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08 SPECIAL REPORT　

  ジャーナリズムへの扉 
   早稲田が目指すジャーナリズム教育
      Part1.日本初のジャーナリズム大学院「Jスクール」の可能性

      Part2. 対談 政治学研究科長 佐藤正志 × フリージャーナリスト 田丸美寿々
　　　　　　　「現場から見たジャーナリズムとアカデミズムの課題」

14 第二世紀へのメッセージ
　　インターナショナル・クリニック院長　

　エフゲニー・アクショーノフ

16 プロ・ローグ
 教育・総合科学学術院教授　花田達朗
　「ドイツへの恩義」

■ 日本語版 URL http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/
■ 英語版 URL    http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/
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再 発 見
Rediscovery of WASEDA

早稲田キャンパス２号館は、1925年（大正14年）落成。その後、現在の中央図書館が開館するまでの60有余年、

本学の知の中心を担う図書館として、多くの学生・教職員に愛されてきました。

１階ホールの暗緑褐色の格天井は、漆喰塗りの白亜の円柱６本に支えられています。

その円柱上部に施された精巧な細工。中島武一さんという無名の左官職人の手によるものです。

完成を迎える日、彼は晴れ着姿の妻子を現場に伴い、妻子が見守る中で最後の１本に仕上げを施しました。

この光景を目にした設計者の今井兼次（本学名誉教授）は、

「幾多の希望を持って働く人達によってこの図書館が形づくられたことは、なにより意義深いと云わねばなりません」

と記しています（1954『建築とヒューマニティ』）。武一の妻は、60年後に図書館を再訪。

その際寄託された寄付金が、創立100周年記念事業のひとつ、

現中央図書館建設のための「タイル募金」第１号となりました。

２号館には現在、會津八一記念博物館、高田早苗記念図書館などがあり、早稲田文化の一端を担っています。

知の中心を担う柱。

cover story
表紙のお話

写真：大丸剛史（芸術学校空間映像科２年）

『Campus Now』は WASEDA ON LINE でもご覧になれます。

小誌へのご意見、ご感想を募集しています。左記発行元まで、
お寄せください。

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

※CAMPUS NOWは年5回発行の予定です。次号は、2月下旬発行を予定しています。

■発行　早稲田大学　広報室広報課Ⓒ　 
            〒169-8050 東京都新宿区戸塚町1-104
             Tel：03-3202-5454　e-mail：koho@list.waseda.jp
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大学全般学内活動

研究活動経営大学の今を知る

NEWS      EPORT
M R
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氏名 学位の種類 贈呈年月日 贈呈理由 学位贈呈時の職

 　　　　 ロバート・J・シルマン
 　　　　 Robert J. Shillman

Doctor of 
Laws 2008.9.21

マシン・ビジョン・システムを開発し国際的な情報化社会
の実現に貢献すると共に本学の企業家養成に取り組む
姿勢に理解を示し、支援を行った功績による。

米コグネックス（Cognex）
株式会社会長兼最高経営
責任者

 　　　　 リチャード・Ｃ・レビン
 　　　　 Richard C. Levin

Doctor of 
Laws 2008.10.16

大学における持続的発展という課題に多大な貢献をなす
とともに本学との友好協力関係の促進に貢献した功績に
よる。

エール大学総長

 　　　　 アル・ゴア
　　　　  Al Gore

Doctor of 
Laws 2008.11.19

地球環境保護の重要性を説き、持続可能な社会発展へ
の代替モデルを提示する活動を通して国際社会に展望と
指針を示した功績による。

アメリカ合衆国第45代副
大統領
ノーベル平和賞受賞者

氏名（所属） 研究課題
大泊 巌教授（理工学術院） 「シングルイオン注入法の開発および半導体表面・界面に関する研究」
鈴木 了二教授（芸術学校） 「金刀比羅宮プロジェクト」
竜田 邦明教授（理工学術院）「多様な天然生理活性物質の全合成と活性発現機構の解明」
富永 英義教授（理工学術院）「高知能映像情報ネットワークシステムの研究」

今年は４名に授与

2008年度大隈記念学術褒賞決定
　顕著な研究業績を収め、学術水準の
向上に寄与した教員に贈られる大隈記
念学術褒賞が、下記の通り授与されまし

た。授与式は10月23日、大隈記念会館に
て行われました。

授賞式の様子（左から、鈴木教授、大泊教授、白井
総長、竜田教授、富永教授）

PPRIZE

PPRIZE

「個」としてのジャーナリズム精神を顕彰

第8回早稲田ジャーナリズム大賞贈呈式開催
　11月7日、第8回石橋湛山記念早稲田
ジャーナリズム大賞贈呈式がリーガロイ
ヤル東京にて開催されました。今年度の
受賞作品は以下の通りです。
＜公共奉仕部門＞

　連載「新聞と戦争」（朝日新聞社）

＜草の根民主主義部門＞

　�「やねだん～人口300人、ボーナスが

出る集落～」（南日本放送）

＜文化貢献部門＞

　�探検ロマン世界遺産スペシャル「記憶

の遺産～アウシュビッツ・ヒロシマから

のメッセージ～」（NHK総合テレビ）

　席上、総長挨拶、佐野眞一選考委員の講
評・講演後、受賞者・取材スタッフから今後
の活動への決意をこめた挨拶がありました。
　また贈呈式に合せ、本賞記念講座を

まとめた書籍の最新刊『 「個」としての
ジャーナリスト』（早稲田大学出版部）
が発売されました。

PPRIZE

左から、朝日新聞：藤森研氏、植村隆氏、南日本放
送：山縣由美子氏、白井総長、南日本放送：有山貴
史氏、日本放送協会：寺井友秀氏、鎌倉英也氏

名誉博士学位贈呈

経営学、商学の研究発展と向上に資する研究を顕彰

商学学術院藤田誠教授に「日本経営学会賞」
　日本経営学会では、会員による優秀
な著書及び論文を選定し、その業績を
広く顕彰することを目的とし、「日本経営

学会賞」を制定しています。今年度、商
学学術院、藤田誠教授著による『企業
評価の組織論的研究』（中央経済社）

が著書部門で同賞を受賞しました。
　本学会には約2,200名の会員が在籍し、
本学の教員、院生も多数在籍しています。

PPRIZE
受賞した藤田教授（藤田研究室にて）
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創設100周年記念式典
（11月9日）

創設100周年記念イベント
「テクノフェア早稲田」
（10月31日、11月1日）

　早稲田大学は1908年（明治41年）の
創設25周年を機に日本で初めて「理工」
の名を冠した「早稲田大学理工科」を開
設しました。そして本年度、理工学部は
創設100周年を迎えました。
　

　研究成果を『広める』、先端技術を『極
める』、交流・連携を『深める』をキーワー
ドに、公開セミナー、ワークショップ、3学部
フォーラム、講演会等の様 な々イベントが
行われました。

　大きな発展を続けている理工学部の
歴史を振り返るとともに、第二世紀へ向
けて、新しい歩みを始めるべく記念式典
が開催されました。
　当日は、各界の著名な方々からご祝
辞をいただき、また、理工学部100周年
記念作品「北斗西流」（作曲: 菅野由弘
理工学術院教授）に併せ、ロボットWAB
ＩAN-2R、TWENDY-ONE2体 による
舞も披露されました。

　各務幸一郎氏・良幸氏父子のご寄付
により設立された各務記念材料技術研
究所（旧、鋳物研究所）が創立70周年を
迎え、10月11日に記念式典を開催しまし
た。当日は、奥村直樹 総合科学技術会
議議員による記念講演および加藤泰彦 
三井造船社長をはじめとする5氏による

オープンセミナーも開かれ、400名近い参
加者で盛況のうちに終了しました。
　今後も、産業界・社会と密接な連携を
取りながら、先端的R&Dで世界に通用
する広範囲な材料技術の研究・発展へ
の寄与を目指します。

本年度、早稲田大学理工学部は創設100周年を迎えました

テクノフェア、創設100周年記念式典　開催

材料プロセス加工から量子基礎論まで

70周年を迎えた材料技術研究所

U

U

UNIVERSITY

UNIVERSITY

挨拶に立つ本村貢所長（理工学術院教授）

テクノフェア　ブース展示の様子

記念式典　雅楽、電子音響とロボットの舞い

※「北斗西流」（ほくとせいりゅう）
北斗七星のひしゃくからもたらされた一滴の水がや
がて本流になって行くという雄大なイメージを理工
学部100周年を記念して作曲されました。

UUNIVERSITY
　10月26日、坪内逍 遙博士の古 稀と

「シェークスピヤ全集」全40巻の翻訳完
成を記念して設立された演劇博物館が、
創立80周年記念式典を執り行いました。
　式典では、第2代館長・故河竹繁俊博
士に名誉館長称号が授与され、数十万
点もの演劇資料を有する世界でも珍し

い演劇専門の博物館としての歴史を振り
返るとともに、さらなる発展への期待が
語られました。続くシンポジウムでは、国
の文化機関関係者5名を招き、我が国の
文化政策への対応と社会貢献の視点か
ら、演劇博物館の将来の方向性が検討
されました。

「演劇の歴史」を体現する数十万点のコレクションを所蔵

演劇博物館が創立80周年を祝う

故河竹博士のご子息河竹登志夫名誉教授に記
念品を授与（右は白井総長）



4

大学全般学内活動

研究活動経営大学の今を知る

NEWS      EPORT
M R

A U

受賞P

　東京六大学野球秋季リーグで、11月1日
宮球場で行われた第１戦で、本学が3対
1で慶應義塾大学を下し、2季ぶり41度目
の優勝を決定。２日の第２戦では負けを
喫したものの、3日の第３戦は4対1で勝利
し、全ての大学から勝ち点をあげる「完
全優勝」を達成しました。ベストナインに
は本学から5人の選手が選ばれました。
　3日の試合終了後、神宮球場から早稲

田大学までを練り歩く恒例の優勝パレー
ド「ちょうちん行列」が行なわれました。
　また、10月11日～12月13日まで、早稲田
大学大隈記念タワー125記念展示室で
は、『「白球に捧げた青春」～早稲田大学
野球部の軌跡～』が開催され、1901年に
創部されて以来、100年余りにおよぶ野
球部の軌跡をたどる展示に、たくさんの
来場者が訪れました。

「完全優勝」達成！

野球部、2季ぶり41度目の優勝AACTIVITY

優勝パレードの様子

「白球に捧げた青春」展示の様子

　11月18日、大隈講堂にて㈱オンワード 
ホールディグスとの共催による「トーク＆
ファッションショー」が開催されました。
　第１部part1「トークステージ」では、オ
ンワード ホールディングスの廣内武代表
取締役会長兼CEOと白井克彦総長の対
談。同世代というお二人は、学生当時の思
い出話でも盛り上がりました。part2では
基幹理工学部表現工学科による先端技

術を駆使したファッションアートが紹介さ
れました。日本画家杉本洋画伯によるコ
ンセプチュアルデザインを元に作られた
作品の数々が、稀音家千鶴、杵屋佐登繭
両氏による三味線をバックに、アーティス
ティックなステージを彩りました。
　第２部に行われたファッションショー
は、iCB,JOSEPHの新作が紹介され、華
やかなフィナーレのもとに終了しました。

大隈講堂で初のファッションショー

WASEADA×ONWARD トーク＆ファッションショーAACTIVITY

表現工学科によるファッションアート作品

各国の来賓をお迎えしました

国際交流イベント一覧AACTIVITY
イベント名 開催日 内容

バーレーン皇太子記念講演会

10月10日

バーレーン王国のシェイク・サルマーン・ビン・ハマド・アール・ハリーファ
殿下が来学し、講演会「中東～バーレーンから中東を、日本を、そして世界を
俯瞰する～」を開催。当日は240名を超える参加者が集まり、急速な成長を
続ける中東の現状について熱心に聞き入っていました。

エール大学デー

10月16日

早稲田大学とエール大学とのこれまでの歴史的なつながりを改めて振り
返り、今後の両大学の学術交流を一層深める「エール大学デー」を開催。リ
チャード・レビン総長への早稲田大学名誉博士学位贈呈・記念講演会のほか、 
エール大学から著名研究者を招いての記念講義・シンポジウムが行われま
した。

復旦大学デー

11月10日

1985年、復旦大学（中国）と本学は公式に学術交流協定を締結し、23年目を
迎えた今年、これまでの友好の証に「復旦大学デー」を開催。本学名誉博士
である 王生洪復旦大学校長を始め、復旦大学から著名研究者と学生を迎え、
シンポジウムおよび研究成果報告会、学生交流会が行われました。

講演中のバーレーン皇太子

復旦大学ジャーナリズム
大学院共同シンポジウム

の様子

エール大学教授に
よる講義の様子



　この制度では、家計の状況により本学
への受験・進学を断念せざるを得ない
受験生から、入学試験出願前に奨学金
受給の申し込みを受け付け、その中から
受給に相当すると認定した受験生を奨
学金採用候補者とし、入学後の奨学金
支給を約束します。全ての奨学金採用候
補者は、入学後に、奨学金採用者となりま
す。本学では日本全国から学生が集い、
切磋琢磨することを理想としており、本制
度の導入により地方出身の入学者が増
加することを期待しています。奨学金額
は年額40万円で、大学卒業時まで4年間
継続して給付します。開始初年度は全国
で500名程度を採用候補者とし、次年度
以降、なるべく早期に採用候補者を1,000
名規模へ拡大する予定です。本奨学金

の財源は「早稲田大学校友会」からの寄
付と「早稲田カード」による還元金です。
　奨学金の出願資格は、次の全ての条
件を満たす受験生となります。

出願資格

1.   本学の一般入学試験または大学入試
センター試験利用入学試験を受験し、
4月入学する者。 

2.   首都圏（東京都・埼玉県・千葉県・神奈
川県）以外の国内の高等学校出身者。

3.   2009年度入学者の場合は、2009年3月
高等学校卒業見込みの者または2008
年3月以降に高等学校を卒業した者。

4.   高等学校在学中の評定平均値が3.5
以上である者。 

5.   家計支持者の給与収入が600万円未

満、事業所得の場合は250万円未満
である者。

　2009年度入学試験を出願予定の受
験生による、本奨学金制度への申し込み
は11月28日に締め切りました。本奨学金
制度新設に関する報道各社や予備校関
係者への説明会、各地の高等学校への
文書による案内等が11月初旬、実際の応
募期間が11月10日から28日までと、約3週
間の周知・募集期間であったにもかかわ
らず、全国39道府県から153件もの応募
がありました。来年度以降、さらに多くの
本学入学試験出願予定者からの応募を
集めるために、各地の受験生や高等学
校、予備校関係者に対し、本奨学金制度
の存在と主旨を認識いただけるよう、様々
な広報活動を行う予定です。

遠隔地域の高等学校出身者から、入学試験出願前に奨学金採用候補者を決定

「めざせ！ 都の西北奨学金（入試前予約採用奨学金）制度」を新設
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UUNIVERSITY

　本学では、昨年10月の創立125周年を
期して『男女共同参画宣言』を発表する
とともに男女共同参画推進室を設置し、
学内における男女共同参画への推進活
動に取り組んでいます。
　本年9月には、全ての教職員・学生、特
にキャリア初期研究者のキャリア形成
支援、教育・研究、学習とライフイベント

（結婚・育児、看護等）との両立支援、お
よびそれらに係る情報提供・相談業務・
交流会の開催などを行うため「キャリア
初期研究者両立サポートセンター」（通
称：大久保サポートセンター）を、大久
保（理工）キャンパスに開所。10月には、
推進室設置1周年を記念して映画『心
理学者 原口鶴子の青春』上映および同
監督 泉悦子氏の講演が行われました。

席上、浅倉むつ子男女共同参画推進室
長（法学研究科教授）より、今後の基本
計画の概要および公募で決定したロゴ
マークが発表されました。

靴を脱いで、くつろげる置畳エリア

サポートセンター　テープカット
左から：浅倉むつ子 男女共同参画推進室長、白
井総長、名取はにわ 内閣府情報公開・個人情報
保護審査会委員（元・内閣府男女共同参画局長）

大学におけるワークライフバランスの実現へ

男女共同参画推進室設置から１年UUNIVERSITY

公募により選ばれた先進理
工学部生によるロゴマーク
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NEWS      EPORT
M R

A U

受賞P

　本誌10月号でお知らせしたように、平
成20年度文部科学省「グローバルCOE

（Center Of Excellence）ブログラム」に、
本学から3件が採択されました。今号で
は、そのうちのひとつ『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～』プロ
グラム（拠点リーダー：上村達男 法学学
術院教授）について紹介します。

　本プログラムは、昨年度までの文部科
学省21世紀COE『<企業法制と法創造>
総合研究所』の問題意識をさらに発展・
深化させ、より高次の目標、すなわち、成
熟市民社会の構築と一体の企業法制の
再構築を目指し、日本の新しい法律学創
造のための研究活動を行っていくことを
目的としています。これは、市民社会の再
構築という日本の国家的課題を担うもの
でもあります。

　具体的には、欧米が経験に頼ってい
る部分を理論化し、扱いを誤ると大きな
厄災の原因ともなる資本市場と一体の
株式会社制度のありかたについて、本格
的な理論モデルを構築します。この分野
での日本の経験の不足を知性と論理に
よって克服し、欧米モデルの弱点をも認
識し、同様の問題を抱えるアジア諸国の
国益に適う貢献を行う、こうした視点こそ
世界最高水準の学問研究と考えます。
　従来横断的研究がほとんど行われてこ
なかった法律学の分野で、あらゆる法分
野が、企業と市場と市民社会の3つのキー
ワードを共有して様 な々組み合わせによ
る横断的研究を推進します。さらに、21世
紀COEの中間報告でも特に高い評価を
受けた知財のアジア英文判例データベー
スをさらに強力に推進・実施。また、商学研
究科の経営、会計、監査等の専門家との
研究交流を活発化させ、法律学と関係す

る具体的な研究成果を追求していきます。

　研究体制としては、「企業法制・金融資
本市場法制研究センター」を拠点の中核
として位置づけて活動を強化し、このセ
ンターの下に、従来の法学分野別の企画
を問題意識ごとに再編し、各法律分野間
の横断的研究を積極的に後押ししてい
きます。
　また、その活動に対する評価が特に
高い「知的財産法制研究センター」を存
続させ、新たに経営・経済・会計・監査等
と法制との関係を研究する「企業システ
ム・企業法制研究センター」を設置、3セン
ター体制で研究活動の強化を図ります。
　さらに、多数の研究会、国際シンポジウ
ム・セミナー等も開催。時事的な喫緊の
課題に応える独立性の高いシンクタンク
として、つねに最先端の問題意識をもっ
て責任のある発言と具体案作りのため
に努力していきます。

文部科学省グローバルCOEに採択

『成熟市民社会型企業法制の創造』プログラムRRESEARCH

※詳細は、同研究拠点ホームページ（http://www.globalcoe-waseda-law-commerce.org/）にてご覧ください。

企業法制の再構築目指して

｢企業｣ ｢市場｣ ｢市民社会｣が
キーワード

目的集約型・具体的成果追求型の
研究体制

■研究体制　概念図
 <<企業法制と法創造>> 総合研究所

 企業法制・金融資本市場法制研究センター
◇法の基礎的概念・市民社会論等
◇企業と市場の民事法
◇企業と労働・環境
◇企業法制−理論・立法・解釈−
◇ロシア・東欧・スカンジナビアの企業社会と法

◇憲法と経済秩序
◇制裁と紛争解決
◇金融・資本市場と法
◇アジア企業法制、金融資本市場法制
◇日本の企業法情報海外発信システム

知的財産法制研究センター
◇アジア知財判例データベース・知財理論研究 ◇国際取引法と知財法制

企業・会計システム研究センター
◇企業統治の経済分析
◇企業活動の変容と開示・会計・監査・内部統制

◇知財とイノベーション
◇日本の企業統治：歴史的パースペクティブ

欧
米
諸
国
研
究
機
関

ア
ジ
ア
諸
国
研
究
機
関

民間企業
その他
諸団体

関係諸官庁
法学研究科・商学研究科・比較法研究所



　本学学生が大麻所持の罪で有罪判決
を受けたことについて、早稲田大学は事
態を極めて重く受け止めています。今後こ
うしたことを二度と起こさないように、大
学として早急に再発防止策を実施する所
存です。 

　本学はこれまでに、新入生オリエン
テーションでの注意喚起や、本年7月10日
の学生向け広報紙「早稲田ウィークリー」
で「覚せい剤・麻薬、薬物乱用から身を
守れ！」と題して違法薬物への警告を発
し、また併せて啓発パンフレット（和英併
記）の配布、国際教養学部においてのセミ
ナー開催などを実施してきました。またそ
の中で繰り返し、薬物の危険性について
次のような注意を行ってまいりました。 

● 違法薬物を勧める際の常套文句「疲
れが取れる」「頭がスッキリする」「らく
にダイエットができる」などの誘い文句
はすべて誤った情報である。 

● いかなる麻薬・覚せい剤も、違法ドラッ
グも、各種犯罪を誘発し、生涯にわたる
脳や心身への危害は計り知れない。 

● 違法薬物を手にした時点で、厳しい社
会的制裁を受け、人生を棒に振ること
になりかねない。 

● 早稲田大学の学生としての本分を自覚
し、良識ある行動をとるよう強く望むと
ともに、本学はこのような違法行為に対
して厳罰をもって臨む。 

　しかし、今回の件に鑑み、再発防止策
として、地域、関係諸機関の協力を仰ぎな
がら、新たに学内で下記のような全学的
かつ継続的な対応を進めてまいります。 

● 11月15日の大麻 取 締法違反事件に
関しての報道を受け、同日に学生向け
ポータルに警告文を掲載しました。 

● 学生向け広報紙「早稲田ウィークリー」
11月20日号で違法薬物への警告につ
いて再掲載を行いました。 

● 全学生に対し個別に違法薬物に関す
る警告文を発信し、周知の徹底を図り
ます。 

● 本件に関する情報収集および大麻問
題に関する意識調査を早急に行った上
で、再発防止策を検討します。 

● 教員に対しても違法薬物に対する注意
喚起等の学生指導を依頼します。 

●  これまで実施してきたガイダンスにお
ける注意喚起に加え、各キャンパスに
おける「薬物乱用防止講習会」を開催
します。専門講習会に参加できない学
生に対しては、Course N@vi（ｅラーニ
ングシステム）を活用した「薬物乱用防
止講習」の実施などを想定しています。 

●  2009年度より設置する「早稲田大学
基礎講義－早大生のためのリテラシー

（仮）」＊の授業科目の中で学生としての
心構えの一つに違法薬物等に関する
内容を取り上げ、認識を深める取り組
みを行います。 

＊ 本科目は、学生生活を送る上での心構
えや倫理観、早稲田大学の歴史など、早
稲田大学の学生として知っていなけれ
ばならない事柄について新入生に伝
達・教授することを目的として設置する
もので、2009年度はトライアル科目とし
て設置し、2010年度より正規科目として
設置する予定です。 

薬物乱用に対する大学としての再発防止策について
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　11月7日付で、理事の異動および担当業務の変更がありましたのでお知らせします。

常任理事

堀口　健治 募金総括、校友連携総括、経営企画、研究推進

田山　輝明 法務、業務監査

土田　健次郎 教務総括、文化事業、本庄プロジェクト

清水　敏 人事・労務

内田　勝一 国際総括

藁谷　友紀 広報、諸学校

太田　正孝 教務、国際、募金、研究推進

西谷　章 キャンパス企画、情報化、募金

堀越　佳治 研究推進総括、募金

野嶋　栄一郎 学生、キャリア支援、諸学校

田内　秀昭 総務、関連会社総括、職員人事

小林　栄一郎 財務

理　　事

村岡　功 スポーツ振興

本多　聖治 経営企画、校友連携、募金

谷口　邦生 社会連携、本庄プロジェクト、経営企画、持株会社、職員人材育成

河野　栄子 校友連携

梅里　泰正 研究推進、校友連携

福田　秋秀 校友連携、校友会
※各自の経歴等は総長室ホームページ（http://www.waseda.jp/jp/sp/message/）にてご覧ください。

理事会新体制に

理事の異動等についてMMANAGEMENT

前号『Campus Now10月号』ｐ11で掲載した新箇所長に訂正がありましたのでお知らせします。
　エクステンションセンター所長　［誤］岩井　方男（再） → ［正］田中　愛治（新）



早 稲 田 が 目 指 す ジ ャ ー ナ リ ズ ム 教 育

　「早稲田といえばジャーナリズム」
政研ジャーナリズムコース（通称・Jスクー
ル）の開設以降、何度かこうした表現を用
いてきました。たしかに、メディアの世界は、
どこをみても早稲田が最大勢力です。早稲
田には在野の精神があると言われます。在
野の精神は、権力監視の機能をはたすべき
ジャーナリズムには必須のものです。
　しかし、本当に「在野」なのでしょうか。
戦後の首相30人のうち、6人は早稲田出身
者です。最近の10年では小渕恵三、森喜
朗、福田康夫の3名がいます。政権の座から
離れているわけではありません。
　では、早稲田とジャーナリズムの親和性
はどこにあるのでしょうか。早稲田大学OB
（政経）で、2008年11月に永眠されたジャー
ナリスト、筑紫哲也さんの言葉が、その秘密
を解き明かしてくれます。
　「NEWS23」（TBS系）の人気コラムだっ
た「多事争論」の最終回で、筑紫さんは「変
わらぬもの」と題して語りました。
「少数派であることを恐れないこと、多様な
意見や立場をなるだけ登場させることで、
この社会に自由の気風を保つこと」（2008
年3月28日）
　これは番組の精神について触れた発言
ですが、まさに、早稲田が脈々と培ってき
た精神そのものだと思います。校歌にある

「進取の精神、学の独立」は、雁字搦めでは
ない、自由な気風を生み出します。多様で自
由な言論空間こそ、ジャーナリズムが守る
べき至宝であり、だから、早稲田なのです。

　早稲田大学は、多くの優れたジャーナリ
ストを輩出してきました。しかし、系統だっ
た教育が育てたとは言えません。早稲田の
土地に、逞しく自生したというイメージが当
たっているでしょう。
　今回、Jスクールが創設された背景には、
ネットの登場を契機とするメディア構造の
変化と、それがもたらしたジャーナリズムの
質の劣化があります。
　ネットの急速な普及は、テレビや新聞な
どの既存メディアを直撃しています。広告
収入の減少が屋台骨を揺るがし、メディア
の企業性が露骨に表れるようになりまし
た。視聴率や部数を意識したコンテンツが
幅をきかせ、不十分な取材のまま、速報的
な記事が24時間発信されるという事態が
起きています。
　もう一つ、専門ジャーナリストの少なさも
見過ごせない問題です。格差、年金、介護
から防衛、地球環境などにいたる諸分野で
は、市民は、混迷の先を読み解いてくれる
専門ジャーナリストの鋭敏なリポートを期
待しているのです。
　メディア企業の記者教育は、従来、社内

で仕事をしながら先輩が教える「オン・ザ・
ジョブ・トレーニング」で十分だと考えられ
てきました。今、その破綻は明らかです。そ
もそも、社員教育とジャーナリズム教育は、
目的からして異なります。真のジャーナリズ
ム教育には、大学という揺りかごが必要な
のです。

　政研では、2005年度より「科学技術
ジャーナリスト養成プログラム」（MAJESTy）
を実施してきました。Jスクールは、MAJESTy
の経験を踏まえ、それを他分野に拡大・発
展させる形で創設されました。MAJESTy
から受け継いだのは、先進的なジャーナリ
ズム大学院に必要な5つの基本コンセプト
（「」は代表的な科目例）です。
❶批判的思考力
　�「データの見方」「リサーチデザイン」「公
共の哲学」「表現の自由の基礎理論」など
❷�ジャーナリズムやメディアの役割に対
する深い洞察
　�「ジャーナリズム論」「メディア史」「情報法」
「パブリック・リレーションズ」など
❸�専門知＝幅広い専門分野についての科
学的知識と哲学の理解

　�「現代政治思想」「ジャーナリストのため
の経済入門」「日本外交論」「スポーツ
表象論」など

ジャーナリズムへの

瀬川至朗　　政治経済学術院教授
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Special 
Report

日本初のジャーナリズム大学院「Ｊスクール」の可能性

大学院政治学研究科（以下、政研）に2008年4月に開設されたジャーナリズムコースは、修士号（ジャーナリズム）を授与する、日
本初のジャーナリズム大学院です。このコース設立の目的と内容について、また、大学におけるジャーナリズム教育の意義につい
て、同コースのプログラム・マネージャーを務める瀬川至朗政治経済学術院教授に寄稿してもらいました。

本学はこれまで多くの優れたジャーナリストを輩出してきました。
ジャーナリズム教育の社会的使命を果たすために今、大学に何が求められているのでしょうか。
アカデミズムとジャーナリズムの融合の意義と可能性について、探ります。

早稲田はなぜ
ジャーナリズムなのか

なぜ今Jスクールか

カリキュラムの
特色は何か



❹プロフェッショナルな取材・表現力
　�「文章表現」「ニューズルーム」「ビデオ・
ジャーナリズム」「調査報道の方法」など
❺現場主義＝フィールドに基づく思考
　�「インターンシップ」「ウェブ・ジャーナリズム」

　①②③については、政治経済学術院の
教員だけでなく、教育・総合科学学術院、社
会科学総合学術院、理工学術院など、オー
ル早稲田の専門知を結集した講義を展開
します。専門知については、政治、経済、国
際関係から、社会、文化、スポーツ、科学技
術、総合研究（環境問題など）の各分野で
多彩な授業をそろえています。
　④は、従来の大学の教育システムでは手
薄だった、現役ジャーナリストを講師とする
少人数形式の実践教育に取り組みます。取
材・記事作成の基本を学ぶジャーナリズム
実習として「ニューズルーム」という授業を
複数開講します。映像・ウェブ関係にも力を
入れます。
　⑤では、メディア企業などの現場を経験
する「インターンシップ」を原則必修にして
います。「ウェブ・ジャーナリズム」の授業など
を通じ、学生の作品を自前のウェブマガジン
「Spork」で積極的に発信していきます。
カリキュラム全体を通じてのコンセプトは、
Jスクールを、アカデミズムとジャーナリズム
の出会いの場として創出していくことです。
両者が接点を持つことで互いに自己変革
がおき、新しい知が生まれることを期待し
ています。

　本学のJスクールは、21世紀のメディア環
境で活躍できる、「個」として強いジャーナ
リストの育成をめざします。彼ら彼女らは、

フリーな立場で新しいメディアを駆使し、
あるいは、既存のメディアを内側から変革
していく人材となるでしょう。また、専門分
野に強く、専門研究者にも能動的に質問で
きる専門ジャーナリストの育成をめざしま
す。一言でいえば、その使命を理解し、専門
知と実践的スキルにおいて、真にプロフェッ
ショナルなジャーナリストを育てていきま
す。メディア企業ではたらく中堅ジャーナリ
ストがさらなる飛躍をめざすための研修教
育の場にもしていく方針です。
　Jスクールは、アジア地域に注目します。
アジアでの成熟した公共圏の創出をめざ
し、アジアの有力ジャーナリズム大学院と
共同で教育・研究を進める仕組みをつくり、
「アジアに強い日本人ジャーナリスト」と「日

本に強いアジア人ジャーナリスト」の共同育
成をめざします。
　ジャーナリズムの手法の基本とは、現場
に出向く、人に会う、報告書を入手するな
どの行為で情報を入手し、その情報を批
判的（自立的）に検討した上で、受け手に
とってわかりやすく魅力的な形で提示す
ることだと考えます。こうした方法の理解
と習得は、ジャーナリストに限らず、広く企
業や官庁の人、さらには多くの市民が身に
着けるべきものでしょう。ジャーナリズム
の手法は、成熟した市民社会の構築に向
けて、市民が持つべき最強のコミュニケー
ションツールと言い換えることができま
す。Jスクールの可能性は無限だと確信し
ています。

ジャーナリズムへの

早稲田大学における
ジャーナリズム・メディア関連のプログラム

せがわ・しろう　
東京大学教養学部教養学科（科学史・科学哲学）
卒。毎日新聞社ではワシントン特派員、科学環境部
長、編集局次長、論説委員などを歴任。2008年1月か
ら政治学研究科ジャーナリズムコースのプログラム・
マネージャー。著書『健康食品ノート』（岩波新書）
『カードの科学』（ブルーバックス）、共著『アジア30
億人の爆発』（毎日新聞社）『理系白書』（講談社）
など多数。

プロフィール
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本学はこれまで多くの優れたジャーナリストを輩出してきました。
ジャーナリズム教育の社会的使命を果たすために今、大学に何が求められているのでしょうか。
アカデミズムとジャーナリズムの融合の意義と可能性について、探ります。

どういう人材を
育てるのか

本学卒業生マスメディア就職状況（キャリアセンター調べ）
2007年度

全学部計 全研究科計 総計
新聞業 94 20 114
出版業 147 14 161
放送業 128 7 135
広告業 207 17 224
印刷業 48 11 59
制作業 74 5 79
通信社 11 2 13

2006年度
全学部計 全研究科計 総計

新聞業 101 11 112
出版業 141 9 150
放送業 109 14 123
広告業 150 17 167
印刷業 70 9 79
制作業 72 6 78
通信社 11 2 13

2005年度
全学部計 全研究科計 総計

新聞業 97 13 110
出版業 118 5 123
放送業 109 10 119
広告業 135 10 145
印刷業 63 13 76

　大学院では、政治学研究科ジャーナリズムコース（Jスクール）、学部レベルでは、オープン教育セン
ターが展開するテーマスタディ（全学共通副専攻）の「ジャーナリズム」コースが、それぞれ全学の力
を結集する形で、積極的にジャーナリズム教育を推進しています。
　他にも、ジャーナリズムやメディアの名を冠したプログラムが複数存在します。学部レベルでは、
テーマスタディの「メディア文化研究」コース、文化構想学部の「文芸・ジャーナリズム論系」などが
あります。2007年4月からは、「大久保建男スポーツジャーナリズム基金」によるスポーツジャーナリズ
ム関連の講座も開講されています。また政治経済学部は2009年度より、ジャーナリズムの副専攻制
度を導入します。大学院では、専門職大学院である公共経営研究科が設定した4つのフォーカス（研
究領域）の中に「情報ジャーナリズム」があります。
　また、顕彰活動として、2000年に「石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞」（http://www.
waseda.jp/jp/global/guide/award/index.html）を制定し、広く知られるようになりました。毎年、
優れたジャーナリズム活動を顕彰することにより、社会的使命・責任を自覚した言論人の育成と、自
由かつ開かれた言論環境の形成に寄与しています。
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テレビジャーナリズムの最前線で活躍されている田丸美寿々さんと、
ジャーナリスト育成に取り組んでいらっしゃる佐藤正志先生に、
それぞれの立場から、ジャーナリストに求められる資質やジャーナリズムの課題について語っていただきました。

現場からみた
ジャーナリズムとアカデミズムの課題

大隈庭園内　完之荘にて



佐藤　田丸さんは、女性ジャーナリスト
として道を切り開き、テレビジャーナリズ
ムの基盤を作ってこられました。そもそ
もテレビ局に入社されたきっかけは何で
すか。
田丸　最初はジャーナリストになろうな
んて大それたことは考えていませんでし
たが、たまたま、就職課の掲示板にフジ
テレビの求人票を見つけて、興味本位で
面接に行きました。面接では、とても手
応えのある質問をしてくださり、真剣に私
の話を聞いてくださったことにびっくりし
ました。当時はまだ雇用機会均等法もな
く、女子学生に聞く質問と言えば、「お茶
くみはやりますか」といった内容ばかり。
なんでこんなに男子と差別されるのか、
ちょっとおかしいぞと思ったあたりから、
社会に対する問題意識が芽生えていた
のかもしれません。
佐藤　まだ報道現場には、女性が少な
かったでしょう。
田丸　今でこそ、女性キャスターが番
組を仕切る時代になりましたが、当時
は女の声でニュースを読んでも信憑性
がないとまで言われました。ですから、
ニュース番組をやりたいというだけで
生意気扱いされていたんです。それで
も、いろいろな現場を見たり、取材をさ
せていただいたりするうちに、この世の
中はおかしいとか、変えなければいけ
ないという思いが強くなり、ジャーナリ
ストのはしくれとして自分の足で歩くよ
うになりました。あまり男女差を言いた
くはないのですが、女性記者のほうが、
比較的コミュニケーション能力が高い
そうです。警察官や政治家からコメント
をとるのもうまいし、ガッツもあるので、
テレビ局では女性記者を活用するよう
になりました。実際はまだまだ男社会で
すけれど。
　先生は、どのあたりからジャーナリズム

に興味をお持ちになったんですか。
佐藤　私は高校時代から新聞記者にな
りたかったんです。それで多くの新聞記
者を輩出している大学を探して、早稲田
の政治経済学部（以下、政経）に入りま
した。当時の政経はほとんどの学生が、
ジャーナリストや出版関係を志望してい
ましたね。
田丸　早稲田の方は多いですね。バンカ
ラ反骨の早稲田精神がジャーナリズムに
向いているような気がします。私の友人
も早稲田出身者が多いんですよ。団塊の
世代には、こわもての人が多い印象があ
りますが、先生は柔和ですね。昔はカリ
カリしていたんですか（笑）。
佐藤　心の中ではね（笑）。
田丸　そうでないと、ジャーナリストに
はなりませんよね。何か社会に対して問
題意識を持つようなきっかけがないと、
ジャーナリストになりたいという思いは
なかなか芽生えません。
佐藤　誰にでも、生きていれば必ず、社
会に対して疑問を感じることがあるはず
です。その自覚が大きい人たちの声が集
まってパブリックな意見というものが形
作られ、その要にいるのが、ジャーナリス
トだと思います。
田丸　ジャーナリストでなくても、薬害
C型肝炎と闘っている福田衣里子さんな
ど、私たちよりもはるかに世の中を動かし
ている人たちがたくさんいますよね。私
たちはそうした動きを伝え、そのお手伝
いをする立場だと思います。

田丸　大学院政治学研究科ジャーナリ
ズムコースでは、どのように学生たちを導
いていこうとされていますか。
佐藤　一つはジャーナリストとしての技
術です。書いたり語ったりするコミュニ
ケーション能力を育てます。その一方
で、本質的に社会を見るための、批判的

思考力を育てることが重要だと考えて
います。
田丸　それにはどんなものがありますか。
佐藤　方法論教育と言っているのです
が、批判的思考力を身につけるために、
客観的に社会を捉えるための方法を学
びます。またある意味、市民としての教養
形成だと思うのですが、歴史が形作って
きた言論の自由や公共性についての考え
方を学んでもらいます。
田丸　先輩たちが、権力に抵抗したり丸
め込まれたりしながらも、知る権利を勝
ち取ってきたからこそ、今があるというこ
とを教えてあげてほしいです。
佐藤　三つ目の核として、ジャーナリズム
とメディアへの洞察というテーマがあり
ます。理論的な学習を通じて、過去を踏
まえて未来を見通す“眼”を養成します。
田丸　理論的な学習にはどんなものが
ありますか。
佐藤　一つは、マスコミュニケーションや
ジャーナリズム、またメディアについて、
社会の中での役割や機能について理論
的、歴史的、思想的に学びます。また、こ
れは四つ目の核になりますが、政治・経
済・社会・国際・科学・文化の各専門分
野の理論や哲学を本格的に学ぶことが
できます。
田丸　理論だけでなく、実践も行われる
んですよね。頭で理解するのと実際にや
るのとでは、ものすごく距離があります
から。
佐藤　はい。実習の科目には、例えば
ニューズルームというものがあって、調査
をして記事を書いて発信するという訓練
をします。
田丸　今の学生は、コンピューターの前
や自分の周りの小さな輪の中でしかコ
ミュニケーションを取れない人が多いよ
うな気がします。学生たちの気質をどう
感じていますか。
佐藤　田丸さんの印象が一般的だと思
いますね。物を書く訓練をしてきていな
いので。ジャーナリズムコースの学生は、
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社会の問題に目覚める
きっかけは誰にでもある

ジャーナリズムコースでは
理論と実践を教えます



相当に厳しい実習には一生懸命ついて
きていますが、まだまだ自分が思ってい
ることを伝え、理解してもらうという部分
が弱いかもしれません。そこで、能力のあ
るジャーナリストや広報の専門家に来て
いただいて、インタビューの方法や話し方
を学び、表現力も強化しようとしていま
す。また、キャンパス内に、現場で活躍さ
れているジャーナリストと学生が自由に
出入りして、交流できる空間を作る予定
です。学生にとっても、現場のジャーナリ
ストにとっても良い効果があると思いま
すよ。
田丸　私のところにも夏休みにインター
ンに来ていただいたのですが、徹夜で
頑張ってもらいました。スタッフも若い
人たちと仕事ができて喜んでいました
よ。企業も良い人材が入ってくることを
期待していますので、もっと学校と現場
の双方向の関係ができてくるといいで
すね。
佐藤　インターンシップはわたくしたち
のコースの五つ目の核の現場主義のかな
めですが、先日のインターンシップ報告
会では、完敗宣言をした学生もいたよう
です。
田丸　まだ頭だけで考えていたのかも
しれませんね。ジャーナリストは、体も使
わないとやっていけない仕事です。昔の
ジャーナリストは、酒とたばこと徹夜で
不摂生の極みみたいな感じでしたが、
今は健康マインドが高まっていると思い
ます。

佐藤　現在のジャーナリズムについて、
最も感じていることは何ですか。
田丸　テレビジャーナリズムは、昔に比
べれば格段に進歩しました。以前は活字
メディアに対する劣等感のようなものが
あったのですが、今では活字メディアに
負けない取材力や機動力もついて、速報

性や同時性を生かした報道がなされる
ようになり、うまく棲み分けができている
と思います。むしろ、テレビ離れのほうが
深刻です。情報はいつでもネットで得ら
れるようになりましたから。今後テレビ局
は、多角的にネット、映画、DVDも含めた
一つの事業体としてやっていかないと生
き残れないでしょう。
佐藤　テレビにはそうした強みがありな
がら、ワイドショー的になっているとい
う批判もあります。田丸さんは上質な番
組を作られてきたので、自信につながっ
ているのだと思います。メディア全体の
課題としては、“公共性の危機”がありま
すね。
田丸　その一例として�“小泉劇場”があ
げられます。テレビは小泉さんの言動を
持ち上げて、高い支持率の片棒を担ぎま
した。あの時メディアは、今問題になって
いる格差社会や後期高齢者の医療制度
を見逃していたんですよ。これはテレビ
ジャーナリズムの責任だと思います。
　それにしても、今ほど政治家がテレビ
に出ている時代はありません。テレビが
政治ジャーナリズムに果たした功績は、
政治家が生の声で国民に語りかける場
を作り、政治の透明性を高めたというこ
とです。あえて苦言を呈すなら、政治家に
テレビを利用されかねないということで
す。そこは、私たちが心して番組を作れば
よいことで、ジャーナリズムとしての資質
が問われているところです。
　もう一つ、テレビの危うさを感じる例を
あげると、山口県光市の母子殺害事件の
報道で、テレビが検察側の主張に寄り、
被害者側に集団的加熱同調をしてしまい
ました。一人の被告への見方がメディア
の論調によって変わってくる。これはあっ
てはならないことで、小泉劇場以上にこ
わいことです。
　もうすぐ裁判員制度が始まりますが、
予断とか予見を持たれないような事件報
道について、熱い議論が交わされている
ところです。

さとう・せいし
1948年生まれ。早稲田大学政治経済学部卒
業、同大学院政治学研究科博士後期課程単
位取得退学。福岡教育大学助教授、宇都宮大
学助教授、東海大学教授を経て、1996年4月
より早稲田大学教授。大学院政治学研究科
ジャーナリズムコース開設に携わる。『現代の
政治思想』（共編著、東海大学出版会）。『政治
概念のコンテクスト―近代イギリス政治思想
史研究』（共編著、早稲田大学出版部、1999
年）など多数。

佐藤正志
Seishi Sato 
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テレビジャーナリズムの
功績と危うさ



佐藤　裁判員制度への対応は急務です
ね。世論とジャーナリズムの関係につい
ては、じっくり考えなければなりません。
本当にパブリックな世論を維持すること
が、ジャーナリズムの重要な役割だと思
いますね。
田丸　私たちは世論を操作しようとは決
して思っていないし、第一、世論はそんな
に軟弱なものではありません。もちろん
世論に訴えかけることはありますが、世
論に悪影響を与えるような報道は絶対に
してはならないと思っています。ただ、私
たちも喜怒哀楽を共有し、世論に寄り添
うこともあるでしょう。ここが難しいとこ
ろで、いつも緊張します。
佐藤　緊張感を持っているかどうかが、
優れたジャーナリストの条件ですね。
田丸　常に自分の言動が問われている
と感じています。今までにも私の不用意
なコメントで被害者や被告を傷つけて
しまったり、取材先にご迷惑をかけてし
まったりしたことがありました。そのたび
に自分の未熟さを感じます。この仕事を
やればやるほど、謙虚でいなければなら
ないと思います。
佐藤　マスコミは社会にパブリックな意
見が流れていく上で大きな役割を果た
していますが、大学もアカデミックな立
場として、新しい公共的な空間の形成に
どうコミットできるかを考えなければい
けないと思います。わたくしたちはジャー
ナリズムコースを通じて、公共圏での
ジャーナリズムとアカデミアの望ましい
出会いについて模索していきたいと思っ
ています。

佐藤　田丸さんのお話を聞いていると、
現場で仕事をしながらジャーナリストと
しての自分を確立されてきたという感じ
がしますね。
田丸　そうですね。ジャーナリストに向

いているのは、人間が好きで好奇心ある
人だと思います。先生のように人なつっ
こい笑顔でインタビューをしてくだされ
ば（笑）、この人になら話をしたいと思い
ます。キャスターも同じで、この人の言葉
だったら聞いてみたいと思わせる豊かな
人間性が必要です。
佐藤　コミュニケーション能力というと
技術的になってしまいますが、要は人間
力ですよね。
田丸　自分と意見の違う人とでも心を
開いて話ができることが大事だと思いま
す。今の若い人たちは真剣な討論や議論
は、かっこ悪いと思っているところがあ
ります。自分を他人に受け入れてもらう
ためには、言葉を使って相手を理解させ
なければならないということを分かって
ほしいですね。でも、今の若い人たちは
とても良い感性を持っていて、話してい
ると刺激があって楽しいんですよ。私た
ちが想像もできないような新しい世界を
作ってくれるのではないかと期待してい
ます。
佐藤　大学にいると、毎日そんな若い人
たちを発見しますよ。
田丸　いいですね。今先生がこのお仕
事をされていて、一番楽しいことは何で
すか。
佐藤　議論してお互いを説得して新しい
ことを始めることですね。ジャーナリズム
大学院を作っていく過程は、本当に楽し
かったです。日本のジャーナリズムにつ
いて思う存分議論をしたり、現場の人た
ちと知り合ったり。そして今は、学生たち
が成長していく過程を見るのがとても楽
しいですよ。
田丸　私はこの仕事は本当に素晴らし
いと感じています。定年もないし（笑）、生
き甲斐にもなる。いつまでも上を目指せ
るし、頑張っただけ報われる仕事です。
子育てしながら頑張っている女性の仲間
もたくさんいます。ジャーナリズムの世界
に飛び込んでくる学生の皆さんをお待ち
しています。

たまる・みすず
1952年生まれ。東京外国語大学外国語学部
英米語学科卒業後、フジテレビ入社。1979
年、ニュース番組のメインキャスターに抜擢さ
れ、フジテレビ女性キャスターの第1号となる。
1983年に退社し、以後フリーアナウンサーと
して活躍。現在はTBSテレビ「報道特集ＮＥ
ＸＴ」のメインキャスターや各種選挙報道番
組の司会を務めている。大学院政治学研究科
ジャーナリズムコースでは講師として現場から
の声を伝えている。『働く女性のちょっと気のき
いたものの言い方』（三笠書房）など著書多数。

田丸美寿々
Misuzu Tamaru
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ジャーナリストは
人間力が問われる仕事
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— アクショーノフ先生は、65年前に来日されて早稲田で

日本語を学んだ後、慈恵医大に進学されましたが、そもそも

医師を志したきっかけは何ですか。

　ロシア人の父が亡命した旧満州・ハルビンに住んでい
た6歳の頃、風邪をひいて初めて病院に連れて行かれたと
きのことです。子供ですから、医師も看護師さんも私をと
てもかわいがってくれました。聴診器を私の胸に当てて心
臓の音を聞かせてくれて、その他の医療器具も面白いおも
ちゃに見えました。白衣も格好良いし、消毒の匂いも好き
で、おまけに甘いシロップの風邪薬を飲ませてもらって、病
院はなんて素晴らしいところなんだろうと……。それから
ずっと、医師になりたいという気持ちが揺らぐことはありま
せんでした。
— 日本に来られて、早稲田で語学を学ぶことになったい

きさつを教えてください。

　ハルビンでは、フランスのミッションスクールに通ってい
たので、本来ならそのまま無試験でフランスの医大に進む
ことができたのですが、戦争中だったので行くことができ

なくなってしまいました。そんな折に、津軽さん（常陸宮妃華子さま
の父）がハルビンを訪問され、乗馬を嗜まれていた関係で父が経
営していた牧場を訪れました。私は日本語が話せたので、「将来は
何になりたいのですか」と話しかけられ、「医者になりたい」と言うと、

「ぜひ日本に来て勉強してください」と言われました。話半分でいた
のですが、1ヶ月後に招待状が届いて驚きました。早稲田で語学を
学んでから、慈恵医大の医学部に進みました。

国連WHO指定医 インターナショナル・クリニック院長

エフゲニー・
アクショーノフ先生

［プロフィール］

えふげにー・あくしょーのふ
1924年（大正13年）、旧満州・ハルビン生まれのロシア人。満州国の
崩壊とともに無国籍となる。18歳の時に来日、早稲田国際学院※、慈
恵医科大学で学び、米国司令部の通訳、米国陸軍病院での勤務を経
て、インターナショナル・クリニックを開業。

6
歳
の
時
か
ら
医
師
に
な
り
た
か
っ
た

早稲田大学に関係のある方にお話を伺い、
客観的な視点により、
早稲田大学の魅力や課題を浮き彫りにします。

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

65年前の早稲田も
居心地の良い学校

インターナショナルで
でした

83歳の現役ドクター、エフゲニー・アクショーノフ先生は、六本木・飯倉片町の交差点に約100年前から
ひっそりとたたずむ白い洋館で、外国人を専用としたクリニックの院長を務めていらっしゃいます。
日本語を学んだ早稲田国際学院での思い出や日々のことについてお聞きしました。
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— 早稲田での学生時代には、どんな思い出がありますか。

　 1943年（昭和18年）に国際学院※に入学しました。3年コース
でしたが、私はハルビンで日本語を勉強していたので1年で卒業
しました。動詞の四段活用や漢文は難しかったですが、先生たち
の教え方はとても上手でしたね。先日亡くなった名取順一先生に
は、大変お世話になり感謝しています。
　早稲田は当時から国際的な雰囲気があり、戦時中で私が外国
人であっても嫌な思いをすることはありませんでした。柔道と剣
道をやってたくさんの友人ができ、楽しかった思い出しかありませ
ん。食堂のおばさんは、私の体格がいいからといつも山盛りにし
てくれました。卒業後にお菓子を持ってお礼に行ったのですが、
賑やかだった食堂は食糧難で閉鎖され、しーんとして誰もいなく
なっていました。扉に「勝ち抜くまでは休みます」と貼り紙がして
あったのを今でも覚えています。とにかく早稲田で学ぶことがで

きて本当に良かったです。今でも学生野球を見て、早稲
田を応援していますよ。
　早稲田とは直接関係ありませんが、あの頃、月謝を払
うために俳優のアルバイトをしていました。悪役ばかり
でしたけれど（笑）。「重慶から来た男」「マライの虎」な
どの国策映画に出演したり、「黒船物語」という舞台に
も出たりしていましたよ。
— 慈恵医大を卒業された後、米国司令部の通訳、米

軍陸軍病院や外国人向けの診療所に勤務され、独立さ

れてインターナショナル・クリニックを開業され、フランス

のシラク元大統領などの政府要人、マイケル・ジャクソ

ン氏などのビッグスター、日本で働くビジネスマン、夜の

六本木で働く女性、旅行者とさまざまな立場の外国人を

診察されてきました。現在も、現役ドクターとして元気に

活躍していらっしゃいますね。

　こんなクリニックは他にないと思います。現在は、米国
人、マレーシア人、日本人のドクターと4人で運営していま
すが、私自身も英語、中国語、ロシア語、ドイツ語、日本語
などを話すことができますから、いくつもの大使館から
診察依頼があります。家とクリニックに診察カバンをそ
れぞれ一つずつ用意しておき、連絡があればすぐに、患
者さんの滞在先のホテルにでも、どこにでも往診に行き
ます。
　毎朝、南麻布の自宅から飯倉片町のクリニックまで、
35分かけて歩いてくるんですよ。この通り元気ですが、
目が見えにくくなってきたので、外科手術は専門の腕の

良い先生に紹介して協力体制を組んでいます。
　長年やっていると、最初に診察したときは子供だった
患者さんが、お母さんになって子供をつれてきてくれま
す。100歳の患者さんもいて、4代にわたって診ているん
ですよ。今も患者さんと接することが楽しいし、スタッフ
もみんな親切だし、辛いと思うことはありません。それ
に、働くのを辞めて家にずっといたら奥さんにも悪いで
すしね。亭主元気で留守がいいというでしょう（笑）。
— アクショーノフ先生は、経済的に困っている患者さ

んには診察料を安くしたり、無料にしたりして、生活費を

渡すこともあるとお聞きしました。そうした功績が認めら

れて、吉川英治文化賞や社会貢献支援財団の社会貢献

者表彰を受賞されましたね。

　You cannot squeeze blood from a stone.　お金
のない人から取ろうとしても無理です。でも病気は治療
しなければなりません。だから私は何も偉いことをして
いません。診察料を受け取らなくても、私は患者さんか
ら多くのことを学ばせてもらっています。今も勉強は続

いているんですよ。
— 日本の医療はいろいろな課題が取り上げられていますが、ど

のように感じられていますか。

　高齢化社会で病院にかかる人が増えることに伴って医療現場
が忙しくなり、医師も看護師も疲弊しているという問題点はありま
す。しかし、日本の医療制度そのものは立派です。他の国は、日本
の医療システムに学ぶことがたくさんあると思いますよ。

早
稲
田
は
外
国
人
に
も
居
心
地
の
良
い
学
校
で
し
た
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も
患
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ん
で
い
ま
す

インターナショナルで
でした

クリニックの建物は、大正時代の洋館。関東大震災にも持ちこたえ、周囲を
大使館で囲まれていることから戦災からも免れた。「東京で大正時代のトイ
レがそのまま残っているのはここくらいでは」とアクショーノフ先生は言う。

※早稲田国際学院
㈶早稲田奉仕園の一事業として、1935年9月、現在の西早稲田の地に創立。大学進学を
希望する外国人のための予備校も兼ねた。院長はじめ顧問、教員として本学教員が多数
兼務しており、両校はきわめて緊密な関係にあった。

15

▶ インターナショナル・クリニック
の待合室には、さまざまな身の
上の外国人が集まる。

◀クリニック外観
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教育・総合科学学術院

花田達朗教授

プロフィール
はなだ・たつろう：71年早稲田
大学政治経済学部政治学科卒。
ミュンヘン大学大学院修了。92
年東京大学社会情報研究所（旧
新聞研究所）助教授、95年教授、
03年所長。04年同大学院情報学
環教授・学環長。03 〜 05年度
東京大学評議委員。06年4月から
早稲田大学教育・総合科学学術
院教授。

問や学術や研究という日本語が
あり、scienceやresearchという

英語があるが、私にとって一番シックリく
るのはWissenschaftというドイツ語であ
る。私は自分のことを学者や研究者とい
うよりもWissenschaftlerだと思ってい
る。翻訳すればほとんど区別はつかな
いだろう。しかし、言葉には語感というも
の、身体感覚というものが付きまとう。
　私がそう思うのは、私が（西）ド
イツで学問的トレーニングを受け、
Wissenschaftlerとしての自己認識を得
たからである。私は早稲田大学を卒業
し、4年ほど社会人をやったあと、日本か
らドロップアウトした。もう日本に帰るつ
もりはなく、片道切符だった。ドイツ語を
勉強して、ミュンヘン大学に入学した。銀
行口座の残高がゼロに近づいたとき、州
政府から奨学金が出るようになり、救わ
れた。奨学金の延長のためには良い成績
を取らねばならず、猛烈に勉強した。私の
頭はドイツ語へ、いやドイツ語によって表
現される思考方法へ組み替えられていっ
た。平行して日本語を対象化する感覚も
強くなっていった。言葉によって多くの人々
と渡り合い、それを楽しむようになった。
　11年後、故あって日本に帰らざる
を得なくなった。メディアを研究する
Wissenschaftlerとなっていた。帰国し
て6年、1992年に社会情報研究所が作
られるのに際して私は東京大学に呼ば
れた。私は個人的にはそこにフランクフ
ルト社会研究所（戦前・戦後に「批判理
論」に関連する人々が集まった研究所）
の再来をTokioに作ることを夢見て、そ
の招聘を受けた。ポリティカル・エコノ
ミーや公共圏論を道具箱に詰め込んで、
批判的社会科学研究の一翼としてメディ
ア・スタディーズをパワーアップすること
に努めた。
　やがて英国に隆起していたカルチュ
ラル・スタディーズと接触した。英国では
ポリティカル・エコノミーとの間で結婚
か離婚かと問題になっていた。1996年に
大きなシンポジウム「カルチュラル・スタ
ディーズとの対話」を主催した。フランクフ

ルトとバーミンガムとTokioを繋ぐことを
夢見たのだ。しかし、この会議の帰結は
個人的には惨憺たるものだった。ひどい
失望と屈辱を味わうことになった。やらな
ければよかったと思った。簡単に夢を見て
はいけないのだと悟った。それからという
もの私は日本ではカルチュラル・スタディー
ズについて沈黙することにした。
　2年後にジャーナリスト教育というテー
マに首を突っ込んだ。日本の大学の中
にそういう教育プログラムを制度化する
必要があると考えたからである。新しい
メディア構造の下で新しいコンセプトに
よってそれを試みようと思った。私がドイ
ツに渡った1975年、ミュンヘン大学やド
ルトムント大学がそれをパイロット・プロ
ジェクトとしてスタートさせたことも思い
起こし、それに繋がろうとした。
　と同時に、秘かに考えてきたことがあ
る。私にとってジャーナリスト教育とはカ
ルチュラル・スタディーズの実践だった。
カルチュラル・スタディーズについて

・ ・ ・ ・
語る

ことは決してせず、しかしそれを自己と
他者の相互作用の中でお互いの認識の
変化を発生させようという教育実践のプ
ロジェクトの中に溶かし込むということ
だ。3年前に早稲田大学へ移り、より有利
な立地条件の中で「公共圏の耕作者」
の育成を目指してきた。今エネルギーを
注いでいるのは学部学生の副専攻とし
てのジャーナリズムコースである。オープ
ン教育センターのテーマスタディの仕組
みがそれを可能にしてくれた。これは面
白い。あらゆる学部からジャーナリズム
に関心のある学生たちが集まって来る。
みんな活き活きしており、士気は高い。
　私の趣味はと言えば、銭湯である。
様々な年齢の男たちの裸の姿とそこに
刻み込まれた歴史を漠然と見やりなが
ら、たとえばドイツでの苦楽の経験に記
憶の輪を投げる。私は自分を鍛えてくれ
たドイツに足を向けて寝られないと思っ
ている。ドイツにいて最も恋しかったの
は銭湯だった。今それに浸かりながら、
ドイツというものへの恩義を想う。そして
次に見るべき夢を探す。

学
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A WASEDA Miscellany

This theme：

The Charm of 
Spanish Literature

LOPEZ-PASARIN 
BASABE Alfredo 

Q: Please tell me about your background before becoming a lecturer at Waseda
A: I was born in Santander, Spain in 1964. After graduating from the Philology Department, the Autonomous University 
of Madrid, I came to Japan in 1989. I taught at a Spanish language school in Tokyo, and after leaving the school, 
I worked for many colleges and universities as a part-time lecturer and in 1997 I started to work for the Faculty of 
Political Science and Economics at Waseda University.
Q: Please tell me about the research you are currently working on and the reasons you chose this theme.
A: I am a specialist in Spanish literature, in particular poetry from the latter half of the 20th century. Currently, I am 
studying a group of Spanish poets from the “50s.” They reached the highest artistic level in the 20th century and 
remarkably impacted all poets in Spain in later years. Especially, one of them, “Carlos Sahagun” is still relatively 
unknown to the world, and I would like to contribute to making the charm of his work widely recognized.
Q: What is interesting about Spanish literature and modern Spanish poetry?
A: Spanish is the third most spoken language in the world. In other words, Spanish literature is one that can be read 
by more than 400 million people. It plays a unique part in European culture inheriting Greek and Roman culture. 
Furthermore, it has also generated many masterpieces. If I was to choose three of them, my selections would be “Song 
of My Cid,” “La Celestina,” and the greatest work in Spanish literature “Don Quixote.”
The 20th century was a time when works of literature in Spanish highly flourished not only in Spain but also in South 
America. For this reason, it can be called the peak of modern Spanish history. In particular, the poets of the “Generation 
of 1927,” can be said to represent modern history of all Europe. Among them are, for example, the very famous Garcia 
Lorca and Vicente Aleixandre, laureate of the Nobel Prize in literature.
Q: Please tell me of some works of Spanish literature you would really like Japanese students to read.
A: I would really like them to read “Don Quixote” at some stage. If I was to recommend some newer ones, there are two 
very interesting books from the 20th century. One is “La Colmena” by Camilo Jose Cela, who won the Nobel Prize in 
literature, and the other is “Tiempo de silencio” by Luis Martin Santos. Both are outstanding pieces of work and are the 
most suitable for learning about Spanish society in the late 20th century.
Q: What is your opinion of Japanese university students?
A: At the very least, the majority of Waseda students are serious and honest. In general, their attitude in class is good. If 
I dare complain, I would like them to study in a somewhat more positive manner. By doing so, perhaps I wouldn’t have 
to do all the talking in class.
Q: What differences do you feel there are between Japanese and Spanish universities?
A: In Spain, the establishment of private universities was not allowed until recently, so most universities are public. 
There is no rank among universities. In most cases, students enter the university his or her high school is assigned to. 
Students choose universities not by rank but by the profession they want to adopt. In short, 
while Japanese universities are difficult to enter, it is easy to graduate, but for Spanish 
universities, it is easy to enter but difficult to graduate.
Q: Please tell me your recent interests in daily life.
A: It is an old hobby of mine, but my interest in chess has recently been re-
ignited. I know that it is not so popular in Japan, but I want to recommend it 
to students. It is said to have a good effect on thinking, concentration and 
judgment.
Q: Please tell me about your aspirations for the future.
A: I really want to take advantage of the opportunity to study abroad. 
I will stay in Spain for a while, and during that period, I will collect 
many documents and then return to Japan to further the studies I have 
conducted while working at Waseda University. At Waseda University, I 
want to become a better researcher and a good educator.

Faculty of Political Science 
and Economics Professor



山岸駿介が時流を読む

Trend Eye

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

座標軸不在

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。

　テレビを見ていたら慶應義塾大学の
准教授が、この世界的な景気低下をど
うしのぐかについて、アドバイスをしてい
た。繰り返し言っていたのは、他人と同じ
ことをやるのは避けよという助言だった。
　いま新聞はどこも「教育の○○」と名
乗り、うちこそ教育について深く、適切
な報道ができる新聞だとアピールしてい
る。深く、適切な報道をすることも、もち
ろん大切だが、出来事の歴史的な意味
や、位置づけを説明できることも重要で
ある。「教育の○○」は結構だが、同じこ
とばかり言わずにがんばってほしい。

　11月11日に加藤一郎さんが亡くなっ
た。86歳と報道されていたから、かなり
高齢までご存命だったわけだ。加藤さ
んに限らず、高齢の方が亡くなると、かつ
て社会的に活躍した当時と時間が切り
離されているので、いまの価値観で見れ
ば、「普通の人」である。　　
　私の知り合いの話だと、加藤一郎さん
の死亡記事が、第二社会面の左下にベタ
記事で載っていたという。加藤一郎さん
は言うまでもなく、東大紛争で大河内一
男総長（学長）が辞任した後、総長（学
長）代行に就任した人である。大学改革
について学生参加を呼び掛ける一方、安
田講堂に立てこもる全共闘を排除する
ため機動隊を導入するなど、東大紛争を
正常化する上で、多方面に活躍した。
　いまは「東大紛争　what？」という
時代だから、若い人には分からないかも
しれないが、加藤一郎さんが果たした社
会的に重要な役割を誰かが説明してく

れなければ困る。
　私の考えでは、一面に二段か三段の
扱いで亡くなったことを伝える本記を載
せる。社会面ではそれを受けてどんなこ
とを当時したのかを、大学紛争を伝える
思い出の写真を入れて分かりやすく書
く。そばに加藤さんについて詳しく知っ
ている人物の語るコメントを付ける。こ
の位のことをやるのは普通だと思う。だ
がそれをした新聞は「教育の毎日」しか
なかった。

　「教育の朝日」はさすがベタ記事のま
まにはしなかったが、同じ場所に二段で
「加藤一郎さん死去　東大紛争収拾の
元総長」として普通の本記のような記事
にした。だが、識者のコメントも、雑感め
いた記事も写真も入っていなかった。
　朝日新聞が加藤さんについてはいち
ばん本格的な扱いをするのではないか
と思ったが、現実はその反対で、「朝日
は変わった」と外部でよく聞かれる批判
が、やはり本当なのかもしれないと思わ
せる結果になっていた。
　筑紫哲也氏が亡くなったときに、何が
あっても彼の発言が変わらなかったこ
とが評価され、座標軸のような存在の重
要性が指摘されたが、その役割を朝日
新聞に期待することはもはやできない。
私には信じたくないことで辛いのだが、
後輩たちに聞くと、驚きも悔しさも感じ
ていないようだ。分かっちゃっているの
だろう。
　多様であることは結構だが、肝心なこ

とが分かっていないが故にバラバラに
なってしまうことまで評価していいとは
思えない。
　中山成彬元文科相が悉皆調査で学
力の競争をさせ、児童生徒一人一人の力
を上げると言い出した「暴挙」は、いまも
なお調査結果の公表の内容と方法をめ
ぐって百家争鳴の状況が続いている。
　学力の偏在状況を知りたいのなら、サ
ンプリング調査で十分。金はほとんどい
らないと言われていたのに耳も貸さな
かった。

　こんな難しいことは、学者、専門家、技
術者等の中のリーダーがしっかりしてい
れば問題はない。だがそうでもなさそう
だ。最近、国立大学法人の学長に、学長
の選び方についてアンケートをしたら、
教員の選挙で選べばいいという回答が
多かったという。調査の分析等の報道は
まだ出ていないので分からない。
　だが、それなら以前の国立大学時代
と変わらない。あのときは文部省が国立
大学を経営していたようなもので、それ
では困ると大学の経営者を探すため国
立大学法人にしたのである。それがこの
結果では、困ったときは文科省が助けて
くれると学者たちは考えているというこ
とになる。大学改革は完全に元に戻って
しまった。こんなリーダーが私立大学も
巻き込んで大学改革の先頭に立って闘
えるわけがない。新聞がどんな分析をし
た記事を載せるか分からないので、こ
れ以上は書けないが、それにしても恐ろ
しい。

ベタ記事でいいのか
リーダーに頼れるか

肝心なことを
無視してきたツケ

お詫びと訂正
『CAMPUS NOW』10月号の「Trend Eye」において、記載し
た内容に誤りがございました。お詫びの上、訂正いたします。

26ページ　3段落目
（誤）「小泉内閣の官房長官を務め…」
（正）「安倍内閣の官房長官を務め…」
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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。

Events
01 January

本学で2008年1月〜 3月に開催されるイベントを一部ご紹介します。
日程の詳細は、直接【問合せ先】にご確認ください。

日程 1月24日㈯13:00 〜 16:00
会場  早稲田大学8号館106教室
GLOPEⅡ国際シンポジウムの一環。政治学研究科ジャーナリズムコース共
催。星浩氏（朝日新聞）、清水真人氏（日本経済新聞）、安藤優子氏（ジャーナ
リスト）、玉井忠幸氏（読売新聞）らが報告。田中愛治氏（早稲田大学GLOPEII 
リーダー）、深川由起子氏（早稲田大学）がパネリストに。

【問合わせ先】早稲田大学大学院経済学研究科GLOPEⅡ事務局
 　 TEL：03-3202-5193

パネルディスカッション「政治経済学とジャーナリズム」

日程 1月26日㈪17:00 〜 20:00
会場 早稲田大学大隈講堂
早稲田大学OBのジャーナリスト、筑紫哲也さんが亡くなられた。筑紫さんの志
を「たいまつ」として引き継ぐ意味で、質の低下が指摘されるジャーナリズムの
あり方を問い直し、再構築に向けての議論をする。大学におけるジャーナリズ
ム教育についても意見交換する。
司会は田原総一朗氏、パネリストは金平茂紀氏（TBS、ニューヨークからの
ネット参加）、姜尚中氏（東京大学）、道傳愛子氏（NHK）、野村彰男氏（朝日新
聞）、川岸令和氏（早稲田大学）、田勢康弘氏（早稲田大学）を予定。

【問合せ先】 早稲田大学大学院政治学研究科ジャーナリズムコース瀬川至朗
教授　FAX:03-5286-3995

 e-mail   j-sympo@list.waseda.jp
 URL　  http://www.waseda-j.jp/

筑紫哲也氏追悼ジャーナリズムシンポジウム

日程 2009年1月19日㈪〜 3月7日㈯10時〜 18時
会場 早稲田大学大隈記念タワー　10階　125記念展示室 
昨年迎えた創立125周年を記念しこれまでに多くの品々が大学に寄贈された。
これらの中から絵画、陶磁器、工芸品など美術品などを展示。

【問合せ先】文化推進部文化企画課　TEL：03 ｰ 5272 ｰ 4783

「創立125周年記念寄贈資料展～寄せられた美術品の数々～」

日程 2009年3月15日㈰〜 3月21日㈯
会場 早稲田大学大隈記念タワー　10階　125記念展示室 
近代日本の文芸をリードした坪内逍遙が創設した、第一次『早稲田文学』前後
の文学界を中心に逍遙の足跡を紹介する。美濃加茂市との巡回展。

【問合せ先】文化推進部文化企画課　TEL：03-5272-4783

美濃加茂市・早稲田大学文化交流協定締結事業
「逍遙と早稲田文学」展

Books

今号のオススメ

■『デンマーク司法運営法－刑事訴訟関連規定（比較法研究所叢書35号）』
    松澤伸（法学学術院）訳著　成文堂　2008年3月刊

■ 『プロ公務員を育てる人事戦略 ― 職員採用・人事異動・職員研修・人事評価』
    稲継裕昭（政治経済学術院）著　ぎょうせい　2008年9月刊

■『早稲田の杜を変えた組織の「知恵」―WISDOMによる企画立案』    　
　黒田学（大学総務部）著　早稲田大学出版部　2008年10月刊

■『イギリスに花開くヘレニズム―パルテノン・マーブルの光と影』
    西山清（教育・総合科学学術院）　著  丸善プラネット  2008年10月刊

■『歴史の残像―歴史家の見た戦前・戦中・戦後』
    瀬野精一郎（名誉教授）　著　吉川弘文館  2008年10月刊

■『あなたまかせのお話』
    レーモン・クノー　著　塩塚秀一郎（理工学術院）訳　
　国書刊行会　2008年10月刊

■『モダプツ法による作業改善テキスト』
     日本モダプツ協会・小松原明哲（理工学術院）　ほか編
    日本出版サービス　2008年10月刊

■『国際人として英語を使ってみませんか』
     中野美知子（教育・総合科学学術院）　著
    三修社　2008年10月刊

■『1943年晩秋　最後の早慶戦 』
     早稲田大学大学史資料センター・慶應義塾福澤研究センター　共編　
    教育評論社 　2008年11月　刊

■ 『税法からの問　税法からの答』
    新井隆一（名誉教授）　著　成文堂　2008年11月刊　

本学で活躍される先生方の著書をご紹介します。
※（　）内は著書・編者・監修者の所属です

『スパークする思考
―右脳発想の独創力』
内田和成（商学学術院）　著　角川書店　
2008年11月刊

インターネットのグーグルやWikipediaなどを利用した情報活用術、ロジカル
シンキングなどの論理的思考法が花盛りであるが、それでは本当に独創的なア
イデアを生み出すことはできない。代わりに自分が普段使っている能力を活用
してみようというのが本書の主旨である。そのやり方は簡単で、「情報は集める
な、整理するな、覚えるな、しかし、問題意識を持って脳みそにレ点をつけよう」
というものである。

『てらこや教育が日本を変える
―鎌倉・早稲田大学発
地域教育再生プロジェクト
「鎌倉てらこや」』
池田雅之（社会科学総合学術院）　ほか編著
成文堂　
2008年10月刊

鎌倉を中心に展開している教育ボランティア「鎌倉てらこや」の実践活動を紹
介。日本の将来を担う子どもを積極的に育てていくために、本学在学生（社学・
池田ゼミ）が本気で取り組んでいる地域教育再生プロジェクトである。学生た
ちは「家庭・学校・地域」の３つの教育現場をつなぎながら、未来への人づくり
に励んでいる。大学にボランティア文化を育てるためにもぜひご一読を。

日程 PART1：2008年9月20日㈯〜 2009年2月4日㈬
　  PART2：2008年12月1日㈪〜 2009年2月4日㈬
会場 演劇博物館
現代演劇シリーズ第32弾。日本における地域劇場（リージョナルシアター）の旗
手として国際的にも高い評価を得る、長谷川孝治氏主宰「弘前劇場」を特集。

【問合せ先】早稲田大学演劇博物館　TEL：03-5286-1829

現代演劇シリーズ「弘前劇場の30年」

日程  2008年12月18日㈭〜 2009年１月23日㈮　10:00 〜 18:00（日曜日・
年末年始を除く）（12/28 〜 1/4は冬季休業）

会場 ワセダギャラリー（早稲田キャンパス２７号館１階） 
カラヤン来校時の写真パネル、早稲田大学交響楽団ヨーロッパ公演映像ほか

【問合せ先】文化推進部　TEL：03-3203-2643　
  http://www.waseda.jp/cac

カラヤンと早稲田大学交響楽団
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