細
は、
次号以降お知らせします。

学等の知的財産戦略などが持続的に展
開されるよう、
主体的かつ多様な特色あ

我が国の大学院の教育研究機能を一
層充実・強化し、
世界最高水準の研究基
盤の下で世界をリードする創造的な人

人文学及び社会科学における
共同研究拠点の整備の推進事業

る取り組みを国公私立大学等を通じて
支援し、
産学官連携活動全体の質の向
上を図ることを目的とした事業です。その

材育成を図るため、
国際的に卓越した教
育研究拠点の形成を重点的に支援し、

イノベーション創出の原動力である大

大学に蓄積された人的・物的資源を

中でも、
戦略展開プログラムは、
大学等の

国際競争力のある大学づくりを推進する

活用し、
国公私立大学を通じた共同研

活動としては実施のリスクが高く、
かつ、

ことを目的とした大型事業です。

究の促進及び研究者ネットワークの構

国として政策的観点から積極的に促進

審査の視点として、
❶学長を中心とした

築、
並びに学術資料等の共同利用の促

するべき活動を重点的に支援することに

マネジメント体制による指導力の下、
大学

進等、
研究体制や研究基盤を強化する

より、
大学等の産学官連携体制の強化を
図るものです。

の特色を踏まえた将来計画と強い実行力

ために、
人文学及び社会科学分野にお

により、
国際的に卓越した教育研究拠点

ける共同研究拠点の整備を私立大学等

を形成する計画であること、
❷５年間の事

にも拡大することを目的とした事業です。

本学の採択分野では、
基本特許の国
際的な権利取得の促進、
海外企業から

業終了後も、
国際的に卓越した教育研究

採択を受けたイスラーム地域研究機

の共同研究・受託研究の拡大、
国際的な

拠点としての継続的な教育研究活動が自

構は、
イスラーム地域研究の充実と拡大

知的財産人材の育成・確保など、
国際的

主的・恒常的に行われることが期待でき

をはかり、
実証的な知の体系を築くことを

な産学官連携体制の強化を図ることが

る計画であること、
❸世界最高水準の優

目的として、
本学を中心に、
東京大学、
上

期待されています。

■グローバルCOEプログラム
分野名

拠点のプログラム名称

中核となる専攻名

拠点リーダー名

機械、土木、建築、その他工学

グローバル ロボット
アカデミア

大学院創造理工学研究科
総合機械工学専攻

藤江正克
理工学術院教授

社会科学

制度構築の政治経済学
－期待実現社会に向けて－

大学院経済学研究科
応用経済学専攻

田中愛治
政治経済学術院教授

社会科学

成熟市民社会型企業法制の創造
－企業、金融・資本市場法制の
再構築とアジアの挑戦－

大学院法学研究科
民事法学専攻

上村達男
法学学術院教授

■人文学及び社会科学における共同研究拠点の整備の推進事業

■産学官連携戦略展開事業（戦略展開プログラム）

共同研究拠点の
組織名称と研究分野

拠点代表者氏名

活動分野

実施組織名称

イスラーム地域研究機構
（地域研究）

佐藤次高
文学学術院教授

国際的な産学官連携活動
の推進

知財・産学連携本部
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関西大学との相互乗り入れも

第2回「オープンキャンパス in OSAKA」
大盛況にて終了

昨年に引き続き開催された大阪での

的にもきわめて珍しいオープンキャンパ

オープンキャンパス、
8月2日の梅田会場

スの相互乗り入れが実施されました。こ

は昨年に倍する720名の来場者で賑わ

れは関大「サマーキャンパス千里山－1st

いました。同日開催の早稲田でのオープ

Stage－」会場において本学が、
早稲田

ンキャンパス会場からの同時中継に加

キャンパス会場で関大が、
それぞれ模擬

え、
現地での6学部による学部説明会や

講義等を行ったもので、
関大会場の本学

模擬講義、
Tutorial English※体験コー

の説明会には予想を上回る672名が来

ナー、
個別相談などを通して、
関西の受

場しました。

験生に本学を身近に感じてもらう貴重な
機会となりました。
また、
翌3日には、
本年5月に締結され
た関西大学との「教育研究協力に関す
る協定」の一環として、
両大学間で、
全国

U

UNIVERSITY

梅田会場での模擬講義

今回の大阪での催しは、
6月に大阪へ
の新規系属校設置が発表されたことも
あり、
新聞・テレビ等でも注目を集めました。
※Tutorial Englishとは、
「使える英語」を目指す、
学
生4人までの超少人数制英語プログラムです。

関西大学千里山キャンパス

世界トップレベルの拠点構築を目指して

東京農工大学と提携へ

本学は、
去る６月24日、
東京農工大学

運営費交付金・政策課題対応経費の予

と教育・研究活動の交流と連携の推進

算措置を受けており、
今後、
両大学でそ

を目的とした「大学間交流に関する包括

れぞれ「プログラム策定チーム」を立ち

協定書」
に署名。
さらに本協定に基づき、

上げ、
個人の資質、
最新の科学技術の展

健康増進・食糧問題・環境問題など人類

開への関心にあわせて、
理・工・農（将来

の持続可能性への脅威となっている諸

的には医・薬を含める）の融合分野の共

課題を解決する専門的知見・スキルを有

同学位を取得できる共同学位制度の導

する人材の養成を目的として、
先端健康

入などを検討していきます。共同大学院

科学分野に関する国私連携による共同

の開設は2010年4月の予定です。

大学院 を設置することに同意し、
「共同
※

小畑秀文農工大学長（左）と白井総長

大学院の創設に関する覚書」を締結しま
した。
共同大学院設置については、
すでに
文部科学省から本年度国立大学法人

6

※共同大学院
現 在文部科学省は、中央教育審議会の答申等
を踏まえ、複数の大学が大学院研究科等を共
同で設置できる仕組みを検討しており、大学設
置基準などの省令改正を予定しています（9月
26日現在）。

U
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台湾社会と更なる関係強化

早稲田大学台北国際交流センターを開設

2008年7月17日、
台湾における学術的

定を結び、
共同研究の推進、
共同教育の

交流と教育研究活動を更に発展させる

実施、
留学生受け入れのための環境整

ため、
台北市に「早稲田大学台北国際

備を双方向で進めてきました。
同センター

交流センター」を開設しました。

を設立し、
今まさに大きな変化を遂げて

本学では、
これまで台湾の著名な数々
の大学や工業技術研究院と学術交流協

いるアジア地域において、
台湾社会との
更なる関係強化を目指しています。

開設式の様子

U

UNIVERSITY

グローバル・サステイナビリティと大学の役割

G8大学サミットに白井総長出席

G8北海道洞爺湖サミットに合わせて

は、
地球・社会・人間システムとその相互

開催された「サステイナビリティ・ウィーク

関係のサステイナビリティ※を達成するた

2008」の 期 間中、
6月29日～ 7月1日「G8

め、
主要先進国を中心とした大学間連携

大学サミット」が札幌市で開催され、
本学

による学術界からの国際貢献を目指した

を含めた国内14大学、
G8諸国から27の

ものです。

大学長（及びその代表者）
、
国連大学、
非
G8諸国から7大学の大学長（及びその
代表者）が出席しました。
国際的地球環境問題の検討には、
学
術分野からの貢献が不可欠であり、
先

会議の様子

会議結果は、
「札幌サステイナビリティ
宣言」
としてまとめられました。
※サステイナビリティ＝sustainability
持
 続可能性。人類の活動が将来に渡って持続す
ることができるかどうかに注目した考え方。

端的な研究型大学が果たすべき役割は
極めて大きいといえます。
G8大学サミット

分科会で発表する白井総長
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今年は学部創設100周年記念

理工学部 第21回ユニラブ開催

8月5日・6日の２日間にわたり、
理工学部

宙航空研究開発機構により有人宇宙施

「実験教室」では、
23の項目を小中学

創設100周年記念「第21回ユニラブ」を

設「きぼう」やその他宇宙に関する講演

生が実験体験、
また、
「実験ツアー」では、

開催しました。

が、
また独立行政法人海洋研究開発機

理工キャンパス内を探検し、
大型の実験

構（JAMSTEC）による深海に関する講

装置や特殊な実験装置などを体験でき

演がありました。

る実験ツアーが行われました。

「先端研究のおはなし」では、
本学教
授陣による話の他、
招待講演として、
宇

独立行政法人 海洋研究開発機構（JAMSTEC）による招待講演
講演タイトル「深海ってどんなところ？」

R

RESEARCH

石山修武教授

実験教室「ライントレーサーを100人で作ろう！」

未来の夢の作品を展示

「石山修武と12の物語」世田谷美術館で開催
理工学術院の石

れをVision化し、これからも大がかり

山修武教授による

に展開していくことを示しています。今

展覧会「建築がみ

後は、都市計画、建築、総合メディア、情

る夢―石山修武と

報などを含めた新しい総合芸術に取り

12の物語」が6月28

組んでいきたいと思います。」と抱負を

日～ 8月17日、世田

語られました。

谷美術館にて開催
されました。

石山 教 授は、
「早 稲田大学は“国 際
化”を掲げていますが、展覧会ではそ
8

P 受賞

また、
制作過程と展示プロジェクトの
ドキュメントを中心とした教授の活動
が、NHK教育テレビ「新美術館」で放
映されました。

展覧会場の様子

A

ACTIVITY

ブラジル移住100周年記念に野球で交流

野球部 ブラジル遠征 現地で早慶戦を開催

野球部が8月6日から20日まで、
南米ブ
ラジルへと遠征を行いました。
これは今年が日本人のブラジルへの

開催されるのは、
10年ぶり2度目の事とな
ります。各地で大勢のファンが集まり、
両
チームに声援をおくりました。

部の2勝１引き分けという結果でした。
またマリンガやイビウナでは地元の青
少年野球チームと交流野球教室を開催

試合結果は、
本学野球部がライバル

したり、
野球を学ぶブラジルの大学生達

義塾大学野球部と共に招かれたもので、

慶應を相手に4戦全勝。今回の遠征では

と野球に関するディスカッションを行うな

ブラジル各地で早慶戦4試合が開催され

その他にもブラジルナショナルチームと

ど、
日伯文化交流の面からも今回の遠征

ました。ブラジル国内で野球の早慶戦が

の交流試合も3試合行われ、
本学野球

は大変意義のあるものとなりました。

移住100周年となることを記念し、
慶應

サンパウロの球場にてブラジルナショナルチームと

R

RESEARCH

ASMeW、4年半の研究集大成

国際シンポジウム
「先端融合研究でQOLを向上する、健康寿命を延ばす」開催

2004年6月に設 置された先端科学・

は、
これまでの4年半の研究の集大成と

よる基調講演「健康科学の未来を拓く

健康医療融合研究機構（Consolidated

して、
8月27、
28日、
本学国際会議場にて

ために総合から融合へ」が行われ、
午後

Research Institute for Advanced

国際シンポジウムを開催しました。

から翌日にかけ、
数々の招待講演とこれ

Science and Medical Care, Waseda
あ

す

み

ゆ

University）
、
通称ASMeW（明日見ゆ）

初日には、
先端医療振興財団理事長・

までASMeWが取り組んできた重点研

京都大学名誉教授の井村裕夫教授に

究、
主に、
ロボット、
ナノテクノロジー、
有機
合成化学などから医療へアプローチす
る早稲田大学らしい研究の結果が次々
と紹介されました。
ASMeWでは社会とのコミュニケー
ションを意識しており、
“たくさんの人たち
に、
分かり易く、
そして魅力的に研究成
果を魅せる”
「魅せる化プロジェクト」も
その一つで、
「サイエンスアート」タペスト
リーを作成し、
シンポジウムでは展示を
行いました。今後、
ASMeWで新たに生
まれてきた先端融合研究テーマとその

ポスターセッションの様子

竜田邦明教授（理工学術院）の
研究をタペストリーで

成果について、
メディア発信にも力を入
れていきます。
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新体制で2008年度後期がスタート

学術院長をはじめとする新箇所長が決定

9月21日付で、
学術院長など箇所長が下記のとおり嘱任されましたのでお知らせします。

※ 任期は2008年9月21日〜 2010年9月20日。特に記載のある場合は任期が異なります。
※（新）は新任、
（再）は再任。

箇 所 名

箇 所 役 職 名
学術院長

政治経済学術院

（再）飯島

昇藏

政治経済学部長

（再）飯島

昇藏

大学院政治学研究科長

（再）佐藤

正志

大学院経済学研究科長

（再）永田

良

大学院公共経営研究科長

（新）縣

現代政治経済研究所長

（再）谷藤

悦史

学術院長
法学学術院

（再）上村

達男

（再）上村

達男

大学院法学研究科長

（新）近江

幸治

（新）早川

弘道

比較法研究所長

泰

第二文学部長

（新）大藪

泰

文化構想学部長

（新）大日方

純夫

文学部長

（新）大日方

純夫

（新）大内

宏一

（新）宮口

侗廸

教育学部長

（新）神尾

達之

大学院教育学研究科長

（新）湯川

次義

大学院教職研究科長

（新）長島

啓記

教育総合研究所長

（新）稲葉

敏夫

学術院長

（新）恩藏

直人

商学部長

（新）恩藏

直人

大学院商学研究科長

（新）嶋村

紘輝

大学院ファイナンス研究科長

（新）首藤

惠

大学院会計研究科長

（再）小林

啓孝

ファイナンス研究センター所長

（新）首藤

惠

商学学術院総合研究所長

（新）辻山

栄子

（再）橋本

周司

理工学部長

（再）橋本

周司

基幹理工学部長

（再）河合

素直

創造理工学部長

（再）山川

宏

先進理工学部長

（再）石山

敦士

学術院長

理工学術院
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純夫

（新）大藪

大学院文学研究科長

商学学術院

（新）大日方

第一文学部長

学術院長
教育・総合科学学術院

公一郎

法学部長

学術院長

文学学術院

氏 名

大学院理工学研究科長

（再）橋本

周司

大学院基幹理工学研究科長

（再）河合

素直

大学院創造理工学研究科長

（再）山川

宏

大学院先進理工学研究科長

（再）石山

敦士

理工学術院総合研究所長

（新）逢坂

哲彌

学術院長
社会科学総合学術院

（新）多賀

秀敏

大学院社会科学研究科長

（新）多賀

秀敏

（再）齋藤

美穂

人間科学部長

（再）齋藤

美穂

大学院人間科学研究科長

（新）鳥越

皓之

人間総合研究センター所長

（新）佐古 順彦
野村 忍

学術院長
スポーツ科学学術院

国際教養学術院

秀敏

社会科学部長
学術院長

人間科学学術院

（新）多賀

（新）村岡

功

スポーツ科学部長

（新）村岡

功

大学院スポーツ科学研究科長

（新）中村

好男

スポーツ科学研究センター所長

（新）彼末

一之

学術院長
国際教養学部長

（2008. 9.21 ～ 2008.12.12）
（2008.12.13～2010. 9.20）

（再）スノードン

ポール

（再）スノードン

ポール

大学院アジア太平洋研究科

研究科長

（新）山岡

道男

大学院国際情報通信研究科

研究科長

（新）亀山

渉

大学院日本語教育研究科

研究科長

（新）蒲谷

宏

大学院情報生産システム研究科

研究科長

（再）平澤

宏太郎

大学院法務研究科

研究科長

（再）鎌田

薫

大学院環境・エネルギー研究科

研究科長

（再）永田

勝也

高等学院

学院長

（再）山西

廣司

本庄高等学院

学院長

（新）山﨑

芳男

芸術学校

校長

（再）鈴木

川口芸術学校

校長

（再）長

了二

図書館

館長

（再）加藤

哲夫
幹夫

幾朗

演劇博物館

館長

（再）竹本

會津八一記念博物館

館長

（再）大橋

一章

アジア太平洋研究センター

所長

（新）山岡

道男

国際情報通信研究センター

所長

（新）亀山

渉

環境総合研究センター

所長

（再）永田

勝也

高等研究所

所長

（再）竜田

邦明
宏太郎

情報生産システム研究センター

所長

（再）平澤

法務教育研究センター

所長

（再）鎌田

薫

日本語教育研究センター

所長

（新）蒲谷

宏

メディアネットワークセンター

所長

（再）深澤

良彰

オープン教育センター

所長

（再）土方

正夫

遠隔教育センター

所長

（再）中野

美知子

エクステンションセンター

所長

（再）岩井

方男

環境保全センター

所長

（再）黒田

一幸

大学史資料センター

所長

（再）吉田

順一

総合健康教育センター

所長

（新）福林

徹

総合研究機構

機構長

（再）伊東

孝之

ナノ理工学研究機構

機構長

大泊

巌

（2008.4. 1 ～ 2009.3.31）

先端科学･健康医療融合研究機構

機構長

（再）白井

克彦

（2008.9.21 ～ 2009.3.31）

IT研究機構

機構長

（再）大附

辰夫

（2008.9.21 ～ 2009.3.31）

アジア研究機構

機構長

（再）奥島

孝康

（2008.9.21 ～ 2010.3.31）

史郎

日米研究機構

機構長

（新）藪下

イスラーム地域研究機構

機構長

（再）佐藤

次高

平山郁夫記念ボランティアセンター

所長

（再）野嶋

栄一郎

競技スポーツセンター

所長

（新）宮内

孝知

留学センター

所長

（再）白木

三秀
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Pa r t

1

早稲田スポーツの
110年とこれから

理事
スポーツ科学学術院長

村岡功 教授

プロフィール
むらおか・いさお
1973年早稲田大学教育学部卒
業。順天堂大学大学院修了。早稲
田大学教育学部助教授、
人間科
学部教授を経て、現在、
スポーツ
科学学術院教授。博士（医学）
。

早稲田大学におけるスポーツの歴史は110年以上になります。
その役割と意義、今後の課題について、スポーツ振興担当理事で、
スポーツ科学学術院長を務める村岡功教授に現状と課題をお聞きしました。

スポーツは人間には
必要欠く可ざるもの

発足し、
そこから110年以上続く早稲田スポー

学です。たとえば、
ハーバード大学では、
2000

ツの歴史が本格的に始まりました。
当時の種目

年の調査時点でオリンピックのメダリストを52

は、
郊外運動、
機械体操、
撃剣、
柔術、
弓術、
テニ

名も輩出しています。ちなみに早稲田大学では

──早稲田大学におけるスポーツの歴史を簡

ス、
ベースボールの7つです。早稲田大学をはじ

31名です。これは、
ハーバード大学が学力だけ

単に教えてください。

めとする高等教育機関が日本の近代スポーツ

ではない幅広い才能、
人格というハードルを設

早稲田大学にとってスポーツは、
大学の歴史
が始まった時点から非常に重要なものと位置

発展の中核を担っていた時代でした。
その後、
1903年には第1回早慶戦が始まり、

定して優れた学生を集め、
優れた教育を行っ
てきたからです。

づけられてきました。大隈候は、
「
（運動は）人間

第2次世界大戦中の空白を経て、
戦後は幅広い

ハーバード大学では、
真の人間的能力（知

には必要欠く可ざるものであると信じる・・・運

種目で発展していきました。しかしながら1990

力・体力・精神力・判断力・徳性など）をもった

動の種類については、
ベースボールでも、
テニス

年代になると、
過去の輝かしい実績から比較す

青年のリクルーティングこそが大学発展の生

でも、
ボートでも、
なんでもさしつかえはない。
・
・
・

ると、
早稲田スポーツは低迷していると言わざる

命線の一つであるという考えのもと、
入学試験

世の中にたって大事をなしうるものは、
身体の

を得ない状態になってしまいました。そこで、
不

ではペーパーテストの結果だけでなく、
スポー

強健なるものに限る。身体の強健を得るには、

振の原因を明らかにし、
打開策を講ずるために、

ツや社会活動などの課外活動も考慮していま

ぜひ運動でなければならぬ」と述べています。

1999年にスポーツ振興協議会が発足し、
2000

す。早稲田大学においても、
知的にも精神的に

また、
「例えスポーツによって学問が多少遅れる

年に「早稲田大学における『競技スポーツ強

も体力的にもタフな人間力を持った青年を育

ことがあっても、
それは一時的なものであり、
大

化策』について」という答申書を出しました。こ

てて社会に送り出すことが大きな使命です。そ

器晩成であればよい」とも言っています。スポー

こには、
「高等教育機関におけるスポーツ教育・

のためにスポーツが果たす役割が大きいこと

ツに対するこの精神は現在も息づいているよう

研究の意義」と「早稲田大学における『競技ス

は言うまでもありません。

に思います。

ポーツ』振興の意義」が盛り込まれています。

早稲田スポーツの始まりは、
早稲田大学の前
身である東京専門学校が創立され翌年（1883

──大学におけるスポーツ教育・研究の意義は

年）に始まった「運動会」にまで遡ることがで

何でしょうか。

きます。
1895年には体育部の前身である「早稲

世界に通用する大学は、
どの大学も学問・教

田倶楽部」が設立され、
1897年には体育部が

育だけでなくスポーツでも世界に通用する大

日本のスポーツ界の
リーダーとなる人材を育成
──早稲田大学におけるスポーツ入試の現状
はどうなっていますか。

Special Report

日本のスポーツ界の発展において、早稲田大学はその一端を担ってきたと自負しています。
さらに今後、日本のスポーツ界を盛り上げるために、早稲田大学にできることは何でしょうか。
また、大学教育の一環としてのスポーツの可能性をどこまで追求できるのでしょうか。
研究活動と競技スポーツの現状を明らかにすることで、今後の道のりを探ります。

現在、
スポーツ科学部のスポーツ推薦入試と

2000年に文部科学省が「スポーツ振興基

トップアスリート入試、
スポーツ科学部や他学

本計画」を、
厚生労働省が第三次国民健康づ

部の自己推薦入試があります。スポーツ推薦入

くり対策（健康日本21）を策定したように、
社会

試は、
スポーツ科学の教育・研究に必要と思わ

が運動の必要性と指導できる人材の育成を求

れる種目から、
体育各部の部長推薦によってエ

めるようになっていました。また、
日本経済がダ

ントリーされ、
書類審査と面接で合否を決定し

メージを受ける中で、
成長著しいスポーツ市場

ています。スポーツだけでなく勉強にも力を入

の発展にも注目が集まっていました。そこで、
ス

各部員には、
文武両道に優れ一般学生の模範
になってほしいと願っています。

一般学生に対する
スポーツ振興が課題
──今後の課題をお聞かせください。

れてもらうために、
各学年ごとに厳しい条件を

ポーツ科学をより本格的に教育・研究するため

2000年以降の取り組みの結果、
競技スポー

クリアしないといけないようなルールを設けて

に、
学部として発展的に独立させ、
スポーツ科

ツの活躍は完全復活を遂げたと言ってよいと

います。
トップアスリート入試は、
2006年からスター
トしました。こちらは、
種目によっては、
必ずしも

学における日本一、
世界一の教育・研究機関を

思いますが、
２つの反省点が残りました。一つ

目指すことになりました。

は、
スポーツに秀でた優秀な人材が特定の学

ちょうど早稲田スポーツ低迷の打開策を

部に偏る傾向がみられてきたことです。もう一

早稲田がスポーツ技能を身につけるのに最適

練っていた同時期にこの学部化プロジェクト

つは、
一般学生に対するスポーツ振興がやや

の場とはいえない可能性もあることから、
体育

が始まりましたが、
早稲田スポーツの復権のた

疎かになっているのではということです。選択

各部への入部義務はなく、
競技の練習場所を

めに学部を創設したのではありません。しかし

科目としての体育実技の履修率は1年生では2

大学内に限定していません。優秀な学生に早

結果的に、
学部の教育・研究のためにスポー

割にも満たない、
約15%というのが現状です。

稲田大学でスポーツ科学を学んでもらい、
将来

ツ技能に優れた選手を入試制度の枠の中で

そこで、
2008年2月に 答申した「早 稲田ス

的に日本のスポーツ界のリーダーとなる人材に

獲得したことも、
早稲田スポーツの発展につな

ポーツのネクストステップ」では、
第一の課題

育ってもらうことを目指しています。

がっていると思います。

に、
一般学生に対するスポーツ振興を掲げま
した。体育実技科目を履修してもらう工夫はも

トップアスリート入試と自己推薦入試の入
学者には、スポーツ推薦入試のような厳しい

──「早稲田アスリート宣言」
（P18参照）を定

ちろんのこと、
各部の試合の応援にボランティ

条件は特に設けていませんが、多少卒業ま

めた理由は何ですか。

アとして参加したり、
体育祭に参加したりして、

でに時間がかかったとしても、大隈候が言う

早稲田ネクスト125に対するスポーツ振興

体育各部員との距離を縮めるような機会を提

ように大器晩成であれば良いのであって、結

協議会での検討を踏まえ、
また、
大学スポーツ

供し、
大学一体となってスポーツを振興できる

果的に社会に役立つ優秀な人材になってく

界での不祥事が続いたことをきっかけに、
学

ような方策をとっていきたいと考えています。ま

れれば、早稲田で学ぶ意義があると思ってい

生自らが高い意識を持って部活動に精進して

た、
体育各部員についても、
地域の子供たちを

ます。

ほしいという願いから、
行動規範的なものとし

対象としたスポーツ教室など、
スポーツを通じ

て策定されました。
内容については競技スポー

た社会貢献を積極的に推進してもらいたいと

ツセンター内のワーキンググループと部員から

思っています。

スポーツ科学における
世界一の教育・研究機関に

の意見徴収によって練られ、
2008年5月に行わ

あらゆる人にとって魅力的な大学になるため

れた入部式で初めて宣言されました。恐らく日

にも、
残された課題を解決し、
新たな大学スポー

──人間科学部スポーツ科学科から、
スポーツ

本の大学でこのような宣言を公表したのは、
今

ツのモデルを構築するなど、
世界に通用する大

科学部が独立した狙いは何でしょうか。

回が初めてではないでしょうか。
早稲田の体育

学として力をつけていければと思っています。
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早稲田大学のスポーツ科学 研究最前線
早稲田大学で行われている、さまざまなスポーツ科学研究。その最前線について、3名の教授に紹介いただきました。

トップスポーツビジネス研究

スポーツ心理学

スポーツは、単なるビジネスを超えて
世の中に貢献する重要なもの
早稲田大学大学院スポーツ科学学術院

平田竹男 客員教授

早稲田大学スポーツ科学学術院

正木宏明 准教授

2004年、
プロ野球最大の危機が訪れたこと

約を解除しながらも、
独自の営業努力を進め

「スポーツ」と「心」は切り離して考えられな

は記憶に新しいと思います。大阪近鉄バッファ

てスポンサーを獲得し、
順調に経営を安定さ

いものです。
NHKのアテネオリンピック特集番

ローズが数十億円の赤字を抱えた結果、
親会

せていることからも明らかです。浦和レッズの

組では次のようなエピソードが紹介されていま

社の経営不振により存続を問われ、
オリックス

ような成功例は、
Ｊリーグモデルといって、
入場

した。男子平泳ぎ100m決勝で、
北島康介選手

ブルーウェーブと合併し、
近鉄の名はプロ野

料収入、広告料収入、
グッズ収入、
そして、
TV

のライバル、
アメリカのブレンダン・ハンセン選

球界から消滅しました。球団が消滅すると、
選

放映権収入で成り立つビジネスモデルです。
J

手がスタート台に立ったときのことです。北島

手はもちろん、
応援していたファンも不幸です。

リーグの場合、
TV放映権料はリーグが一括

選手の平井伯昌コーチはその動作を見て「こ

ですから、
プロスポーツチームの経営を健全

管理してから各チームに分配しており、
チーム

れは勝てる」と感じたそうです。なぜなら、
ハン

に維持するためにスポーツビジネスを研究す

が得ることができるTV放映権収入は少額で

セン選手がいつもとは違う方向からスタート台

ることは、
社会的使命であると考えています。

す。しかし、
これからのスポーツビジネスでは、

に立ったため「相当緊張しているのでは」と感
じたからでした。結果、
メンタルでも勝る北島

一方、
同年に誕生した東北楽天イーグルス

多額の放映権料を前提にすることは困難であ

（以下楽天）は、
設立初年度から黒字経営を継

り、
このようにチームが自立した経営を行うた

選手はハンセン選手を破って金メダルを獲得

続しています。近鉄と楽天の違いは何でしょう

めのバランスの良い収入構造を確立させる必

しました。北京オリンピックでの北島選手の活

か。その一つは、
楽天は自前のスタジアムを保

要があります。

躍も周知のとおりです。かつて日本人はメンタ

有していることです。長年日本では、
チームが

国民が感情移入し情熱を燃やすものが少

自前でスタジアムを保有しても、
建設費と維持

なくなっている昨今、
北京五輪の北島選手の

人選手もメンタルが強くなったものだと感心し

費にお金がかかって、
元が取れないと考えら

活躍への声援が示すように、
スポーツの人気

ます。

れてきました。しかし、
自前であれば、
スタジア

はますます増えていくと思います。北島選手

北京オリンピックでの試合後のインタビュー

ムの看板の広告料、
観客の飲食代などがチー

を指導する平井コーチは、
現在本学大学院ス

では、
不本意な結果でもアスリート達は「精一

ムに入ることになり、
大きな収入源になります。

ポーツ科学研究科の社会人学生として私の

杯やりました」と自身の努力を称え、
前向

楽天は、
前例のない新たな挑戦を成功させた

研究室で学び、
新たな水泳界のあり方を模索

きに捉える姿勢が多く見られました。

という点で、
スポーツ界に大きく貢献しました。

しています。収入を得るだけでなく、
同時に勝

アスリートはインタビューの練習も

ルが弱いと言われていましたが、
最近は日本

また、楽天の成功は、
チームの企業依存か

つことと、
普及させることという３つのミッショ

するようですが、
自分を卑下しな

らの脱却という点でも大きな意味があったと

ンを果たさなければならないスポーツビジネ

いこうした言葉が自然と出るよ

思います。従来のプロ野球チームは経営が悪

スを成功させることは、
非常に難易度が高い

うになったことは、
スポーツ心

化しても、
親会社からの損失補填があったた

ことですが、
その分、
達成感は大きい。今早稲

理学が浸透してきた表れで

めに、
営業努力を怠ってしまうなど、
かえって発

田大学で学ぶ学生が、
将来、
スポーツビジネ

展が阻害されていたのではないでしょうか。Ｊ

スの担い手として活躍してくれることを期待し

リーグで№1の営業収入を得ている浦和レッ

て、
講義をしています。

ズが、
2005年に三菱自動車との損失補填契

Special Report

早稲田スポーツが駆ける
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広い研究分野をフィールド
「スポーツ」と「心」を科学

スポーツ運動学とバイオメカニクスの融合

練習方法とその効果の体系化で
さらなる競技技術の発展へ
早稲田大学スポーツ科学学術院

に
する

土屋純 准教授

学生時代、
陸上の練習で、
脚のももを思い切

います。方法としては、
高度な技を行う選手の

り上げて走る「もも上げ」を行ったことがある

運動をスポーツ運動学的・バイオメカニクス的

方は多いのではないでしょうか。実は、
「もも上

に分析し、
運動のやり方である「技術」を明ら

げ」は現在ではあまり効果のないトレーニング

かにして、
その結果をもとに運動をマスターする

とされており、
今ではほとんど行われていませ

ための練習方法を考案することが挙げられま

ん。その理由は、
一流選手の疾走動作をバイ

す。考案した練習方法を練習に取り入れ、
その

はないかとも思います。試合に負けたとき能

オメカニクス（生体力学）的に分析した結果か

効果を検証することも重要な研究の一つです。

力のせいにしてしまえば「どうせ次もダメだ」

ら、
「もも上げ」が必ずしも速く走るための技術

今後は、
医学でいう「症例研究」のように、

とネガティブな期待を形成するでしょうが、
自

ではないことが解明されてきたからです。

運動の学習者がもつ問題をどのように解決し

分でコントロールできる努力に起因させれば

私の研究テーマは、
運動を定性的に把握す

たかという、
運動指導の現場で日々行われて

「努力次第で次はやれる」
と前向きに動機づけ

るスポーツ運動学と、
定量的に分析するバイオ

いる実例を研究として蓄積させていくことが

メカニクスの融合です。運動を行うための「技

重要であると考えています。それによってより

ることができます。
スポーツ心理学の研究分野はとても広範囲

術」を明らかにし、
練習方法とその効果を体系

体系化された効率の良い運動指導が可能に

にわたります。一般的には、
「スポーツ心理学」

化することで、
パフォーマンスの進化を追究して

なると考えています。

イコール「メンタルトレーニング」と考えられが
ちですが、
それだけではありません。例えば、
スポーツ選手の性格に代表される「明朗快
活、
積極的、
忍耐強い」など、
ポジティブな特性
は先天的なものなのか、
それとも後天的なも
のなのかを調べるパーソナリティ研究もその
一つです。また、
どのような練習スケジュール
がスキル向上に有利となるのかを追求する運
動学習研究、
巧みな動作は脳内でどのように
プログラムされて実行されるのかを調べる脳
内情報処理研究など、
研究対象は多岐にわた
ります。
スポーツでは失敗しても、
どのように受け止
めて行動を修正していくかによって、
その後成
功するか、
また同じ失敗をするかが決まりま
す。今後は、
失敗体験を成功体験につなげる
認知と行動の仕組みを解明し、
優れたスポー
ツ選手の輩出に貢献していきたいです。本学
術院で研究を行う強みは、
最先端の施設もさ
ることながら、
種目、
競技レベルなどで選手に
多様性がある点です。この環境を存分に活か
した研究を行いたいと考えています。

本学には以下のようなスポーツ関連のプロジェクト研究所があります。
詳しい研究内容については、
http://www.kikou.waseda.ac.jp/ の
「研究所紹介」ページをご覧ください。
研究所名／所長名
エルダリー・ヘルス研究所
村岡 功
（スポーツ科学学術院教授）
スポーツ医学リサーチ研究所
福林 徹
（スポーツ科学学術院教授）
スポーツ産業研究所
中村 好男
（スポーツ科学学術院教授）
スポーツビジネス研究所
宮内 孝知
（スポーツ科学学術院教授）
スポーツ文化研究所
寒川 恒夫
（スポーツ科学学術院教授）
トップアスリート研究所
葛西 順一
（スポーツ科学学術院教授）

概要
高齢者向け介護予防運動プログラムの開発、医療費・介護費用削減効
果の検証、プログラム推進指導者の養成、研究成果の社会還元のため
のビジネスマネジメントとマーケティングリサーチに関する研究を行う。
中高年の健康づくりに対する医学的サポートに関して、フィットネスクラ
ブと提携し、適切な内科的、整形外科的運動メニューを作成、指導する。
また、競技レベルのスポーツ選手を怪我から守るための予防プログラム
の開発と普及に関しての研究を行う。
産業としてのスポーツビジネスに関する新たな理論枠組みを開発提案し、
来るべき本格的な IT 社会におけるスポーツ産業の創造に貢献すること
を目的とする。授業
「トップスポーツビジネスの最前線」の講師と連携し、
研究成果を同名の一般書としても刊行している。
スポーツ環境の激変から生まれた社会的ニーズに対する解決策の提言
や、新しいビジネスモデル構築・経済効果の研究・人材育成を通じ、多
方面からスポーツ産業の発展のための研究を行う。
新しく出現しつつあるスポーツ状況に対応するため、哲学、歴史、社会
学、文化人類学、教育学、倫理学、舞踊学など人文・社会科学の諸方
法論によってスポーツの本質理解にかかわる研究を多様に展開し、同時
にその社会還元の実現につとめることを目的とする。
本学の有する既存施設と人的資産の再構築（有効活用）によって、トッ
プアスリートに対するトータルサポートシステムを確立し、その成果を大
学とトップスポーツの連携に関する
「早稲田モデル（グローバルスタンダー
ド）」として情報発信することを企図している。
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先人 達の軌跡
110年以上にわたる早稲田スポーツの歴史は、そのまま日本スポーツ界の
歴史と言えます。誇り高き先人達の歩みを振り返ってみましょう。

早稲田スポーツ関連年表

1895
1897
19 01
19 03
19 05
1914
1922

体育部の前身「早稲田倶楽部」発足
東京専門学校体育部設立
野球部が発足、
学習院との対抗試合で初勝利を飾る
第1回早慶対抗野球戦、
慶應が勝利
第1回早慶レガッタで優勝

1905

第1回早慶レガッタ優 勝記念写真。早大端 艇部
（現・漕艇部）が慶大端艇部に挑戦状を送ったこ
とにより、
第1回早慶レガッタが行われ、
慶應に勝
利した。
（
『早稲田スポーツの一世紀』より）

早慶明の三大学が野球リーグを組織
第３回東京・箱根間関東大学駅伝競走で初優勝
第1回早慶ラグビー定期戦開催

192 8

オリンピック・アムステルダム大 会で、織田幹 雄（商）が三 段 跳びで日本初
の金メダルを獲得、
水泳100ｍ自由形で高石勝男（商）
が銅メダル、
800ｍリレー
で新井信男（専門部政治経済科）
、
米山弘（第一高等学院）とともに銀メダル

1932

オリンピック・ロサンゼルス大会で、
南部忠平（専門部商科卒）が三段跳び金メダル、
走り幅跳び銅メダル、
西田修平（理工）が棒高跳び銀メダル、
入江稔夫（理工）が
水泳100ｍ背泳銀メダル、
横山隆志（商）が水泳800ｍリレーで金メダル

1936

オリンピック・ベルリン大会で西田修平が棒高跳び2大会連続銀メダル、
杉浦重
雄（専門部政治経済科）が水泳800ｍリレーで金メダル、
牧野正蔵（商）が水泳
400ｍ自由形銅メダル

194 2
1943
194 6

第2次世界大戦のため早稲田大学体育会解散

196 0

オリンピック・ローマ大会で山中毅（教育）が水泳400ｍ自由形で銀メダル、
大崎剛彦（第二商）が水泳200ｍ平泳ぎ銀メダル、
400ｍメドレーリレーで銅メダル

196 4

第18回オリンピック・東京大会で上武洋次郎（アメリカ留学中）がレスリングで金メダル、
水泳の岩崎邦宏（教育）と岡部幸明（第二政治経済）が800mリレーで銅メダル

196 8

オリンピック・メキシコ大会で、
早大生5人を擁するサッカー日本代表が銅メダル、
釜本邦茂（第二商卒）が得点王に輝く。加藤武司（第二商卒）が体操団体総合
金メダル、
床運動銅メダル

1978

第13回福岡国際マラソンで瀬古利彦（教育）が史上第2位の記録で優勝

198 4

オリンピック・ロサンゼルス大会で太田章（教育卒・現スポーツ科学部准教授）
がレスリング銀メダル

1992

冬季オリンピック・アルベールビル大会で荻原健司（人間科学）
、
河野孝典（人間
科学卒）がスキーノルディック複合団体金メダル

1994

冬季オリンピック・リレハンメル大会で荻原健司、
河野孝典がスキーノルディック
複合団体2大会連続金メダル

20 0 6

冬季オリンピック・トリノ大会で荒川静香（教育卒）がフィギュアスケート金メダル

1932

早稲田から39名の代表を送り出したロサンゼルス
オリンピックに船で向かう陸上・水泳選手団。船上
でもトレーニングを行ったという。
（個人蔵）

最後の早慶野球戦（学徒出陣壮行試合）
、
東京六大学野球連盟解散
体育会復活とともに、
東京六大学野球リーグ復活

1943

第２次世界大戦の敗色が濃厚となり、
学徒出陣を
明日に控えたこの年の10月16日、
「最後の早慶戦」
（学徒出陣壮行試合）が行われた。終了とともに早
大が「若き血」を、慶大が「都の西北」を斉唱、
そ
の後、
「海ゆかば」の大合唱が球場を包んだという。
（早稲田大学大学史資料センター蔵）

近年の早稲田スポーツの主な業績
東京六大学野球リーグ戦52年ぶりの春秋連覇。和田毅（人間科学）がリーグ
新記録となる通算476奪三振を達成

20 02
20 03
20 07

ラグビー全国大学選手権13年ぶりの優勝（以後、
3度、
通算14回の優勝）

20 0 8

第84回東京・箱根間往復大学駅伝で12年ぶりの往路優勝、総合2位
オリンピック・北京大会で北川麻美（スポーツ科学）が、水泳200ｍ個人メドレー４回連続で
日本記録を更新し、6位入賞。藤井拓郎（スポーツ科学卒）400ｍメドレーリレーで銅メダル

東京六大学野球リーグ戦春秋連覇、
33年ぶりの全日本大学野球選手権大会優勝

※オリンピックの記録は主なもののみを掲載。
当時、早大現役学生は（ ）内に学部名を、校友には、
（ 卒）と明記した
参考資料『早稲田スポーツの一世紀』
（早稲田大学発行）

Special Report

早稲田スポーツが駆ける
16
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ピッチャー、
斎藤佑樹（教育）がリーグ春秋通算8
勝をあげ、
春秋連続優勝に貢献した。第56回全日
本大学野球選手権大会では2回戦・準決勝・決勝
の3試合に登板。
2勝を記録、
チーム33年ぶりの選
手権制覇に貢献し大会最高殊勲選手に選ばれた。

OBからのメッセージ
早大OBとして、アスリートとして日本スポーツ界の発展に大きな影響を与えた方、また現役プロ選手として活躍されている3人の方にメッセージをいただきました。

「教育」によって人が育つ
ということに目覚めてほしい
廣岡達朗さん

プロフィール
ひろおか・たつろう 早大在学中は、
東京六大学リーグのス
タープレーヤーとして名を馳せた。現役時代は読売ジャイアン
ツで活躍、
引退後、
広島東洋カープ、
ヤクルトスワローズ、
西武
ライオンズの守備コーチ、
ヘッドコーチ、
監督を歴任。ヤクルト、
西武を優勝・日本一に導く。
1992年野球殿堂入りを果たす。

1954 年教育学部卒

早稲田大学野球部は、
安部磯雄先生によって設立されまし

てばよいものではなく、
「教育」によって人が育つということに目

た。その野球部の父とよばれた、
野球部ＯＢ・元監督の飛田穂

覚めてほしいです。
“人は万物の霊長である”
というすばらしこと

洲先生のお書きになった「早稲田大学野球部建部精神」に、

に気付かねばなりません。その為には何をしなければならない

「早稲田の理念を理解し、
そこに技術が備わったとき初めてユ

か、
何が必要かを考えなければなりません。人間の改革が必要

ニホームを渡すべき」とあります。私が現役野球部員の頃もそ

です。今までの過程では、
知らず知らずのうちに消極的なことが

うでしたが、
先輩方が培われた伝統を守り、
学生の本分を大切

潜在意識に入りすぎています。これを追い出さなくてはなりま

にしつつ、
スポーツ選手としての誇りをもって日々精進すること

せん。積極的なものに入れ替える、
いわゆる観念要素の更改に

をやかましく教育されました。現役の各部のみなさんにも、
時代

着手する必要があります。積極的な人間になることで、
神経系

の流れの商業主義に学生が染まることなく、
各部の伝統を重ん

統がより活発に正常に働き健康になります。すると違った世界

じながら、
「早稲田の選手である」ことにプライドを持って、
学生

が見えてきます。このように「教育」は、
強力なエネルギーを持っ

生活に励んでほしいですね。

ているものです。これに気づくか、
気がつかないかで、
後悔のな

また、
大学スポーツにおいては、
能力の高い選手を集めて勝

い学生生活および選手生活を送ることができると思います。

見えない将来に
不安なく立ち向かえる
荻原健司さん

20 02
写真：矢田部 裕

1992 年人間科学部卒

プロフィール
おぎわら・けんじ ノルディック複合の選手として
オリンピック団体戦で２大会連続金メダル獲得、
ワールドカップ個人総合３連覇。引退後は子どもたち
にスキーの楽しさを教えるボランティア活動などを行
う。
2004年７月、
参議院議員選挙初当選。スポーツ
振興や教育問題、
環境問題に力を注ぎ活動中。

早稲田大学の学生として過ごした4年間

初めて出場したアルベールビルオリンピックで金メダルを獲得す

は今も記憶に新しい。特に体育会スキー部の一員

ることができたのですが、
スキー部の先輩達とオリジナルの練

として過ごしたことは貴重な思い出です。
4年間のスキー

習メニューを作ってやってきたことが報われたことで、
自分達で

部寮での生活では規律ある生活を送り、
また、
4年生の時にス

もやればできるという大きな自信になりました。このことが卒業

キー部主将を務め、
インカレ優勝をはじめとするスキー部とし

後のオリンピック連覇や世界選手権大会、
ワールドカップなどの

ての目標に向かって、
部をまとめるという役割も務めました。

国際大会での優勝につながっていったことは間違いないです。

これらの経験は現在の仕事の中でも、
あるいは生活そのも
のの中に活きています。
また、
やはりなんといっても早稲田での経験はその後のスキー

人の心を惹き付ける何かが、
そこにはあった
2006 年人間科学部卒

私が早稲田スポーツを通して一番に学んだことは、
「目標を立て、

早稲田のみなさんには、
現在の取り組みを大切に、
力いっぱ
い全力で取り組んで欲しいと思います。自分がやっていること

選手としての活動にも大いに影響しました。私は、
4年生の時に

佐々木隆道さん

1953

に誠心誠意取り組めば、
見えない将来にも不安なく立ち向かえ
ることができるからです。

プロフィール
ささき・たかみち 早大ラグビー部では、
2005年に主将とし
て大学日本一に輝く。ジャパンラグビートップリーグのサント
リー・サンゴリアス所属。日本代表としても活躍、
ラグビーワー
ルドカップ2007（フランス大会）オーストラリア戦では史上最
年少ゲームキャプテンを務めた。

業した今でも心に残っています。人の心を惹き付ける何かが、
意図

それに対するプロセスをしっかりと踏んでいくこと」
。それが勝利

することなく、
そこにはあった。大学を卒業した今は、
それを意図し

の哲学であり、
成功の秘訣であるということです。当たり前のこと

て生み出せる人間になりたいと思い、
日々活動しています。

ではありますが、
ワセダにはその文化がありました。私は今、
サント

ワセダはまた、
今ある環境がいかに幸せで、
どれだけ多くの方に

リー・サンゴリアスのプロラグビー選手としてプレーしていますが、

支えられて自分があるのかを学んだ場でもありました。その厚い

その活動で追求していることは、
学生時代のそれとさほど変わり

サポートを受けて、
勉強、
スポーツに心置きなく取り組めるのが、
学

ません。それぞれで目標が異なるだけです。
自分たちのやってきたことが多くの人の心を動かす。
試合に勝っ
た、
負けたということではなく、
そういった体験をできたことが、
卒

生の特権です。この大事な時間をムダにすることなく、
目標を見失
うことなく、
精一杯がんばってください。みなさんの活躍をOBとし
て心から応援しています！
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大学本部
地域社会・
近隣住民
各学部

大学

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。

の

スポーツ振興
協議会

学生の「文武両道」をサポート

大学内

大学外
官公庁

体育各部を支援して、
早稲田スポーツの振興に
寄与する
競技スポーツセンター

各種団体・連盟

オープン
教育センター

体育各部

父母・校友・
体育各部OB会

早稲田スポーツ、ネクスト・ステップへ
体育部員の活動を支える、競技スポーツセンターの仕掛けとは？

体育部員2,300名の活動をサポート
競技スポーツセンターの前身は、
1952
年に設立された体育局です。体育局は体

田スポーツの地位確立と向上の実現に

のある東伏見キャンパスにもスタッフを配

努めています。

置。保健体育科目の授業運営のため、
専

育各部の統括と保健体育科目の授業運

業務内容としては、
大学からの補助金

任職員はオープン教育センターの職務と

営、
この二つの業務を主に行ってきました

や支援者からの寄付金などを中心とし

兼務しており、
常勤嘱託と派遣職員を合

が、2001年に策定された「21世紀の教育

た財務管理業務から、
運動施設の保守

わせて計16名が体育各部43部、
約2,300

研究グランドデザインに関する理事会の

管理、
寮における学生サポート、
刊行物

名の部員の活動を支援しています。

基本的な考え方」に基づき、2003年に改

発行やホームページ管理、
行事・式典の

組。体育各部の統括はその際に発足し

開催、
その他、
事故の対応業務に至るま

た競技スポーツセンターへ、
保健体育科

で、
多岐にわたっているのが特徴です。

目の授業運営は2000年に設立したオー

一言で言うならば、
「学内外と体育各部

プン教育センターに移管されました。こ

をつなぐ窓口」になります。

れにより、
当センターは体育各部強化に

当センターは、
戸山キャンパス35号館

特化した機関として位置づけられ、
早稲

に本部を構えつつ、
各部の練習場や寮

毎年5月に開催されている体育表彰式・入部式の
主催も当センターが行っています

主役である学生とともに歩む

18

現在、
大学全体で行っている取り組み

作り、対戦相手や審判、
そして指導・支

「NEXT125」の一貫として、
「早 稲田ス

援してくれる方々を敬うというスポーツ

ポーツのネクスト・ステップ」が打ち出さ

マンシップを醸成することで、
早稲田ス

れています。主な内容としては、一般学

ポーツの発展につなげていきます。主役

生へのスポーツ振興強化、
スポーツを通

である学生自らが制定にかかわったこ

じた社会貢献と国際交流、競技スポー

とは、今後自分たちの励みになるはず

ツの振興強化、
社会的リーダーとなる部

です。私たちはその意志を尊重していき

員の育成、スポーツ振興を支える財政

たいと思います。

的基盤の強化です。当センターではこれ

一方では、
当然ながら体育部員は社

らを軸に置いた取り組みを関係箇所と

会においてはまだ学生という身分です。

連携をとりながら行っていきます。

学外機関との交渉事なども全面的に

その実施とともに、
今年5月には体育

バックアップし、
本学が学生スポーツ界

各部員と共同で「早稲田アスリート宣

を常にリードする存在になれるよう、
体

言」を制定しました（P13参照）
。これ

育各部の活動を支えていきたいと思い

に則ることで、
スポーツを通じて仲間を

ます。

早稲田アスリート宣言

1
2
3
4
5
6

私 たち は、スポ ーツ
の 本 質を 理 解し、競
技  
力の 向上を図 るととも
に、人格 の陶 冶に 努
めます。
私 たちは、早稲 田大 学の
学生および体 育各
部の 部員としての 誇り
と自 覚を 持ち、学 生
の範となるよう努めま
す。
私 たちは、対戦 相手に敬
意を表すとともに 、
競技を支え応 援してく
ださる方々へ の感 謝
の気 持ちをもち、競技
活動に努めます。

私 たち は 、早 稲 田 スポ

ーツ を通 して 地 域
との 交 流を はじ め、
社 会と の 連 携 に努
め
ます。
私 たちは、早稲 田ス
ポーツを 介した国 際交
流を通じて、グローバ
ルな視野を養うよう努
めます。
私 たちは、早 稲 田ス
ポーツの 経 験を 通じ
、
社会 に貢 献するような
有為 な人 材となるよ
う努めます。

早稲田スポーツ復興のために
本学は、
大隈重信初代総長による建

設立されたことで、
優秀な学生の確保

学の理念として「文武両道」を掲げてい

や、
スポーツトレーナー志望の学生によ

ます。その理念のもと、
長年にわたって

る体育各部のサポートなども実現し、
現

学生たちは学問との両立を図りながら

在では徐々に早稲田スポーツの風格を

スポーツでも日本一の成績を目指し、
近

取り戻しつつあります。

代の日本スポーツ界をリードしてきまし

さらに、
部員一人ひとりがスポーツに

た。しかしながら、
特に1990年代に入り、

打ち込むことができる環境を整えるた

早稲田スポーツの競技実績が目立って

めに、
当センターは、
安全対策の強化を

低迷し、
学内外から心配する声があがり

積極的に推進しています。具体的には、

ました（一つの例として夏季オリンピッ

部員全員を対象とした血液検査や心電

クにおける早稲田大学在学・卒業生の

図検査の実施、
救急救命講習の開催、

出場者数に表れています（右の図を参

けがの予防法・対処法についてのガイド

照）
）
。そこで1999年、
理事会は、
スポーツ

ブックの配布など、
これまで各部に一任

振興協議会を発足させ早稲田スポーツ

していたリスク管理をサポートしていま

強化のために様々な支援策を打ち出し

す。スポーツは強くなればなるほど、
その

ました。当センターはスポーツ振興協議

活動が注目されるものです。体育各部の

会と連携をとり、
スポーツ設備や国際試

創部当初からの伝統である「自主・自律」

合への補助金の充実を図っています。

の精神は大切にしながら、
学生たちとと

また、
2003年にはスポーツ科学部が

もに歩む姿勢で取り組んでいきます。

■ 夏季オリンピック
早稲田大学関係出場者数
年

開催地
アムステルダム
ロサンゼルス
ベルリン

15
39
47

1992
1996
2000
2004
2008

バルセロナ
アトランタ
シドニー
アテネ
北京

11
13
8
10
16

スタッフの皆さんは「学生の皆さんと直接接しなが
らサポートできるのが仕事のやりがい」と語ります

若手職員に聞く

体育部員に聞く

関口貴仁さん（２年目）

中村光一さん（早稲田大学応援部）

スポーツを通じて社会貢献を

私たちを守ってくれる存在です

— 担当業務は？

— 活動内容は？

接する機会に恵まれたことで

人数

1928
1932
1936

— 競 技ス ポーツセンター
はどのような存在？

保 健体育科目の運営が主

す。非常に勉強になります。早

応援部は体育各部43部の

担当です（所管はオープン教

稲田スポーツは本学の精神を

うちの 一 つ。リーダー、チア

私たち体育各部を守ってく

育センター）。教員・教務補助

内外に示す支柱の一つです

リーダーズ、吹奏 楽団の３部

れる存 在です。例えば、練習

に体育各部関係者も多く、運

から、業務を通じてこの一助

門で構成されており、各部の

時には大きな声や音を出さざ

営を行う上で当センターや各

となりうるのは光栄なことと

試合の応援や体育表彰式・入

るを得ないことがあり、近隣

部との連携は欠かせません。

考えています。
— 今後の目標は？

部式、大学の入学式・卒業式

住民の方々と交渉をしていた

などのイベントを支援する活

だいています。私たちが活動

また、新規プロジェクトとして
は部員管理データシステムや

グローバルな社会貢献を行

動をしています。7月に行われ

できるのも、センターの皆さん

部員専用ポータルサイトの構

う『WASEDA』の理念を少し

た競技スポーツセンター主催

のおかげ。なくてはならない

築を諸先輩のお力添えの下で

でも実現することです。まず

のオリンピック・パラリンピッ

存在です。

担当しています。
— 仕事のやりがいは？

は学内外で信頼を得るよう配

ク出場学生選手の壮行会に

属された担当業務を確実に取

も参加させていただき、セン

り組みます。また当センターで

ターとは最も深いかかわりが

て、現役学生、関係各所 教職

スポーツを通じた社会貢献、

ある部です。

員、校友、一般の早稲田ファン

学生教育に少しでも貢献でき

など本学を担う様々な人々と

ればと思います。

当センターの活 動を通じ

イベント・レポート

「オリンピック・パラリンピック出場学生壮行会」
7月17日、早稲田キャンパスにてオリンピック・パラリンピックの出場学生壮行会が行われました。これは競技
スポーツセンターとして初めての試みです。当日は試験・補講期間にもかかわらず、多くの学生が集まってくれまし
た。応援部から出場選手へのエールでは、選手と学生たちに一体感が生まれ、お互いがふれ合える貴重な機会と
なりました。
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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。

勉強して遊んで仲間を作った大学時代

Message to the next generation

— 早稲田での学生時代に印象に残っていることは
何ですか。
卒業後の人生を考えると、
大学時代は最後の平和な4
年間でしたね。授業は退屈だったのであまり熱心に聞い
ていませんでしたが、
英語や興味のあることは自分で勉
強していました。専攻は国際経済で、
ヨーロッパ統合や
国際機構について研究しました。早稲田大学高等学院
は、
素晴らしい先生が多くいて、
フランス語や古典の授業
を良く覚えています。高等学院の雰囲気は今も良いです
ね。一昨年、
学園祭のゲストスピーカーとして伺った時に
は、
高校生たちから質問が活発に出て、
非常に頼もしく
感じました。
高校から大学にかけて写真を撮っていたのですが、
コ
ンテストで入選したこともあり、
本気でプロのカメラマン
になろうと思っていました。写真部に入部し、
学生運動
の様子など社会派の写真を撮っていたのですが、
途中
で才能に限界を感じ、
「撮るより、
撮られるほうがいい！」
と生意気なことを言って退部してしまいました。現在も、
写真は大切な趣味の一つです。大学時代を振り返って
みると、
写真部の仲間だった妻とも出会いましたし、
たく
さんの友人を得て、
暢気に楽しく過ごしていました。
— 海外の大学と比較すると、
日本の大学には何を
感じますか。

世界の一流大学と比較すると、
日本の大学はエネルギーのレ
ベルが比較になりません。例えば、
中国を代表する清華大学は理
系に強い大学ですが、
米国のマサチューセッツ工科大学をライバ
ルとして、
世界レベルでの一流大学を目指しています。学生の顔つ

さらに突き抜け、強い個性のある
世界の中の一流大学へ
日本の産業界をリードし、現在も国際的な舞台で精力的に活躍されている出井伸之さんに、
今後の大学のあり方についてご意見を伺いました。
クオンタムリープ株式会社

出井伸之

代表取締役

さん

［プロフィール］
いでい・のぶゆき
クオンタムリープ株式会社代表取締役。ソニーアドバイザリーボード
議長、
アクセンチュア取締役、
レッドヘリング取締役、
百度取締役。
1937年東京生まれ。早稲田大学高等学院、
早稲田大学第一政治経済
学部卒業。
1960年ソニー株式会社入社。スイス、
フランス赴任後、
オー
ディオ事業部長、
取締役を経て、
1995年から2007年6月まで社長、
会長
兼CEO、
最高顧問を歴任。
2006年クオンタムリープ株式会社を設立。
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現在使用している愛用のカメラ、
スウェーデンの「HASSELBLAD」
。

られます。国際化などの面でも変化の
スピードが速く、大学院では、
すでに

■クリエイティブな心と分別心の相関図
100％

クリ
エ
イテ
ィブ
な心

全体の3 分 の2 の授業は英語で行っ
ているそうです。
欧 米 の 大 学を見 渡 すと、スタン
フォードもハーバードもキャンパスの
ある地域と一体となって、
唯一無二の

分

心
別

科学する心
サイエンスマインド

50％

個性を発揮しています。日本の大学
には、
そこまでの個性が感じられませ
ん。これは、
新しいことに挑戦するよ
りは、
調和を重んじるほうを重視して
きたマスプロ教育の結果ではないで
しょうか。

0％

（年齢）
20

世の中はどんどん変化しているの
に、日本の大学はいまだに、チャー
リー・チャップリンの時代の教育をしていると言っても
言い過ぎではないと思います。
また、
多くの日本の大学の先生たちには、
常に外か
ら評価の目にさらされているという緊張感が感じられ
ません。大きな企業では、
社内でスピーチをすると、
コ

ンサルタントがそのスピーチが分かりやすいものであったかど
うかを点数にしてすぐに報告する、
という取り組みをしていると
ころもあります。ビジネスの世界では常に評価されることを意識
していなければなりませんが、
大学の先生という職業は、
批判さ
れることが少ないように思います。私が一流だと感じるある先
生は、
フットワークが軽く、
いつもいろいろな人に囲まれて熱い
議論を交わしています。先生たちが一流としての矜持をしっか
り持ち、
№1を目指していれば、
自然と学生たちにもそれが伝わ
り、
尊敬されるようになるのではないでしょうか。
— これからの時代、
大学教育に求められることは何でしょ
うか。
今の大学は、
量や大きさばかり気にして学生集めをしている
ように見えます。大切なのは、
次世代に役立つ人間を育成するた
めの教育とは何かという観点です。社会に出て10年後に必要な
知識とは何でしょうか。私は、
物事を抽象化し、
理論化する技術
だと思います。ケーススタディは重要ですが、
そればかり勉強し
ても、
世の中はものすごいスピードで変化していますから、
すぐ
に通じなくなりますよ。それよりも物事の本質を見極める力を養
うべきでしょう。
時代に求められているのは、
クリエイティブな心です。江崎玲
於奈博士は、
クリエイティブな心は20歳から下がり続ける一方、
分別心が増し、
45歳くらいでそのバランスが逆転すると述べて
います（図）
。そう考えると、
柔軟な心を持った20代初めの4年

30

40

50

60

70

江崎玲於奈博士“Change according to Age”より引用

クリエイティブな心を育てる教育が求められている

先生も学生も一流の矜持を持とう

きからもエリートとしての誇りが感じ

とに挑戦してほしいですね。その中で、
自分のクリエ
イティビティを発揮できる長所を見つけ、
伸ばしてほ
しいと思います。
ピーター・ドラッガー博士はチェロの名手でした
が、
ある時点で自分のレベルではオーケストラの団
員になることはできてもソリストにはなれないと見極
め、
チェリストになることを辞めたそうです。オーケス
トラの団員は指揮者の指示に従って弾きますが、
ソ
リストは自分の音楽を表現することができます。それ
が叶わないと考えたドラッガー博士は、
学者として、
ク
リエイティビティを発揮できる道を選んだのです。大
学では、
学生が自分の長所を見極め、
その力を発揮
できる場所を見つけられるような教育が求められて
いるのではないでしょうか。
また近い将来には、
文科系、
理科系という分け方
も変わっていくと思います。米国ではダブルメジャー
の学生が増えています。優秀な学生はどちらもできま
すし、
両方に興味があるからです。そもそも、
経済学
も統計学も数学を学ばなければ理解できません。こ
れからはダブルメジャーで文系、
理系の垣根のない
時代が来るでしょう。
大学もそうした流れに対応でき
る仕組みを作る必要があると思います。
— 早稲田大学に対して、
今後の期待をお聞かせ
ください。
世界レベルの一流大学を目指してください。そこそ
このレベルには達しているので、
もっとチャレンジ精
神を発揮し、
さらに突き抜けていってほしいと思いま
す。早稲田がマスプロ教育の大きな大学であることを

間は非常に大切な時間です。
20歳の人にとって大学4年間はそ

やみくもに否定していても仕方ありません。大きな大

れまでの人生の20％ですが、
70歳の人にとっての4年間はたった

学の中で、
学生一人一人をしっかり育てられる小さな

5 〜 6％。その貴重な時間を無駄にしないように、
さまざまなこ

場をいかに作っていくかが今後の課題だと思います。
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A WASEDA Miscellany
This theme：

Brent de Chene

Professor
Faculty of Education and Integrated Arts and Sciences

Beyond Tribalism:
On Becoming a Martian

(※1)

Imagine a Martian of human form and human lineage, but with a mixture of physical characteristics making it
impossible to identify him or her with any human ethnic or racial group. Imagine further that this Martian has a
superhuman variant of the human language faculty that enables him to communicate in any natural language, and an
understanding of the unity of the universe that obviates any particular religious belief. Now assume that this Martian
visits earth and observes the behavior of his human relatives. Everywhere he will find people disparaging or threatening
each other on the basis of ethnic, racial, linguistic, national, or religious differences, in more extreme cases inciting
their fellows to violence against members of some other such group, and in far too many instances actually engaging in
such violence. The Martian will be pained by this spectacle, and because he has no earthly sub-group allegiances, no
loyalty to any set of beings smaller than the human race as a whole, he will be pained equally regardless of the identity
of the victims. And for the same reason, he will find it difficult to understand the attitude of human beings toward such
conflicts, which is virtually always that victims from one's own group are viewed as martyrs to a noble cause, whereas
victims on the other side are barely noticed.
This phenomenon is a constant of human history, and many readers will have no trouble supplying examples of it from
their own experience or reading. In the interests of concreteness, however, let us consider a particular case. Starting
in the late 1950s and extending through the early 1970s, the United States engaged in a war in Southeast Asia that
eventually claimed over 58,000 American lives. Over the same period, the number of Southeast Asian victims of the
war was approximately two orders of magnitude higher--in the vicinity of 5,000,000, although all such figures are estimates. ( ※ 2 )
In the United States, the American dead are memorialized individually by name at the Vietnam Veterans Memorial in
Washington D.C., while the Southeast Asian dead, roughly one hundred human individuals for every American, barely
register in public consciousness. Today, of course, we see precisely the same phenomenon unfolding before us with
respect to the American war in Iraq.
The term "tribe" is typically used to designate a human group that displays a kinship-based mode of social
organization that predates the modern nation-state. But to our Martian observer, all sorts of groups that serve as the
basis for exclusion, discrimination, denigration, and violence would seem tribal, and those practices themselves would
seem tribalistic. The vast majority of wars, in particular, would seem like tribal wars, and those who instigate them,
support them, or view them through the prism of tribal interests would have to be judged tribalists. With increased
competition for natural resources, climate change and its effects on the environment, and the gradual proliferation of
nuclear weapons, these tribal conflicts threaten to become ever more frequent, intense and dangerous over the course
of the present century. As a result, it seems clear that one of the things the world needs most in the years ahead is
people who are able to transcend tribalism and react like our hypothetical Martian--people, that is, who identify first
with the species as a whole and secondarily, if at all, with one or more tribal subgroups
of it (moving beyond speciesism is of course a yet more distant goal). Tribalism is
more or less deeply rooted in all of us, and temptations to tribal thinking are
ubiquitous. As Orwell ( ※ 3 )told us, however, it is morally incumbent upon us
to resist those temptations and to avoid acting on tribal impulses even if
we cannot always avoid having them. To a large extent, our future may
depend on the degree to which we find it possible to do that--to adopt,
that is, what might be called a Martian perspective on human affairs.
※1 :I borrow the image of the Martian as a neutral observer of human affairs from Noam
Chomsky; the phrase "beyond tribalism" has also been used numerous times.
※2 : See http://www.bookrags.com/ wiki/Vietnam_War#Casualties
※3 :"Notes on Nationalism" (Polemic, October 1945), http://www.orwell.ru/library/essays/
nationalism/english/e_nat
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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」
。今月も3つのオススメのトピックスをダイジェストでご紹介します。
Webサイトでぜひご覧ください。
“WASEDA ONLINE” transmits information of Waseda University on an international basis on the website of Daily Yomiuri online. This month we
introduce a digest of three recommended topics. For 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

オピニオン

OPINION

CLICK

ブラジル移民
100周年を迎えて

2

研究

RESEARCH

CLICK

知の共創
研究者プロファイル

3

文化

CULTURE

CLICK

現代演劇と演劇博物館
早稲田の
「演博」
を事例として

1908年、
「笠戸丸」によって

生物工学（生命工学）の中

上映されてしまえば、跡形

始まったブラジルへの移民は

でも海洋生物対象のマリンバ

もなくなってしまう演劇は、ま

今 年でちょうど100年目を迎

イオテクノロジーを専門として

さに「イキモノ」。演出ノート

えます。戦前、日本移民協会の初代会頭

いる竹山春子教授。海洋生物が持つ多

や舞台写真、上演記録など、その舞台を

を務めたのが、早稲田大学創設者の大隈

様な機能を社会に役立てることを目指し

思い描くための材料を保存しておくのが

重信。早稲田大学ではプロジェクト研究

た研究です。海外では女性の専門家がた

坪内博士記念 演劇博物館です。80年に

所として「移民・エスニック文化研究所」

くさんいますが、日本では限りなくゼロに

わたって蓄積された博物資料を保存する

を今年の10月に正式に発足させ、支援す

近いそう。ここでは未知の領域である海

演劇博物館の必要性、演劇によって証言

る予定です。ブラジルと日本の移民の歴

の微生物の研究について、また女性研究

されたその時代の矛盾や問題点、博物館

史と現在の問題点について森本豊富教

者が働きやすい環境について、自らの経

による企画や活用法について秋葉裕一

授が語っています。

験を元に語っています。

教授（副館長）が語っています。

Centennial of Japanese
emigration to Brazil

Knowledge Co-Creation
Profiles of researchers

Modern drama and theatre museums
An example of
“Theatre Museum” of Waseda

This year marks the 100th anniversary of
the beginning of Japanese emigration
in 1908 when people started for Brazil
onboard the emigration ship, "KASATO
MARU." The founder of Waseda University,
Shigenobu Okuma was the first president
of the Association of Japanese Emigrants
prior to World War II. In Waseda University,
the “Research Institute of Emigration and
Ethnic Culture” is scheduled to be formally
established this coming October as a part
of our Project Institutes. Mr. Toyotomi
Morimoto, Professor talks about the
history and current problems in relation to
Brazilian and Japanese emigration.

Ms. Haruko Takeyama, Professor, is
a specialist in marine biotechnology
targeting marine wildlife in bioengineering
(biotechnology.) This is research for the
various functions that marine wildlife has
to be useful to society. Though there are
many female specialists abroad, in Japan
the number is close to zero. In this article
she talks about her experiences, such as
the unchartered territory of the research
of microorganisms in the ocean and also
about an environment where it is easy for
female researchers to work in.

If it is screened, a play that disappeared
without trace becomes a “living thing.”
Tsubouchi Memorial Theatre Museum
stores material such as stage notes, scene
photography and performance recordings
to imagine these scenes. The Associate
Director Mr. Hirokazu Akiba, Professor
talks about the needs for the theatre
museum that preserves the museum
material that has been accumulated over
a period of 80 years, discrepancies and
problems of those times that were testified
by the plays and about the plans and ways
to use the museum.
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PROFESSIONAL

MONOLOGUE

私

文学学術院

草野慶子教授
プロフィール
くさの・けいこ：1990年 第一文
学部ロシア文学専修卒業。大学
院 文学 研究科に進み、ロシア文
学の研究を続ける。1996年専任
講 師、2000年 助 教 授、2005年
に教授となる。専門は、20世紀ロ
シア文学。

が ロシア 文 学 の 研 究 を目指 す

ながることができる文学です。＜世間＞

きっか けとな った の は、高 校2

で上手く生き抜く方法や、教訓を語るの

年生の時に読んだ、ドストエフスキー著

ではなく、世界をありのままに捉え、人間

『罪と罰』です。学校からの帰宅途中に

の本質を情熱と静 寂の両面から語りま

電車の中で『罪と罰』を読み、心をつか

す。私が『罪と罰』に感銘を受けたのも、

んで投げられたような衝 撃を受けまし

世間での成功法を見つけたからではな

た。そして、人目も憚らずその場で 泣い

く、一語一語から力や命がほとばしるの

てしまったのです。当時は受験勉強そっ

を感じ、世界とつながる感覚を得たから

ちのけで読書ばかりしていたのですが、

なのです。

これほどまでに心を揺さぶられた本は、

文学や芸術は実学的ではありません

『罪と罰』をおいてほかにありませんでし

し、すぐに役立つものでもありません。し

た。以来、ドストエフスキーをはじめとす

かし、職業選択のために直接的に役に立

るロシア文学を読みあさり、それが現在

たないものは学ぶ価値のないものなので

の研究へと結びついています。今でも、

しょうか。最近の学生を見て心配になる

『罪と罰』のことを考えると涙が出そうに

のは、
「今」の自分の気持ちを本当に大切

なるくらい。私にとっては永遠のバイブル

にしているのかな、ということです。学生

なのです。

の皆さんは、中学生の時は高校のことを

ロシア文学を通じて
世界とのつながりを感じる

現在、私の研究は、
「＜私＞をどうのり

考え、高校 生の時は大学のことを考え、

こえるか」という問題、それをめぐる20

大学に入ればすぐに就職の心配をし、な

世紀初頭のロシア文化のさまざまな試み

りたい職業を最初から決めており、実学

を対象としています。これは、当時のロシ

的なことだけを求める傾向があります。

ア文化において非常に大きな主題でし

それは間違ってはいないのかもしれませ

た。有限な＜私＞のあらわれとしてのエ

んが、
「今」自分が何をしたいのかという

ゴイズム、そして死ののりこえのために、

大事な部分が抜け落ちているように、未

当時のロシア知識人は、科学の発展で死

来のために現在が空洞化しているよう

を克服したり、新たな共同体を形成し個

に、感じます。もちろん、将来のことを考

人という枠組を壊すことなどを考えてい

えることは大切ですが、せめて学生のう

ました。授業では、そうした思索のひと

ちは、さまざまなことに触れ、自らの可能

つであり、当時のロシア文化において中

性を狭めないでほしいですね。

心的なトピックとなっていた、性愛につい

学生は土が水を吸うように、多くのこ

ても論じています。もちろん、これは地上

とを吸収していきます。そんな彼らに、私

的な色恋の話ではありません。エゴイズ

の講義が、何かの気付きを与えられたら

ムののりこえとしての性愛という観点か

いいなと思います。文学を知らずとも生

ら、文学だけでなく美術や舞踊などの芸

きることは可能ですが、その生の質や強

術を題材に、恋愛の意義や家族・夫婦の

度は確実に低くなります。世界の名作と

ありかたについて考察するなど、人間の

呼ばれる絵画や映画と同じくらい、文学

根源的なテーマを追究しています。

の名作にも触れてみてください。きっと、

ロシア文学は、＜世界＞そのものとつ

新しい世界に出会えるはずです。

▼

草野教授お気に入りのロシアグッズ。画集は、音楽と絵画
を融合させたリトアニア出身の画家であり作曲家でもある
チュルリョニスのもの。バレエのDVDは、ロパートキナ。そ
の美しさは涙が出るほど。中央下にあるマスコットは、ロシア
のアニメーションキャラクター、チェブラーシカ。
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Events

10 October

本学で2008年10月〜12月に開催されるイベントを一部ご紹介します。

服部コレクション

上方文化再生フォーラム

小金銅仏の世界
9月24日㈬〜 10月16日㈭日曜・祝日休館
会場 早稲田キャンパス會津八一記念博物館（２号館） 無料
服部和彦氏蒐集の東洋美術コレクション。中国・チベット・東南アジア・
朝鮮半島の小金銅仏など約100点展示。
日程

日程

第4回10月17日㈮

会場

大阪TORII HALL

第5回11月21日㈮

第4回：無声映画の世界
第5回：文楽の世界

上映「滝の白糸」

浄瑠璃、対談

【問合せ先】社会連携推進室

TEL：03-5286-8334

上方文化再生実行委員会事務局

鏡の世界

TEL：06-6211-2506

http://www.toriihall.com/

11月25日㈫〜 12月13日㈯日曜・祝日休館
会場 上記と同会場
無料
上記以外に銅鏡約80面を展示。
日程

第43回ホームカミングデー

【問合せ先】會津八一記念博物館 TEL：03-5286-3835
http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html

稲門祭

日程

10月26日㈰

会場

記念会堂、大隈講堂他早稲田キャンパス各所

大学の近況に触れ、懐かしい恩師やご学友との再会、交流、親睦を深め、

吉村作治の新発見！エジプト展 ～国立カイロ博物館所蔵品と～
10月11日㈯〜 11月24日㈪他
会場 京都 えき美術館KYOTO 他
早大･サイバー大合同隊により発見された最新の木棺が日本で世界初公
開、国立カイロ博物館の至宝とともに､全国巡回されます。
【問合せ先】えじぷとぴあ http://www.egypt.co.jp/index2.html

変わりゆくWASEDA、変わらぬ早稲田をあなたの眼で確かめてください。
【問合せ先】早 稲田大学総長室校友課
ホームカミングデー

日程

白球に捧げた青春 〜早稲田大学野球部の軌跡〜

稲門祭

TEL：03-3202-8040

http://www.waseda.jp/alumni/hcd/

http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/

第11回オール早稲田文化週間
日程

10月20日㈪〜 11月3日㈷

会場

大隈講堂他

学内各箇所や学生団体が、
日頃個別に行っている文化普及活動、
課外活動

10月11日㈯〜 12月13日㈯
早稲田大学大隈記念タワー 125記念展示室
100余年にわたり「知識は学問から、人格はスポーツから」という「文武
両道」の精神をかかげ、大学野球の範となることを目標に躍進した野球
部の軌跡。
【問合せ先】競技スポーツセンター TEL：03-5286-3757
日程

会場

の成果を一時期に集結。
【問合せ先】文化推進部文化企画課
http://www.waseda.jp/cac/allwaseda.html

理工学部創設100周年記念関連
テクノフェア早稲田

学園祭
早稲田祭
11月2日㈰〜 3日㈷
早稲田キャンパス、戸山キャンパス
【問合せ先】
「早稲田祭2008」運営スタッフ TEL：03-3207-0408（※
FAX兼） http://www.wasedasai.net/
日程

会場

理工展
11月1日㈯〜 3日㈷
大久保キャンパス
【問合せ先】理工展連絡会 TEL：03-3208-2544（※FAX兼）
http://www.rikoten.com/2008/
日程

会場

所沢キャンパス祭
10月25日㈯
所沢キャンパス
【問合せ先】トコサイ実行委員会
http://www.waseda.jp/1j-tokosai/
tokosai08@gmail.com
日程

会場

学院祭
10月11日㈯〜 12日㈰
高等学院（上石神井キャンパス）
【問合せ先】高等学院 TEL：03-5991-4151
http://www.waseda.jp/gakuin/

10月31日㈮、11月1日㈯
大久保キャンパス
創設100周年を機に、
早稲田理工の持つ研究成果を学内外に広く披露す
日程

会場

ることを目的としたフェア。
【問合せ先】事務局：TechnoFair WASEDA（テクノフェア早稲田）
TEL：03-5286-8450
http://www.sci.waseda.ac.jp/TechnoFair/

理工創設100周年式典
11月9日㈰
大隈講堂
創設100周年記念式典。
日程

会場

【問合せ先】理工センター総務課

TEL：03-5286-3000

情報生産システム研究科（IPS）関連イベント
入試説明会
12月6日㈯15:00 ～ 17:00
東京・大阪・福岡で開催
IPSへの進学希望者を対象とした説明会。
日程

会場

日程

オープンキャンパス

会場

12月13日㈯13:00 ～ 17:00
北九州キャンパス
上記同様説明会およびキャンパス見学、教員・現役学生との交流。

稲稜祭
11月1日㈯〜 2日㈰
本庄高等学院（本庄キャンパス）
【問合せ先】本庄高等学院 TEL：0495-21-2400
日程

会場

日程

会場

【問合せ先】情報生産システム研究科 TEL：093-692-5017
http://www.waseda.jp/ips/campus.html

その他のイベントにつきましては、早稲田大学Webサイト（http://www.waseda.jp）をご覧ください。
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山岸駿介が自流を読む

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。

政治は21世紀の教育を描けるか
与謝野氏の小泉離れ
本を書くことは、学者・文化人と呼ばれる
人たちには、絶対必要なことのようだ。与謝
野馨氏が自民党の総裁選挙に出馬し、本
人の意思がどうだったかは別として、その
後の地位さえ確立できたのも、新潮新書に
『堂々たる政治』を書いたからといって良か

日間で行い、82人が受験し、56人が合格し

唱え、小泉改革を忘れるなとプレッシャー

た。実際に専門科目の中では、京都議定書

をかけるのは誤りだと述べている。確実に

やラムサール条約を300字程度で説明させ

「小泉離れ」をしたのだ。

謝罪する以外、
何もできない東大とは
大学改革で、もっとも得をした大学はど

る問題が出た。
「入試問題の漏えい」で謝罪
した副学長は、准教授は05年度東大に赴
任してきたばかりで、
「自分の研究室に学生
を集めたかったのではないか」と日経は書
いていた。

こかといえば、探すまでもなく東京大学で

東大は「学生が特定される」との懸念か

自民 等 の政 調 会長 代 理 が「竹 中さん

ある。私は小宮山宏総長が先頭に立って学

ら、問題が伝わった学生の総数やそのうち

（平蔵元総務相）のいっている小さな政府

内の人達に緊張感を持って仕事をすること

東大の学部出身者が何人いたかといった

という話は、どうも本 物だ」「本当に福祉

を呼びかけたとき、これは間違っていると

数は公表していない。それが分かれば他

を切り捨てて、給付なんかはバタバタ削っ

思った。東大は、この人によって潰れるかも

大学からの受験生数や合格状況も分かっ

ちゃうという考え方なんだ」と言っていたそ

しれないと咄嗟に感じた。

てしまうからだ。助言を受けた学生につい

ろう。
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主義」であると言い、小泉氏が構造改革を

うだ。与謝野氏が「国家観なき市場原理主

案 の定、東 大は「潰 れた」。こう書くと

て「被害者ともいえる」として合否の変更は

義の危険」について説く内容を読むと、竹

びっくりするかもしれないが、東大は歴史

しない。つまり何もしないのである。やりた

中氏を取り上げて批判しているとしか思え

上、一度もやらなかった汚点を、あっという

くてもできないと言うべきなのだろう。良く

ない。ただ、与謝野氏はそれを露骨に書か

間に自作自演し、自滅したのである。それ

も悪くも、東大の歴史とは、これまでもそう

ないから、読む方はイライラが募る。そうい

は入学試験問題を漏らしたことである。東

したことの連続の上に成り立ってきた。それ

う時に、自民党の政調会幹部が言った話を

大当局の発表によると、37歳になる准教授

を壊せば、大混乱になる。混乱させるのが

知ると、やっぱりと思う。

が、大学院修士課程の複数の受験生に対

嫌なら、トップが謝罪する以外、何もできな

与謝野氏は、小泉構造改革は正しかった

して入試問題を教えていたことが明らかに

いということなのだろう。それで学長や副

と言っている。小泉内閣の官房長官を務め

なった。日本経済新聞を読むと、准教授は

学長が務まるのかといえば、恥ずかしいと

た人だから、間違っているとは言えないに

一部の受験生に対して京都議定書やラム

思う心をかなぐり捨てれば務まる。いまの

しても、
「国家観なき市場原理主義の危険」

サール条約などを勉強しておくといいと助

東大の姿を見ていればそうとしか言えまい。

について論じなければ気がすまないところ

言した。

中教審を
どう機能させるのか

まで変わったのは注目すべきだ。そして米

准教 授は大学院の試 験問題委員を務

国は「市場原理主義」の国だと考えるのは

め、試験問題の内容を知っていた。大学院

とんでもない誤りで、あの国は「市場現実

の試験は英語、専門科目、小論文、面接を二

政治が激変しつつあることは、繰り返し

Books
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・監修者の所属です。

今号のオススメ

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。

『ヨ－ロッパ人の見た
幕末使節団』
◦鈴 木健夫（政治経済学術院）/
ポ－ル・スノ－ドン（国際 教養
学 術 院）/ギュンター・ツォー
ベル（政治経済学術院）共著
◦講談社 2008年8月 刊
長らく鎖国状態にあった日本は、1862年、開国
をめぐって揺れるなか、いちど約束した開港の延
期を交渉するために、ヨーロッパに使節団を送っ
た。総勢38人、福沢諭吉の若い顔もあった。貪欲
に視察する彼らは「初めて見る日本人」としてど
のように迎えられたか。現 地の新聞や雑誌の報

書いてきた。自民党や民主党、その他の政

道から数多くの新事実を明らかにしている。

党の21世紀の未来図に、教育はどう対応す
るつもりなのか。
それぞれの政治団体が、未来図で教育
や学術の在り方に言及するのならば話は別
だが、ほとんどが無視している。入れても中
身の濃いものにはならない。そうなると従

『中日辞典
新語・情報篇』
◦宇野和夫（商学学術院）
ほか編著
◦小学館 2008年5月 刊

来の構図でいえば、文部科学相が中央教

『中日辞典（第２版）』の姉妹版。激動する中国大

育審議会に諮問するか、すでに答申がある

陸で次々と登場する新語や流行語、そして香港・

からそれで充分だとするか。
普通ならば中教審に諮問するだろう。そ
のときどんな審議を想定しているかといえ

台湾・東南アジアで使用される中国語など約２万
語を収録。コンパクトにまとめた新語の解説部分
を読めば、ことばの背景にあるものも見えてくる
ように工夫してある。

ば、文科省・中教審がこれまで進めてきた

専門委員も文科省と同じ考え方の人であ
る。いろんな世界や役所などの団体等を熟
知し、改革意欲に燃えているとか、発想の
ユニークさでは定評があるといった人たち
は絶対に委嘱されない。それで２１世紀を
豊かにし、意欲溢れる人材を育てる教育が
できるだろうか。これまで市民・国民が教
育と聞くと寒々しい思いがしたのは、文科
省的なこの考え方への絶望感である。この
役所の幹部はそのことに気がつかないらし
い。幸せなのか、不幸せなのか。教育という
言葉を聞くと、パッと明るいイメージが浮か
ぶ。文科省はそんな言葉を作る気は金輪際
ないのだろうなぁ。

■『協力ゲ－ム理論』
◦
 船
 木由喜彦（政治経済学術院）
・武藤滋夫（理工
学術院）
ほか著
◦勁草書房 2008年7月 刊

■『アジア経済発展のアキレス腱－資源枯渇と環
境破壊』
◦林華生（アジア太平洋研究科）ほか編著
◦文眞堂 2008年7月 刊
■『挫折と挑戦－壁をこえて行こう』
◦中竹竜二（競技スポーツセンター）著
◦PHP研究所 2008年7月 刊

■『富木謙治の合気道－基本から乱取りへ』
◦佐藤忠之（スポーツ科学学術院）
・志々田文明（同）著
◦BABジャパン 2008年7月 刊
■『遺伝子がわかる！ 』
◦池田清彦（国際教養学術院）著
◦筑摩書房 2008年7月 刊
■『恐竜をさがせ！１～３ 』
◦平山廉（国際教養学術院）監修
◦偕成社 2008年7月 刊
■『ヴェロキラプトル－はねのある小さな肉食恐竜』
◦平山廉（国際教養学術院）監修
◦ポプラ社 2008年7月 刊
■『発端は、
中森明菜－ひとつを選びつづける生き方』
◦小沼純一（文学学術院）著
◦実務教育出版 2008年7月 刊
■『ドゥル－ズ キ－ワ－ド89』
◦芳川泰久（文学学術院）ほか著
◦せりか書房 2008年7月 刊
■『ヴェトナム新時代ー「豊かさ」への模索』
◦坪井善明（政治経済学術院）著
◦岩波書店 2008年8月 刊

■『物理学史』
◦小山慶太（社会科学総合学術院）著
◦裳華房 2008年5月 刊

■『性差の人間科学 』
◦山内兄人（人間科学学術院）著
◦コロナ社 2008年8月 刊

■『運 動解剖学で図解する筋力トレ－ニングパ－
フェクトマニュアルー CGで再現する筋肉メカ
ニズムのすべて 』
◦パット・マノッキア著
中村千秋（スポーツ科学学術院） ほか監訳
◦悠書館 2008年8月 刊

■『金正日（キム・ジョンイル）の正体 』
◦重村智計（国際教養学術院）著
◦講談社 2008年8月 刊

■『ケ－タイ小説は文学か』
◦石原千秋（教育・総合科学学術院）著
◦筑摩書房 2008年6月 刊

■『国際緊急人道支援』
◦勝間靖（アジア太平洋研究科）ほか編著
◦ナカニシヤ出版 2008年9月 刊

■『電子写真－プロセスとシュミレーション』
◦川本広行（理工学術院）ほか監修
◦東京電機大学出版局 2008年6月 刊

■『互動式漢語口語（入門編）』
◦砂岡和子（政治経済学術院）
・孫琦（同）著
◦外研社 2008年6月 刊

■『「環境」人間科学 』
（現代人間科学講座2）
◦中島義明（人間科学学術院）
・根ヶ山光一（同）著
◦朝倉書店 2008年9月 刊

■『健康福祉学概論』
◦前橋明（人間科学学術院）著
◦朝倉書店 2008年9月 刊

路線内でのことだから、そう変わった答申
になるとは思っていない。委嘱する識者・

■『没落からの逆転－グロ－バル時代の差別化戦略』
◦榊原英資（総合研究機構）著
◦中央公論新社 2008年6月 刊

■『 政治と秋刀魚－日本と暮らして四五年』
◦ジェラルド・L.カ－ティス（総合研究機構）
著
◦日経BP社 2008年4月 刊

■『政権交代』
◦榊原英資（総合研究機構）著
◦文藝春秋 2008年4月 刊
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写

真：佐藤洋一（芸術学校客員准教授）
横山央 （芸術学校スタッフ）
撮影協力：古代オリエント博物館、㈱アケト

早稲田
Rediscovery of WASEDA

再発見

cover stor y
表紙のお話

青いミイラマスク。
3800年前に活躍した行政官セヌウの青いミイラマスク。
40年余りもの間、
数多くの成果を上げてきた本学古代エジプト調査隊が、2005年ダハシュール北遺跡で発見しました。
セヌウのミイラは、未盗掘の完全な形で発掘された事例としては最古級であり、大変貴重な発見といえます。
エジプトにおける学術的発掘調査は、19世紀初頭以来、フランス・イギリス等の国々により開始されましたが、
多くの出土品がエジプトからヨーロッパに運び出されました。
しかし、本学古代エジプト調査隊は発掘品を国外に持ち出すことなく、
そのすべてをエジプト国内にとどめ保存・研究を行う方法を確立させました。
「吉村作治の早大エジプト発掘40年展」での青いミイラマスク世界初公開は、
エジプト政府の特別協力により実現したものです。
長い年月をかけて築いた本学とエジプトとの信頼関係が、エジプト5000年の歴史の扉を拓かせたのです。

▼ ▼

詳しい情報は下記をご覧ください。
早稲田大学エジプト学研究所：http://www.waseda.jp/prj-egypt/
ワセダオンライン：http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/research/tokku.htm
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