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 大学と社会 〜社会の真実を学ぶ場に〜

      Part1.WAVOCは、学生が本物の社会を体験する仕組み

      Part2. WAVOC「講義」と「実践」の融合

　　Part3. 誌上再録  　     シンポジウム「社会貢献で大学生は育つのか」より

15 第二世紀へのメッセージ
　　福岡ソフトバンクホークス会長　

　王貞治
16 プロ・ローグ
 社会科学総合学術院教授　久塚純一
　

■ 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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　12月３日、国立大学法人山梨大学（学長：
貫井英明）と、教育・研究活動の交流と連
携の推進を目的とした「大学間交流に関す
る包括協定書」を締結いたしました。
　山梨大学大学院医学学域と本学理
工学術院との戦略的連携により、国・私
立大学間において医学・理工学に精通

した先端生命科学分野の国際的研究
者を育成していきます。

　12月25日、学術・文化・地域社会の発
展と人材育成に寄与することを目的とし
た包括連携協定を奈良県と締結するこ
とに合意。本学が有する高度で幅広い
知的資源と、奈良県のもつ豊かな歴史、

文化財など、双方の資源と特性を結び
つけ、様々な分野において、多彩な連携
事業を展開します。
　また同日更に、公立大学法人奈良県
立医科大学（学長・理事長：吉岡章）と
連携協力し、教育研究活動の一層の充
実と質の向上を図り、学術の発展と有為
な人材の育成に寄与することを目的とし
た連携協定を締結することに合意いた
しました。
　奈良県の行政・地域人材と奈良県立
医科大学・早稲田大学が共同し、奈良の
地域振興を守り立てることを目指します。

文化人として大きな栄誉

佐佐木幸綱教授が日本藝術院会員に
　昨年12月、日本藝術院（院長 三浦朱
門氏）は歌人である佐佐木幸綱本学政
治経済学術院教授を含む12名の著名
な文化人を会員として選出しました。同院
の会員となることは、日本の文学者・芸術
家にとって最も名誉なことと考えられて

います。
　今回の佐佐木教授の選出は、現代短
歌の先頭に立ち続け、歌誌「心の花」を
主宰し新人発掘にも尽力するなど、これま
での歌人としての精力的な活動が評価さ
れたことによるものです。佐佐木教授は

選出されたことに
ついて、「思いが
けぬことで、喜んでいます。窪田空穂、北原
白秋といった早稲田の大先輩たちも会員
になっておられ、そのことをたいへん光栄
に思います」とコメントしました。
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山梨大学と大学間交流に
関する包括協定

奈良県と２つの連携協力

学術研究の発展と人材育成などを目指し

山梨大、奈良県、奈良県立医科大との
連携を推進UUNIVERSITY

北欧研究第一人者として現代ノルウェー理解促進に貢献

岡澤憲芙教授に
ノルウェー王国功労勲章叙勲

　北欧の政治・社会問題に関する研究
第一人者として、1月23日、社会科学学術
院の岡澤憲芙教授がノルウェー王国功
労勲章を授与されました。
　岡澤教授は、2001年のハーラル5世
国王夫妻来学や本学エクステンションセ

ンターで行われた「ノルウェー・日本修
好100周年記念ノルウェー講座」（2005
年）でも中心的な役割を果し、著書『ノル
ウェーの政治』『ノルウェーの経済』『ノ
ルウェーの社会』『ノルウェーの歴史』『日
本･ノルウェー交流史』（以上、2005年発

行）は、現代ノルウェーを知る上で重要な
参考書となっています。

PPRIZE

贈呈式の模様（ノルウェー大使館）
岡澤教授（左）とグルットル ノルウェー大使

左：荒井正吾奈良県知事

右：吉岡奈良県立医科大学長・理事長

左：貫井山梨大学長　右：白井総長
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国際的レベルの教育研究を目指し

文部科学省の各種事業で採択（続報）
10月号で取り上げた文部科学省各種事業について、その後も本学事業が次 と々採択されました。

■産学連携による実践型人材育成事業
　－サービス・イノベーション人材育成－

　ビジネス・IT・人間系知識等の分野融合的な知識を兼ね備え、
サービスに関して高いレベルの知識と専門性を有するとともに、
サービスにおいて生産性の向上やイノベーション創出に寄与しう
る資質を持った人材を育成するための教育プログラム開発を、文
部科学省が大学に委託するものです。

プロジェクト名称 金融サービス・イノベーション・マネジメント研究

プロジェクト概要
金融市場環境のシミュレーターを開発し、机上での理解や確
認だけでは予測困難な、複雑化・グローバル化した金融市場
を担う人材を育成する教育プログラムの開発を行います。

中核となる箇所名 ファイナンス研究センター

■戦略的大学連携支援事業

　国公私立大学間の積極的な連携を推進し、各大学における
教育研究資源を有効活用することにより、当該地域の知の拠点
として、教育研究水準のさらなる高度化、個性・特色の明確化、
大学運営基盤の強化等を図ることを目的とした新規事業です。

連携大学 山梨大学 北九州市立大学、
九州工業大学

取 組 名

国私立大学間連携による医
学・理工学に精通した先端
生命科学分野の国際的研
究者の育成

北九州学術研究都市連携大
学院によるカーエレクトロニク
ス高度専門人材育成拠点の
形成

■専門職大学院等における
　高度専門職業人養成教育推進プログラム

　国公私立の大学が行う、産業界、学協会、職能団体及び地方
公共団体等との連携に基づいた教育方法等の充実に資する先
導的な取組について、国公私を通じた競争的な環境の中で重点
的に支援することにより、高等教育機関における高度専門職業
人養成等の一層の強化を図ることを目的とした事業です。

取 組 名 海外経営専門職人財養成プログラム

取組主任 白木三秀 政治経済学術院教授

内　　容

日本企業の海外現地法人に派遣される経営幹部層を対象
に、自律的な経営の現地化にも対応できるマネジメント実践
力を向上させることを目的としています。海外現地法人の経
営環境に配慮しながら、大きく経営学的スキルと異文化実務
スキルとに分け、派遣前・後における OJT、OFF-JT および
自己啓発の 3 つのバランスを最適化した体系的な実践的な
経営者養成プログラムを策定し、企業への浸透を促進する
ことを目標とします。

■質の高い大学教育推進プログラム

　教育の質の向上につながる教育取組の中から特に優れたも
のを選定し、広く社会に情報提供するとともに重点的な財政支
援を行うことにより、我が国全体としての高等教育の質保証、国
際競争力の強化に資することを目的とした事業です。

取 組 名 多文化・多言語社会に向けての教養教育

取組主任 スノードン ポール 国際教養学術院長

内　　容

留学の制度化によって構築された世界との知のネットワークを
生かし、「教養教育」と「外国語教育」に重点を置いて「非
英語圏への留学の拡大」、それを促進するための「外国語教
育の強化」「アジア圏のリベラルアーツ共同体の実現」の総
合的プロジェクトに取り組みます。

■大学院教育改革支援プログラム

　社会の様 な々分野で幅広く活躍する高度な人材を育成する
大学院博士課程、修士課程を対象として、優れた組織的・体系
的な教育取組に対して重点的な支援を行うことにより、大学院
教育の実質化を推進することを目的とした事業です。

プログラム名 法学研究と法律実務の融
合をめざして

東アジア高度人材養成共同化
プログラム

代 表 者 法学研究科公法学専攻　
曽根威彦教授

アジア太平洋研究科国際関
係学専攻　園田茂人教授

内　　容

法科大学院からの進学者
に対する基礎教育の補完
等の修学上の支援を図ると
ともに、法学理論と法律実
務の有機的相互連関を重
視し、優れた法学研究者及
び学識法曹、国家公務員、
高度専門職業人の養成を目
的としてカリキュラムを整備
します。

 アジアでの活躍が期待できる
「外に強い」日本人学生の育成
を目的とします。欧米・日本各々
の研究者・専門家養成の特徴
を結び付けて、東アジアにおけ
る高度人材養成の共同化を進
めるため、大学院生を東アジア
の諸大学との共同セミナーある
いは共同プロジェクトの運営に
参加させる計画もあります。

RRESEARCH&
EDUCATION

 ※内容はすべて採択時のもの。「法学研究と法律実務の融合をめざして」代表者は、 研究科長交代にともない、現在は法学研究科 近江幸治教授です。
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※詳細は、同研究拠点ホームページ（http://www.rt-gcoe.waseda.ac.jp/japanese/）にてご覧ください。

　前号に引き続き、本年度文部科学省「グ
ローバルCOE（Center Of Excellence） 
ブログラム」に採択されたプログラムであ
る『グローバル ロボット アカデミア』（拠
点リーダー：藤江正克早稲田大学理工
学術院教授）について紹介します。

　本学は1970年に学科横断プロジェク
トとしてWABOT（※）プログラムを開始し
て以来、人間形ロボットと医療・福祉・生
活支援ロボットの教育研究拠点として、
機械・情報・材料・環境の専門家が結集
した世界にも類を見ない重層的な研究
者集団を形成してきました。
　2003年度に採択された21世紀COE
プログラム「超高齢社会における人とロ
ボット技術の共生」では、手術支援ロボッ
トなど医療・福祉分野ばかりでなく、要素
技術と基礎理論でも国際的に評価され
る教育研究の成果を上げています。

　我が国は超高齢社会に差し掛かり、
医療・福祉や生活支援サービス分野へ
ロボット技術（以下RT）を導入した新
しい産業の誕生が大いに期待されてい
ますが、未だその実現には至っていませ
ん。それと同時に、社会の様 な々課題に
RTを適用するには、実践的ノウハウの伝
授と共に「学理」の裏付けが不可欠で
すが、RTが諸工学の集積であるためそ
の確立が十分ではなく、組織的な教育カ
リキュラムもないのが現状です。
　これを打破するため、本プログラムで
は様 な々生活シーンでの実問題に取り
組む中で、これからの社会を支えるRTの
原理と体系を明示的に抽出した『体系
的ロボット学：M-Robotics （Methodical 
Robotics）』の構築を目指します。

　また、従来より学生を含む人材交流や
共同研究等で連携してきた韓国最大のロ
ボットプロジェクトCenter for Intelligent 
Robotics（略称：CIR）およびイタリアの聖
アンナ大学院大学（略称：SSSA）との関
係を引き続き強化して国際的な教育環境
と教育プログラムを整備し、「高い学問知
の構築力」と「実践的アイデアの創造力」
を併せ持った「突破力」のある若手研究
者を多数育成していきます。
　具体的には、博士後期課程の学生を
対象とした特別カリキュラム「グローバル
ロボットアカデミアプログラム」の実施、学
生の海外長期派遣、海外連携機関との
国際サマースクールの共同開催やダブ
ルディグリー制度の構築、経済的支援も
含めた研究環境の整備、国際インターン
シッププログラムによる多様なキャリアパ
スの提示などを計画しています。

平成20年度文部科学省グローバルCOE

『グローバル ロボット アカデミア』プログラムRRESEARCH&
EDUCATION

早稲田のロボット研究

体系的ロボット学を構築

国際レベルの若手研究者を育成

（※） 「WABOT」は、Waseda Robotの略称であり、「日本
ロボット開発の父」と呼ばれた故加藤一郎理工学
部教授により命名されました。

■体系的ロボット学のイメージ ■人材育成計画のイメージ

大学全般学内活動

研究・教育経営大学の今を知る
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　日中両政府は日中平和友好条約締結
30周年を記念し、2008年を「日中青少年
友好交流年」と位置づけ、文化、学術、環
境保護、科学技術、メディア、映画・テレビ、
観光等の分野で、両国の青少年交流活
動を進めてきました。
　そのフィナーレである ｢中日青少年友
好交流年｣閉幕式に、中国政府からの招
待を受け、本学学生90名が「日本青少
年友好使者代表団」の一員として12月18
日～ 24日までの7日間、中国を訪問しまし

た。現地では「中日青少年友好交流年」
閉幕式および閉幕招待会に参加したほ
か、北京大学、山東師範大学、中国海洋
大学への訪問と各大学学生との交流、歴
史的建造物や現地企業の見学なども行
われ、訪問した本学学生にとって大変貴
重な経験となりました。
　今回の訪中をきっかけとして、参加した
両国の学生が互いに友好を深め、今後
の両国の相互理解とさらなる友好関係を
築く礎となることが期待されます。 山東師範大学でのスポーツ交流の様子

日中青少年の友好関係深化を目指して

本学の学生90名が「日本青少年友好
使者代表団」として中国を訪問UUNIVERSITY

｢中日青少年友好交流年｣閉幕式会場前にて

AACTIVITY 『荒ぶる』、対抗戦の雪辱なるラグビー蹴球部 大学選手権2連覇達成
　1月10日に国立競技場で行われた第
45回全国大学選手権大会決勝で本学
ラグビー蹴球部が帝京大学を20対10
で破り、2年連続で大学日本一の座を手
にいれました。立ち上がりこそ帝京大が
ペースを握る展開となりましたが、FB田
邊秀樹選手（スポ科3年）のPGで同点に
追いつくと、前半終了間際にはナンバー 8
で主将の豊田将万選手（スポ科4年）が
トライを決め、試合の主導権を引き寄せ
ました。後半23分にも豊田主将が再びト
ライを決めて帝京大を突き放すと、その
ままノーサイド。本学が劇的な2連覇を達
成、創部90周年にあたる記念の年に忘
れられない優勝となりました。
　試合後は中竹監督と部員達により、
日本一になった時だけに歌われる部歌

『荒ぶる』が合唱され、競技場に集まった
多くのファンからの祝福の歓声が響き渡
りました。

豊田主将のトライ 歓喜の『荒ぶる』

白井総長を囲んでの記念写真
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　校友の故筑紫哲也氏を偲んで、2つの
シンポジウムが開催されました。
　12月13日、大学院公共経営研究科、メ
ディア文化研究所主催『筑紫哲也をどう
継ぐか--その人・思想・行動を見つめ直
す--』（小野記念講堂）では、田勢康弘
公共経営研究科教授司会の下、ゲストス
ピーカーに桂敬一氏（元東京大学社会
情報研究所教授）、下村健一氏（ジャー
ナリスト）、森治郎氏（メディア文化研究
所教授）、吉岡忍氏（ノンフィクション作
家）を迎え、筑紫氏の足跡を振り返り、そ
の業績の意味を明らかにすると共に、今
後その遺志をどのように生かし発展させ
るかの議論が繰り広げられました。
　1月26日には、政治経済学術院主催
で『多事激論！ ジャーナリズムのこれか
ら』（大隈講堂）が開催されました。少数
意見を尊重していた筑紫氏を振り返り、

ジャーナリズムのあり方を議論しました。
司会は田原総一朗特命教授。パネリスト
は、金平茂紀氏（TBSアメリカ総局長：
NYからネット参加）、姜尚中氏（東京大
学教授）、道傳愛子氏（NHK解説委員）、
野村彰男氏（朝日新聞ジャーナリスト学
校長）、川岸令和政治経済学術院教授、
田勢教授の6名で、会場は約1000人の参
加者で埋め尽くされました。

筑紫哲也氏を偲んで

2つの追悼シンポジウム開催AACTIVITY

『筑紫哲也をどう継ぐか』

『多事激論！ ジャーナリズムのこれから』

　本学推薦校友である王貞治氏（福岡
ソフトバンクホークス会長・前監督）が1
月21日、スポーツ科学部創設を記念して
約5年間にわたって開講された「アイク生
原＆ピーター・オマリー記念スポーツマ
ネジメント講座」の記念銘盤除幕式に参
加するため、所沢キャンパスを訪れまし

た。記念スペシャルトークでは、スポーツ
科学部生ら約700人と、除幕式に訪れた
故・アイク生原（生原昭宏）氏の夫人喜美
子さん、ロサンゼルス・ドジャースの元オー
ナー ピーター・オマリー氏を前に、ホーム
ランにこだわって挑戦し続けた自らの野
球観と、現状に満足せず努力を続ける大

切さを語られました。講演の最後には、
応援部からの熱いエールとWASEDA 
BEARが贈られました。
　講演後、喜美子夫人、オマリー氏、白井
克彦総長、奥島孝康前総長とともに、記
念銘盤除幕式に参加されました。

「人生とは氷山、見えない部分で努力を」

王貞治氏「アイク生原＆ピーター・オマリー記念銘盤除幕式」で講演AACTIVITY

講演する王貞治氏 左より、オマリー氏、王氏、喜美子夫人 記念銘盤

大学全般学内活動

研究・教育経営大学の今を知る

NEWS      EPORT
M R

A U

受賞P
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　12月16日、大隈講堂にて演劇集団「創
造」による『人類館』が上演されました。
　1903年に大阪・天王寺で開催された
内国勧業博覧会の「学術人類館」にお
いて、沖縄、朝鮮、アイヌ、高砂族、インド、
マレー、ジャワ、アフリカの人々を、民族
衣装姿でそれぞれの民族住居に住まわ

せ、これを展示と称して観客に観覧させ
た「人類館事件」。戯曲『人類館』は、こ
の事件を題材に、1976年、知念正真氏
が近現代の沖縄が経験した苦難の歴
史をブラックユーモアを交えて“喜劇”
として描き上げたものです。1978年には
第22回岸田國士戯曲賞を受賞。この度、

東京国立近代美術館「沖縄・プリズム 
1872-2008」展の一環として、同美術館と
早稲田大学との共催で30年ぶりの上演と
なりました。

30年ぶり、東京で一夜一幕限りの上演

沖縄近現代の被差別を描く『人類館』AACTIVITY

　12月20日、「楽壇の帝王」と呼ばれた
故ヘルベルト・フォン・カラヤン氏の生誕
100年を記念して、早稲田大学交響楽団
による演奏会が大隈記念講堂にて開催
されました。
　カラヤン氏と早稲田大学交響楽団
は、1978年に同楽団が第5回国際青少
年オーケストラ大会（通称カラヤン・コン
クール）で優勝したことをきっかけに交

流が始まりました。今回、日本初来日の
ベルリンの若きチェリスト、ガブリエル・
シュワーベ氏を迎え、本学のクリスマス
を彩りました。
　なお、早稲田大学交響楽団は、この2
月から3月にかけて通算12回目の海外
公演となる2009年ヨーロッパ公演を行
います。

クリスマスを彩るカラヤンのしらべ

早稲田大学交響楽団、カラヤン生誕100周年記念演奏会開催AACTIVITY

チェリスト、ガブリエル・シュワーベ氏

　昨年6月、池袋～渋谷間を結ぶ東京メ
トロ13号線副都心線の「西早稲田駅」
が、本学「大久保キャンパス」（東京都
新宿区大久保3-4-1）の直下に開業しま
した。

　そこで、キャンパス名との混同によ
る来校者の混乱をさけるため、本年4
月1日より「大久保キャンパス」の名称
を『西早稲田キャンパス』に変更いた
します。

　なお、昨年4月1日まで、「西早稲田キャ
ンパス」の名称で呼ばれていたキャン
パス（東京都新宿区西早稲田1-6-1）は

「早稲田キャンパス」に名称を変更して
おります。

「大久保キャンパス」が｢西早稲田キャンパス｣に名称変更

箇所長の交代について

箇所長の交代がありましたのでお知らせします。
箇所役職名 氏　名 任　期

メディアネットワークセンター所長 （新）松嶋　敏泰 2009年 1月 9日～ 2010年 9月20日
人間科学研究センター所長
（※は10月号にて既報のとおり）

（新）齋藤　美穂 2008年11月14日～ 2008年12月12日
　　（新）野村　忍※　　 2008年12月13日～ 2010年 9月20日

上演の様子
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Special Report

社 会 の 真 実 を 学 ぶ 場 に

ボランティアが
つなぐ
大学と社会

WAVOCは、学生が本物の
社会を体験する仕組み

Part.1 - Interview

　WAVOCは、2002年4月に発足しました。大学の主な使命は
教育と研究ですが、加えて社会貢献にも取り組むべきである
という考えのもと、総長を所長として設立されました。今でこ
そ、大学にボランティアセンターがあることは珍しいことでは
ありませんが、当時としては先駆的な取り組みだったと思いま
す。一般的な大学のボランティアセンターは、ボランティアを
したい人としてほしい人をつなぐマッチング機能が主ですが、
WAVOCでは当初からプロジェクトと科目の2本柱により、社
会貢献を担う人材を育てることを主眼に置いてきました。
　現在の教育の問題点として、大学で学んだことと実社会

社会の真実を学び
人間力を育てる場所

常任理事　WAVOC所長　
人間科学学術院教授

野嶋栄一郎

WAVOCの
理念

社会と大学を
つなぎます

1

2
体験的に学ぶ
機会を広く
提供します

3
学生が社会に
貢献することを
応援します

WAVOCプロジェクト
では学生の主体的な
取り組みを大学が支
援。１８歳以上であれ
ば早稲田大学以外の
人も参加可能

2002年の開設以来、

本学平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）は、

早稲田大学の社会貢献の推進役を担って、

学生の学びやアクションを応援してきました。

WAVOCの活動の今を伝えるとともに、

今後のさらなる発展に向けて

何ができるかを考えます。

69年本学第一文学部哲学科卒業、71年同大学院文学研究科修士課程
（心理学専攻）修了。 87年本学人間科学部助教授、 92年同学部教授を
経て、現職。博士（人間科学）（大阪大学）。 
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で活躍するために必要なことが必ずしも一致していないと
いうことがあります。ボランティア活動では、机上で学んだこ
とを実践の場で確認し、活用すると同時に、さまざまなパー
トナーとの協働、活動の企画立案、チーム運営などを通じ
て、人間力を養うことで、社会で活躍するための素地が作れ
ると考えています。実際、WAVOCのプロジェクト活動の主
体は学生です。3人の助教と事務所スタッフは学生の背中を
押してアクセルを踏んだり、時にはブレーキをかけたりして
バックアップしています。
　大学は象牙の塔と揶揄されることもありますが、ボラン
ティア活動は社会の真実に触れる場です。教育的な視点
で考えれば、WAVOCは学生をオーセンティック（本物）な
フィールドに送り出す仕組みだと言えるでしょう。

　当センターが提供する科目やプロジェクトで活動する学生
が自らの成長を語った先日のシンポジウムは、WAVOCの今
後の方向性を確認する上で、非常に大きな意味がありました
（P13参照）。今後は、次のステップとしてWAVOCの授業を選
択必修の単位として位置づけ、ゆくゆくは「ボランティア学」
というテーマスタディとして副専攻にできるまで体系化し、
WAVOCの教育事業を拡充していきたいと考えています。
　WAVOC設立からの７年を振り返りますと、05年度に採
択された文部科学省の特色ＧＰや各種財団からの助成金、
個人の篤志家や企業からの寄付金をいただいていることか
らも、WAVOCの取組が社会的に評価されていることを実
感しております。しかし、それと同時に、今後さらに発展する
上で、このような外部からの資金獲得、そして優秀な人材の
確保がますます必要であり、それらを達成しうる魅力的な
取組を積極的に展開しなければならないという課題も感じ
ています。このような課題を解決しながら、大学の宝である
学生たちの自己成長を促す、質の高い教育を進めていきた
いと考えています。

教育機関としての
位置づけを目指して WAVOCプロジェクト例�

プロジェクト名 活動地

環
境

エコミュニティ・タンザニア タンザニア国内
海外ボランティアリーダー養成プロジェクト
（ボルネオ） マレーシア・ボルネオ島

イグアス地域自然環境保全プロジェクト アルゼンチン
高尾の森づくり 東京都八王子市裏高尾町
思惟の森育林 岩手県下閉伊郡田野畑村

文
化
交
流

日本コリア未来プロジェクト 韓国・タイ
日越学生交流プロジェクト ベトナム
離島交流プロジェクト 沖縄県鳩間島・西表島

教
育ラオス学校建設教育支援 ラオス

人
権
DVほっとプロジェクト 国内・韓国
ハンセン病問題支援 国内・中国

農
業三芳村里山づくり・有機農業体験実習 千葉県南房総市

交�

流
難民交流プロジェクト 早稲田大学学生会館
まつだい早稲田じょんのび交流プロジェクト 新潟県十日町市松代・蒲生

ス
ポ
ー
ツ

スポーツボランティアプロジェクト 山梨県・海外
ダウン症児者・自閉症児者・親きょうだいの
ワクワクレスリング教室 早稲田

そ
の
他

アトム通貨 早稲田・高田馬場
早稲田レスキュー（災害救援ボランティア） 早稲田
ルワンダ学生交流会議 早稲田・ルワンダ
S.P.K.遺跡の保存と村づくり協力クラブ
（Ju-Ju） カンボジア・コンポントム州

ＷＡＶＯＣ講義科目�
ボランティア論�−入門と基礎理論−
ボランティア論�−体験の言語化−
環境とボランティア
グローバルヘルス
国際開発援助　理論と実践
自己表現論
国際交流と社会貢献
コミュニティ論�−入門と基礎理論−

体験的学習科目
持続可能な生活スタイル論
Field�Study�on�Peace�Building
ワークキャンプ論�−実践的リーダー養成講座−
ワークキャンプ論�−実体験の言語化−
人権と市民活動・ボランティア
カンボジアの文化遺産の保全と村づくりへの国際協力実習
持続可能な社会と市民の役割
東南アジアの開発問題とNGOの役割
コミュニティ論�−展開と実践−

早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）　
TEL:03-3203-4192　URL:http://wavoc.jp/問合せ先

ボランティア関連科目を履修して、
実社会を体験する
早大生なら誰でも履修できるオープン科目を
提供しています。

ボランティアプロジェクトに参加して、
多様な人々とつながる
国内外を問わず環境や教育など、さまざまな
分野で30を超えるボランティアプロジェクトを
運営しています。これらプロジェクトの主役は
学生。プロジェクトは18歳以上であれば早大生
に限らず誰でも参加可能です。

その他各種プログラムに参加する
WAVOCには学生が企画・運営するイベント
の他、企業、自治体などとの協働プログラム
も多数あります。

・ボランティアフェア（春・秋各1回）
　�WAVOCのプロジェクトが集結し、毎回さまざ
まな趣向を凝らした企画を展開します。2009
年は4月24日㈮に開催します。

・環境ボランティア学校（随時）
　�日産自動車と協働する「WIN日産」など、
環境ボランティア体験やワークショップを
行っています。

ボランティア関連情報を収集する
WAVOC所属の教員が成果をまとめたブック
レットを無料配布する他、ボランティア経験
豊富な学生スタッフが皆さんのボランティア相
談にのっています。

WAVOCでできること

ボランティアフェアの様子
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　今、心身の健康を支える保健医療分野で注目されているの
が、リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）です。未
婚女性や外国人など、社会的に弱い立場にある人々の望まな
い妊娠や性感染症は、世界的に深刻な問題となっています。
　WAVOC提供科目「グローバルヘルス」の講義では、性感
染症、ドメスティック・バイオレンス（DV）、望まない妊娠など
のトピックスを取り上げています。この授業の目的は、研究
プロジェクトを通じて、社会に対してメッセージを発信する
というものです。昨年は学生たちがデートDVに関する啓発
DVDを自主制作しました。非常に独創性の高い内容だった
のでより多くの人に見てほしいと考え、企業協賛を呼びかけ
たところ、数社の外資系企業から賛同をいただくことができ
ました。こうした支援をもとにこの作品を、全国の男女共同
参画センターに配布しています。失うものがなく、感じるまま
に表現する学生の力は希望です。私自身も、社会へメッセー
ジを伝えていく方法をさらに模索したいと思いました。
　講義やプロジェクトを通じて学生たちに気づいてほしいの
は、社会の問題は自分の問題であるということです。被害者
を支援するだけでなく、社会という大きな枠組みも変えてい
かなければ、問題は解決しません。そして、自分もその社会の
形成に加担している一人であることに気づいてほしいと考え
ています。社会問題は知識を得るだけでなく、その現実を感

じること、想像力を働かせることが必要です。その上で行動
することができれば、それが社会変革への実践です。
　学生はボランティアの機会を通じて、さまざまな立場の人に
出会います。例えばDV被害者に出会うと、当事者たちの辛い
体験を告白する勇気や強さに触れます。それは、支援するだけ
でなく自らも支援されているということを感じ、自分と社会の距
離を縮めるきっかけになるような体験です。そうした意味で、
学生のボランティアは社会に出る準備でもあると思います。

WAVOC「講義」と「実践」の融合
Part.2 - Lecture and Practice

WAVOCでは、知識を学ぶ講義と現場を体験する実習科目の組み合わせにより、

学生の社会貢献活動と体験的に学ぶ機会を提供することをサポートしています。

講義とプロジェクトを支えている3人の先生と、その講義を受講しプロジェクトに参加した学生の手記もご紹介します。

S
u

p
p

o
rt fo

r victim
s o

f D
V

自分と社会の
距離を縮めるきっかけに
WAVOC助教

兵藤智佳

感じたことを議論するの
は重要な過程。自分が
感じ取った問題を社会
にどう発信していくかが
テーマです

自主制作したデートDV問題啓発DVD。全国の男女共
同参画センターで入手できます。そのほか学校、市民団
体などに無料配布いたします。問い合わせは本学平山
郁夫記念ボランティアセンター（℡03-3203-4192　
Email:wavoc@list.waseda.jp）まで

法律と現実に向き合いながら

講義とプロジェクト体験から得たもの

尾上富美　法学部4年
�
　大学で法律を学んでいると、全て世の中は善か悪かの二
つで割り切れてしまうのではないかと錯覚することがある。
プロジェクトを通してDVを受けた女性たちと接し、彼女た
ちの負った計り知れない傷の大きさを痛感した。彼女たちは
「被害者」であり、救済されねばならない。しかし、暴力の被
害者であると同時に、家庭では子どもや身近な人に暴力を振
るってしまう人もいた。「加害者」の中にも幼い頃から虐待を
受けてきた人もいる。一人の中にも加害者と被害者の両方が
存在している。現実の社会は善か悪かという二つだけでは割
り切れないのだ。
　私が将来の仕事にしようとしている弁護士は、法を拠り所
に「加害者」か「被害者」か、を前提として人と向き合う。現
実の割り切れなさを知りつつも、私は善悪をハッキリつける
仕事に就こうとしている。その際は依頼人の利益のために全
力を尽くそう、そう覚悟を決め、4月からは
法科大学院に進学する。それが私の選ん
だ道だからだ。

担 当 講 義
グローバル
ヘルス
�etc .

プロジェクト
DV被害者
支援

尾上さん。栃木で行った
DV被害者支援キャンプで
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　アフリカへのボランティアプロジェクトの一つであるエコ
ミュニティ・タンザニア（エコタン）は、セレンゲティ国立公園
に隣接するロバンダ村での活動です。この村はゾウによる
農作物被害や人身被害に悩まされています。この問題の裏
にあるのは、先進国の環境保護思想により、現地の人々の
生活が抑圧されているという構造です。この村に住むイコマ
という民族は、もともと狩猟、農業、牧畜を生活の糧にして
暮らしてきました。しかし、象牙を目的とした密猟を取り締
まるための自然保護政策によって、イコマの食糧のための
狩猟までが禁止されてしまったのです。その結果、ゾウが人
間を恐れなくなり、被害が起こるようになってしまいました。
　こうした現状を講義やプロジェクトを通じて知ってもら
い、先進国の思想がマイノリティの暮らしに負の影響を与え
ることもあるという現実を理解してほしいと考えています。
そして、環境保護活動やボランティア活動は、メリットもデメ
リットもあるという多面性を意識する視点を養ってほしい
です。例えば、地球温暖化の要因は二酸化炭素であるかは
断定できないことや、他の考え方があることも知っておく必
要があるように。こうした多面的な視点は、学部の勉強でも
応用できると思います。
　学生たちにはなるべく現場に行って、現地の人の生の声を
聞いてほしいと考えています。情報はテレビやインターネットな
どを通じて身の回りに溢れていますが、自分の目と耳で体験
したことは、揺らぐことのない本物の価値基準として思考の
基盤になります。WAVOCではそうした機会を数多く提供して
いますから、学生に限らず多くの人に活用してほしいですね。
　今後は、学生がボランティアの経験を通じて学んだことや
成長したことを、多くの人に発信していくのを応援したいで
す。WAVOC主催のボランティアフェアもその一つ。活動で
感じ考えたことを外に発信すれば、さらに活動の輪が広が
るでしょう。学生たちの情熱とがむしゃらなエネルギーに今
後も期待しています。

E
co

-co
m

m
u

nity Tanzania
❶ 参加学生、村人、応
援・協賛してくれた人々
の“想い”という名の絆
の結晶・パジェロパト
ロールカー
❷小学校で、子供たち
にパトロールカー寄贈
に至るまでの経緯を説
明
❸ゾウ被害の実態と寄
贈したパトロールカー
の効果に関するインタ
ビュー調査
❹村の伝統ダンスを一
緒に踊り、絆を深める。
信頼関係を築く重要な
活動の一環

ボランティアを通して養う
多面的な視点
WAVOC助教

岩井雪乃

❶ ❸ ❹

❷

佐藤裕未乃　文学部2年

　私はもともと興味があった「環境とボランティア」の講義
を受講しました。地球温暖化は良くないし、環境は保護すべ
き対象としか考えていませんでした。しかし講義を受講し、
私の環境に対する固定観念は打ち破られました。岩井先生
が長年研究しエコタンの活動テーマともなっていた「ゾウ
被害」について知ったとき、人も環境の一部であること、自
然は保護の対象ではなく時には人に危害を加える存在で
あること、両者が影響し合いながら共生することが環境の
あるべき姿だ、ということを学んだのです。
　実際に行動し始めると本当に多くのものに気づき、出会う
ことができました。特に印象深いのは、タンザニアでの人と
人とのつながりです。知らない相手でも顔を合わせると言
葉を交わし、子どもたちは皆兄弟のように接し、一つの大き
な家族のように彼らは暮らしていました。そして彼らは私を
その輪の中に受け入れてくれました。タンザニアに来る前は
アフリカの人々は援助の対象であり、自分がその人々に援
助するのだと思い込んでいました。しかし、彼らはむしろ多
くのものを私に与えてくれました。
　日本に帰ってからはエコタンの活動を広める活動や、アフ
リカをより多くの人に知ってもらえるようなイベントを行いま
した。それはタンザニアにできた人とのつながりを、日本で
も大切にしたかった
からです。彼らの顔
を思い浮かべて…今
日も活動しています。

小さな一歩が彼らにつながっていると信じて

講義とプロジェクト体験から得たもの

佐藤さん。人とのつなが
りを実感できたタンザニ
アでのプロジェクトで

担 当 講 義
環境と

ボランティア
�etc .

プロジェクト
エコミュニティ・
タンザニア
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　なぜ今、ハンセン病問題を学ぶ必要があるのでしょうか。
現在、ハンセン病は治療法が確立され、日本でこの病気を
発症する人はほとんどいません。世界的に見ても、ハンセン
病はあと数年で制圧されるとの見通しもあります。これが意
味することは、一体何でしょうか？
　紀元前から存在すると言われるこの病気を、人類は徹底
的に嫌い、排除してきました。そのハンセン病が世界的に制
圧されるということは、「人類悲願の達成」といっても決して
誇張ではありません。その反面、ハンセン病が制圧されると
いうことは、人類共通の人権侵害という負の歴史に対する
忘却の始まりにもなりえるものです。
　人権問題は教科書で学ぶだけでは十分ではありません。
2003年に温泉ホテルが、ハンセン病療養所に暮らす人の宿
泊を断わった事件がありました。この事件について「ハン
セン病だった人に会ったこともないのに、その場でホテルに
抗議できるかどうかわからない」と言っていた学生は、プロ
ジェクトに参加し、中国のハンセン病快復村の老人たちと
一緒に生活したことで、何となく感じていた壁も偏見もなく
なったと言います。ハンセン病に対する知識だけでは、ハン
セン病の特殊性しか理解できませんが、実際に触れあって
みると、気の良いおじいさん、おばあさんたちであるというナ
チュラルさがわかります。教科書からも現場からも同時に学
ぶことが必要で、WAVOCではそれを目指しています。ハン
セン病問題を学ぶきっかけは、メディアも一つの手段です
が、社会からの関心が高まらなければなかなか取り上げら
れません。やはり教育機関に課せられた使命だと思います。
　今後は市民団体や財団法人などと連携し、大学だけでは
できない試みに挑戦できればよいと考えています。
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中国のハンセン病快
復村で。一人の人間
同士としてのふれあい
が、壁と偏見をなくして
いく

兼次亜衣子
2005年教育学部卒、共同通信社記者

　出身が沖縄ということもあり、ずっとマイノリティの問題
に興味がありました。その関心から、在学中も、人権問題を
扱う授業を受講し、そこでハンセン病問題と出会いました。
　授業の実習を通して、実際に療養所を訪問し、回復者の
方とお会いしたときのことは、今でも覚えています。それま
では、「弱い立場の側に立って物事をみていきたい」と思って
いたのに、どうしても後遺症の残る回復者の方の手に目が
いってしまいました。自分も、差別する側にたつ危険性を感
じたのを覚えています。
　そのことを意識しながら、いまも取材する人と自分の関
係を考えます。取材対象と記者という関係にとどまるのでは
なく、それとは違う地点で人間関係を作ることが取材するう
えで大切なことだと思います。
　これから記事を書いていくなかでも、「ハンセン病＝悲しい
病気」という枠だけにとどまるのではなくて、「すぐそこにナ
チュラルに生きている人」として伝えていきたいと思います。

相手との関係性をいかに構築できるか

講義とプロジェクト体験から得たもの

大学でハンセン病問題を
学ぶ意味
WAVOC助教

西尾雄志

兼次さん。星塚敬愛園（鹿児島県）で

担 当 講 義
ボランティア論、
人権と市民活動・
ボランティア
�etc .

プロジェクト
ハンセン病問題

支援
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社会貢献で大学生は育つのか
Part.3 - Symposium

1月29日、WAVOC主催のシンポジウムが開催されました。WAVOCで活動する学生がそれぞれの活動を通じて

自らが何を感じ、どのように変わったのかについて発表したほか、パネルディスカッションが行われました。

ここでは、メディア、企業、大学行政、大学のそれぞれの立場から有識者をお招きし、

「社会貢献で大学生は育つのか」というテーマで展開されたパネルディスカッションのダイジェストをご紹介します。

S
ym

p
o

sium五十嵐　学生の発表を見て、図書館にこもって文字を読む
という従来の学習とは違う可能性を感じました。本日は、大
学が学生をどのように育てていくのか、その中で大学生の
社会貢献活動がどのように社会に還元されるのかというこ
とについて語り合っていきたいと思います。最初に学生発
表のご感想をお聞かせください。
張　学生たちの発表から、それぞれの活動を通じて自分た
ちが何を感じ、どのように変わったのかを知ってほしいとい
う意志がひしひしと伝わりました。また、学生の自主性を尊
重しながらも、先生方のご指導、環境づくりがあって、プロ
ジェクトが成り立っていることを感じました。
今泉　大学がどのような教育を学生に提供していくかが社
会的に議論されている中で、学生発表を聞いて、非常に濃
密な学生支援が行われていると感じました。活動する学生
には、WAVOCで学んだことを一過性のものではなく継続
して日常的なことに生かしていってほしいです。
堀口　WAVOCは、教育、研究という大学の機能に、新たに
社会貢献を加えるという位置づけで発足しました。結果と
して、学生が育ち、同時に大学も教育方法を革新するという
意味で育っていると感じています。
五十嵐　WAVOCのような活動を通じて、大学が変わりつつ

あるということについては、大学行政の立場からはいかがで
しょうか。
今泉　学生だけでなく大学そのものも育っているというこ
とに同感です。昨年12月に中央教育審議会では「学士課程
教育の構築に向けて」という答申を出しました。大学で身に
つけてほしい力を「学士力」とし、そのための項目として、①
知識・理解、②汎用的技能、③態度・志向性、④総合的な学
習経験と創造的思考力を挙げ、こうした項目を満たした上
で、各大学での教育・研究がなされるべきだという考えを打
ち出しています。WAVOCが目指していることは、この方向
性と非常に合致していると思います。

五十嵐　こうした社会貢献活動をしている学生を企業はど
う評価しますか。
張　これからは勉強だけでなく、社会貢献活動などを通じ
て培った人間性を加味した評価ができればよいと思いま
す。ただ現段階では、学生がそうした活動経験を活かすこ
とができるのは自己PRくらいしかありません。WAVOCのよ
うに組織化されて、カリキュラムとして捉えることができれ
ば、企業も評価しやすいと思います。
五十嵐　社会貢献活動が長期化して、通常よりも遅れて就
職する場合、今日の社会がそれを受け入れられるのでしょ

WAVOCは、学生だけでなく
大学そのものも育てている

どこの大学を出たかではなく、
何を身につけたか

朝日新聞社
ジャーナリスト学校事務局長
� 五十嵐浩司氏

コーディネーター

三菱自動車工業株式会社
アドバイザー・前常務
� 張不二夫氏

文部科学省
高等教育局大学振興課
大学改革推進室長
� 今泉柔剛氏

早稲田大学　常任理事
WAVOC副所長
政治経済学術院教授
� 堀口健治氏

パネリスト
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うか。行政の立場からはどのようにお考えですか。
今泉　大学改革の方向性として、今後はどこの大学を出た
かではなく、何を身につけたかということが評価されるよう
になっていくと思います。企業としても、留学などで卒業が
遅れても、それは遅れではなくその学生の付加価値だと捉
え、採用するようになるのではと期待します。

五十嵐　WAVOCは世界を舞台に多くの学生が活動してい
て、組織運営が大変だと思います。財源の確保などはどうし
ていますか。
堀口　学生が自らのアルバイトで旅費を出しているというの
が現状であり、それは今後も変わらないと思います。しかし、
それ以外のスペースや教職員のサポート、予算などの点で大
学の支援はまだ不十分です。人手は足りない状態で、先輩学
生が後輩を応援しています。長期的には大学のカリキュラムと
してWAVOCの活動を位置づけ、必修科目や副専攻に認定す
るといったことも議論されています。そうすれば、新たな支援
も可能だと思います。
五十嵐　納税者の一人としては、税金を国公立大学だけで
なく私学のこうした活動にもあてればよいと思います。
今泉　私も賛成です。大学が教育を改善し、質の高いプロ
グラムを学生に提供する。それを受けた学生が社会に出て
活躍し、社会に貢献する。そのように公共の利益となるので

あるならば、税金を投入する意味があります。
五十嵐　学生たちが活動で得たことを社会に還元できるか、
それで社会を変えることができるかどうかということが、大
きな分かれ道になると思います。学生の活動支援の財源とい
うことも含め、私たち企業社会は何ができるのでしょうか。
張　企業の社会貢献活動は、社員に対して“気づき”を与え
るものでもあると考えています。当社でも植林活動をしてい
ますが、多くの社員が参加し、「企業も社会貢献をする」とい
う意識が少しずつ浸透しています。自然との共生、そして、
社会との共生を抜きにして、企業活動は成り立ちませんか
ら、ボランティア活動は必要なことだと思います。WAVOC
の活動が社会に広まり、そういった意識を持つ学生がより
多く社会に出てくるといいと思います。
五十嵐　新聞社も資金を提供することはできなくても、知恵、
人、紙面提供を通じて人々に伝えることで、社会貢献活動を
支援することはできます。WAVOCの活動を通じて、大学生の
皆さんが社会のさまざまな問題に気づいていることは素晴ら
しいと思いました。そういった感覚を持った人が社会に出て
くる。これは社会にとって非常にプラスであると思います。
堀口　今日は教育の方法について認識を改めました。学生
たちは、理論を学ぶだけでなく、自ら発信し社会に働きかけ
るところまで到達しています。そういったことを教育の場で
は大事にしなければならないと思いました。
今泉　誰かのために、少しでも何か役に立つことをしたとい
う意識を持つことで、自分が生きている意味を認識するの
だと思います。学生たちは、WAVOCの活動を通じて、自分
が生きている意味、人はどう生きていくのかということを学
んでいると思いました。
張　ボランティア活動の本質には、語り合いと仲間づくりが
あります。その仲間づくりが社会の大きなネットワークづく
りになっていくことを期待しています。熱意を持って語らい
をすれば、相手は必ず理解を示し、お互いが納得する方向
に持っていくことができる。ボランティア活動を通じて、より
多くの人がその気づきを得られればいいと思います。
五十嵐　そうですね。大学生の社会貢献活動が社会に還
元され、社会変革につながっていくことを願っています。
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自分が生きている意味、
人はどう生きていくのか
ということを学んでいる

と思いました。
（ 今 泉 ）

学生たちは、
理論を学ぶだけでなく、

自ら発信し
社会に働きかけるところ
まで到達しています。

（ 堀 口 ）

大学生にして、
これほどの“気づき”を
得ていることが、

素晴らしいと思います。
（ 五 十 嵐 ）

ボランティア活動の
本質には、

語り合いと仲間づくりが
あります。

（ 張 ）

ボランティア活動は、
社会に対する気づきを与えるもの

シンポジウム会場で
は、学生たちによる
プロジェクト報告の
展示も



福岡ソフトバンクホークス株式会社会長・前監督

王貞治さん

［プロフィール］

おう・さだはる
1940年東京生まれ。早稲田実業時代、春夏合わせて4回甲子園に出場し、2年生の時、春の選抜では主戦
投手として優勝。1958年、読売巨人軍に入団、プロ入り4年目に一本足打法を完成させ、以来連続13年間、
通算15回、本塁打王を獲得した。1977年には、大リーグ本塁打記録を破る756号を記録、1980年現役を引
退。通算本塁打は868号。1984年から巨人軍監督を5年間務め、1987年にはリーグ優勝を果たす。1995
年より福岡ダイエーホークス（現福岡ソフトバンクホークス）監督に就任。リーグ優勝3回、日本シリーズを
2回制覇し、2008年シーズンを最期にユニフォームを脱いだ。2006年には、「第1回ワールド・ベースボール・
クラシック世界大会」日本代表チーム監督に就任、初代チャンピンオンに導いた。本学推薦校友。

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

日本という国を精神的に豊かにする人材育成を
野球史に輝かしい歴史を刻んできた王貞治さん。
野球や人との出会いを通して学んだ人生の哲学、現在の思いを語っていただきました。

——これまでの野球人生のなかで、常に心掛けていたのはど
んなことでしょうか。
　私が22年選手として野球を続けてこられたのは、自分がもっ
と高いところを極めたい、という気持ちを持ち続けることがで
きたからだと思っています。同じ場所にはとどまれないわけで
すから、前に進む以上は、もっと良い形で進みたい。お金や
名声でなく、野球そのものに、とくに私の場合はバッティング
にハングリーであり続けなければと思っていました。ホームラ
ンも1試合4本打ちたい。そして、ギリギリで入るよりも、もっ
と強く、もっと遠くにボールを飛ばしたい、といつも考えてい
ました。
　強くなることは、プロである以上は当然の目標です。プロは
人に与える影響を考えると、生き様も大事だと思うんですね。
素質とは親から与えられた物。自分で磨くのはそのあとのこと
ですからね。僕らみたいな素質をもらったら、それを磨いて、
つぎは人に喜んでもらう仕事ができるかどうか。義務というと
堅苦しいけど、それが使命であり天命であると思っています。
自然にそう受け止めていったら、練習も苦にならなくなります。
——各分野の方との交流も深く持たれていたようですが。
　恩師やチームメイト、ライバルをはじめ、各分野の一流の方
など、人との出会いにはとても恵まれていました。経験のない
人は経験のある人から教えられる。敬意を表する。そのことを
ごく自然に受け止めればいいと思うんです。将来必ず自分にとっ
てプラスになるからです。大切なのは、自分にとってかけがえ
のない人との出会いに気付くかどうか、ですね。
　たくさんの方との出会いの中で学んだのは、「人生は氷山で
ある」ということです。ものすごい努力をされている方でも表
面に出るのは、ほんの一部分だけ。氷山の見えていない部分
が少ないと転覆してしまいます。見えない部分がしっかりして

いるから、自分の足で立っていられる。どんなに揺さぶられて
もびくともしない。このことを大切にいつも心に留めています。
——早稲田大学への期待をお聞かせください。
　国を支え、中枢になる人を育てているわけですから、日本
という国を精神的に豊かにするとか、人のために労をいとわな
いという人材を育ててください。大学でそうしたことを教えら
れるわけではないですけど、卒業した時に知らず知らずのうち
に身に付いていたという形が理想ですね。
　スポーツを通して、ルールを守る大切さを自然に学べば、友
達も自然にできます。私は野球しか知りませんが、野球であれ
ば、協調心も自然に出てきます。自分がバントしたから、ラン
ナーが進んだ。自分を犠牲にすることにより、得点に結びつく。
つまり、それぞれの役割があるんですね。その瞬間、瞬間を
自分が一生懸命にやってよかったなと思える人生を歩む人が多
ければ多いほど、幸せな国になると思います。
　早稲田というと、質実剛健といった、どちらかというと精神
的な部分が強いイメージがあります。それはこれからの世の中
で大切なことだと思います。お金がすべて、という世の中にな
りつつあるので、「日本人の心を持っているね」という人をたく
さん輩出してほしい、と思います。
——スポーツを通して子供たちとの交流なども積極的にされ
ていらっしゃいますね。
　野球を通して子供たちとふれあい、一人の男がこんな歳にな
るまで野球を続け、何かを人に伝えられる姿を見てもらう。そ
のことで、何かに熱中するのは、素晴らしいことなんだよ、と
いうことを伝えたいです。
　大人には、子供にそのような場と環境を与える責任があると
思うんですよ。長年野球をやってきましたので、そうした意味で
は、少しはこれから恩返しができるのではないかと思っています。
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社会科学総合学術院

久塚純一教授

プロフィール
ひさつか・じゅんいち
1948年北海道生まれ。同志社大
学法学部卒業後、九州大学大学
院法学研究科に進む。北九州大学
（現・北九州市立大学）法学部助
教授などを経て現職。研究テーマ
は社会保障の国際比較、高齢者の
ニーズ調査など。趣味は音楽。ビー
トルズをこよなく愛す。

学生の頃は勉強が大好きで、医
者になろうと思っていました。そ

の道を方向転換させたのは、世界中を熱
狂させたリバプールの4人組。私の10 〜
20代を直撃したビートルズは人生に大き
な影響を与え、今でも人と出会うきっか
けを与えてくれます。「あんな音を出した
い！」「あんな風になりたい！」と思い、
高校時代はバンドを組んでエレキギター
の練習に夢中、大学生になって校則から
解放されると、髪を伸ばしてかかとの高
い靴を履いて町を闊歩しました。ちなみ
に現在もワイシャツはピンホールのラウ
ンドカラーにこだわっています。
　そんなわけで、大学は試験科目の少な
い文系に転向。大学紛争のムーブメント
の中で関心のあった労働法と社会保障を
専攻しました。この選択は学問への興味
だけでなく、担当教授に魅力があったこと
も大きかったと思います。私たちは何かを
始めようとするとき、そこに魅力的な人が
いて、価値観を共有できるということが大
切なのではないでしょうか。ですから、社
会福祉という研究対象に興味を持っても
らえるように、研究者である私自身も魅力
的でなければならないと思っています。
　昨今、社会福祉の問題として年金につ
いて議論されることが多くあります。年
金を払うのは自分の将来のためでしょ
うか？それとも所得の保障を必要として
いる人を支えるためでしょうか？年金を
はじめとする社会福祉は、見えない相手
と連帯することによって成り立っていま
す。人間は一人では生きていけませんし、
まったく見たことのない人のために時間
とお金とエネルギーを惜しみなく使うこ
とのできる素晴らしい生き物です。
　しかし今の日本は、自分が社会的に連

帯していることを想像できない人が増え
ていると感じます。それは、自分が社会
の一員として生きていることを実感しに
くい社会になってきているからではない
でしょうか。例えば派遣社員という働き
方は、いつでも自分の代わりがいるとい
う状況ですから、職場におけるアイデン
ティティを確立することが難しい。しかも
その是非を議論するときには、企業対派
遣社員というように対立させて考えるの
が今の日本です。
　皆さんもホームレスと自分は関係ない
と考えてはいませんか。私も実際には、お
弁当を半分分けてあげることはなかな
かできません。しかし、国際比較研究を
しているフランスでのこと、酒盛りをして
いたホームレスたちと話していたら「お
まえも飲むか？」とビールのロング缶をく
れました。彼らは通りすがりの外国人に
でさえ、貴重なビールを分けてくれるの
です。これはフランスの社会と日本の社
会の違いかもしれません。
　みんなが社会の一員であることを実
感でき、お互いを支え合う社会を作るこ
とが、社会福祉の役割です。でも、制度
だけでなく価値観を変えることも必要で
す。例えば日本ではワークシェアリングが
なかなか浸透しません。日本人は働くこ
とに高い価値を置いているため、働く機
会を人に分けることに抵抗があるからで
す。これは制度によって変わるものでは
なく、価値観を変えるしかありません。大
学は、価値観を再生産する場所です。大
学は、社会福祉やそれを取り巻く学問、
例えば生きるための哲学などをもっと研
究、教育することが必要ではないでしょ
うか。早稲田をその分野に強い大学にし
ていきたいですね。

小

▲ 年末、パリのサン
マルタン運河で酒盛
りをしていたホームレ
スに分けてもらった
ビールのロング缶。
今でも大切な宝物
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A WASEDA Miscellany

This theme：

The Last
Science of Man

YANG Da 

Q： Please tell me how you came to Japan.
A： I have a Japanese grandmother and came to Japan with my family when I was 13. I grew up in Japan since then and 
after graduating from Waseda University and then working for Seijo University, I have been specializing in the research of 
Chinese grammar and teaching methods at School of Letters, Arts and Sciences, Waseda University since 2000.
Q：What are you tackling under the specialized themes of Chinese grammar and teaching methods? What 
is your current theme of study?
A： Conventional teaching methods of Chinese have been mainly a kind of craftsmanship owned by individual teachers. 
I am dealing with the development of new teaching methods, with the thinking that such know-how can be made into 
something universal. From the Edo Era to the present day, the speed of spatial transport between Tokyo and Osaka 
has experienced a drastic evolution. This is because technology is involved. On the other hand, the speed of learning 
Chinese hasn't really changed since the Edo Era. I am concentrating on making mastering of the language more 
efficient, using computers for repeated practices and listening, and to do what can only be done in the classroom such 
as the correction of pronunciation. An iPod application to learn Chinese is under development and a free trial version 
will be available in February. It is called, “Mr. Yang's Chinese”. In the study of foreign languages, “understanding” and 
“being able to use” are different. I am targeting “being able to use” the language.
Right now I am studying the “theory of information domain”. For one thing, humans identify what is in nature 
through invisible information processing. In addition, depending on the quality of information and the counterparts 
of conversation, man uses different sentence patterns. This is called the “theory of information domain”, which is 
applicable to every language.
Q：Please tell me what you want to achieve in the future?
A： I want to create a robot using the “theory of information domain”. We are experiencing the so-called revolution 
of robots now, with robots about to play a part in human life. However, human life has certain rules and manners, 
and languages change through the establishment of human relationships. When meeting someone for the first time 
acceptably polite terms are used, and when you get more familiar with that person, more frank terms are used. Unless 
we can equip robots with such intelligence, the difference between humans and robots will never be overcome.
Language can be considered signs of thoughts and is referred to as “The Last Science of Man”. Ultimately, I think 
it comes down to what mankind is, but this is something we do not have to make clear. We do not need to know 
something like that. This is the reason it is called “The Last Science of Man”. I want to communicate the profound joy of 
language.
Q：Is there anything that you enjoy doing in your private time?
A：I have always loved eating delicious food. If I compare it to movie 
theaters, I prefer small theaters where minor but quality movies 
are running rather than large ones where major films are 
presented. The same goes for restaurants. I go to good out 
of the way restaurants and enjoy not just tasty Chinese 
food but also cuisines from many different countries.
Q：Please tell me about your impression of the 
students.
A：They are very serious and absorb things well. I 
do not want to let them waste four years. It would 
be ideal if they can develop the power to think 
on their own and apply it to life. I hope that they 
act on the basis of global standards and develop 
themselves into people who are chosen in a global 
context.

Professor 
Faculty of Letters, Arts and Sciences



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。

学者・文化人は頼りになるか

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。

　ドナルド・キーンさんが文化勲章を受章さ
れたのを祝って、日本記者クラブが昼食会を
開いた。2000円の会費を払い、主賓と一緒に
お弁当を食べる。その後で、キーンさんが30
分ほど話をしてから質問に答えた。昼食会は
12時に始まり、13時30分に終わった。ユーモ
アたっぷりのとても面白いスピーチだった。
　キーンさんは若いうちから驚くほど各地
に出かけ勉強していた。舞台は欧州やアフ
リカの各地だが、目まぐるしいほどバラエテ
イに富んでいる。日本への関心はなかった。
日本に文学があるなど考えてもいなかった
そうだ。
　日本に目を向けさせたのは、ニューヨーク
で偶然見つけた古書の山の中に源氏物語
の英訳書を発見したためだ。読むと実に面
白い。日本にこんな素晴らしい文学があった
のかと小躍りした。第二次世界大戦の「召
集」を利用し、海軍の日本語学校を希望した
のは、仕事を使って日本語の上達を考えたか
らだ。
　キーンさんら日本語の分かる将校は、日本
軍兵卒が書いた日記や、日本軍が作った文
書を読んだ。日記の著者や事情を知ってい
る捕虜がいればそれを呼び、話を聞いた。そ
んなとき、キーンさんは捕虜であっても、脅し
て話させるようなことはせず、人間として対等
に扱ったということをスピーチでは強調して
いた。
　戦争が終わってアメリカは、今度は占領軍
として日本の権力を握り、日本人はそれにひ
れ伏した。だがキーンさんは日本と戦争をし
ていたときと同じように、人間として対等に付
き合うという態度を変えなかった。いつでも、
どこでも、だれに対しても、同じようにこれま
で振舞ってきたということだろう。

　最近はキーンさんを褒め称える研究者や
文化人が多い。キーンさんの生きる姿勢が
分かってきたためか。キーンさんの話を聞き
ながら、私は永井道雄（※）さんのことを思い
出した。
　永井さんは日本人でいちばん早くキーン
さんの力を認めた人である。キーンさんは
戦後、京都大学に留学した。日本の文化を
知りたかったためで、日本式の民家に下宿
した。そこへPｈDを取り、アメリカ留学から
帰ってきた永井道雄さんが下宿先で一緒
になった。
　永井さんは小学校時代から同級生だった
という中央公論の当時の社長嶋中鵬二氏を
紹介した。キーンさんは谷崎潤一郎氏をはじ
め、普通なら一介の研究者にはとても会えな
いような超一流の文学者に会えるようになっ
たのは嶋中氏のおかげだったといっている。
　永井道雄さんは、キーンさんの学識を高く
評価していた。日本人を凌ぐ、と。私が聞いた
のは、東京オリンピックが終わった翌年のこ
とだが、キーンさんの学識の深さを日本人に
いくら紹介しても、外国人に日本の文学など
分かるはずがないといって、信じる人はいな
かったと嘆いていた。

　当時の日本人には、それが普通だったろ
う。恥ずかしながら、私もキーンさんなる人物
の名前をこのとき知ったのに、学識の深さや
広さなどを理解しようと調べもせず、日本の
文学を外国人が理解するのは無理だととっ
さに思った。
　私のような「その他大勢」の者がそう思う
のはしょうがないだろう。だが当時、インテリ
と呼ばれた優れた人たち、一流の学者、研究
者、あるいはジャーナリストも含む文化人と呼
ばれる人たちが「その他大勢」と同じ感覚で
いられては困る。分からなければキーンさん

の仕事を調べて、その中身を確かめるべきだ
ろう。だが一流の人たちはそれをしなかった。

　　
　今になると、キーンさん、キーンさんであ
る。なぜなのか。何時からキーンさんの学識
が分かり、ファンになったのか。そのとき過去
の自分たちの不作為の振る舞いを恥ずかし
いと反省したかどうか。
　一流の学者、文化人と書いたが、考えよ
うによっては一流も三流も大差なく、どちら
もミーチャン、ハーチャンのようなのかもしれ
ない。みんな仲良く時代の流れに身を任せ
ていることが幸せだったのだろう。それをい
けないことだというのには勇気が要る。
　会場では何度か手を挙げて発言を求めた
が、何度やっても指名されず、貴重（だと私
が思っている）な質問はむなしく水に流れて
しまった。
　キーンさんに直接聞くことはたやすい。だ
がそれでは何かが欠ける。私は、シンポジ
ウムを開いてはどうかと思っている。出席者
には、一流を代表する学者・文化人一人と
三流を代表する学者・文化人も一人出てもら
い、それにキーンさんが加わる。さらに永
井道雄さんにも冥土からご参加願えないも
のか。
　ドナルド・キーンさんをどう評価したかと
いうことは、日本人が文化とどう向き合って
きたかという基本的な姿勢に関係する。極
めて重要なことであり、曖昧なままに過ごし
ていれば、これからも同じような無責任な態
度が繰り返されることを意味する。
　歯に衣着せず言えばキーンさんの会合
で、私を指命しなかった司会者に何ができ
るのか聞いてみたい。

ミーチャン、
ハーチャンの感覚

学者・文化人の仕事

ユーモア溢れる
スピーチの裏に

（※）�1923〜2006年　教育社会学者・第95代文部大臣
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Events
03 March

本学で2009年3月〜 4月に開催されるイベントを一部ご紹介します。
詳細は、直接【問合せ先】にご確認ください。
その他のイベントにつきましては、本学Webサイト

（http://www.waseda.jp/）をご覧ください。

Books

■『早稲田の片隅で －16号館に集った教師と学生たち』
     岡田浩平（名誉教授）編著　三元社　2008年7月刊

■『ト－マス・マン物語（３）晩年のトーマス・マン』
     クラウス・ハ－プレヒト著　岡田浩平（名誉教授）訳　三元社　
    2008年11月刊

■『発達障害のある子へのことば・コミュニケ－ション指導の実際
　  －評価からスタ－トする段階的指導』
    湯汲英史（教育・総合科学学術院）ほか著　診断と治療社　
　 2008年12月刊

■『商法総則・商行為法 （第2版）』
     大塚英明（法務研究科）・川島いづみ（社会科学総合学術院）ほか著　　　

有斐閣　2008年12月刊

■『夾竹桃と葱坊主 －内藤明歌集』
     内藤明（社会科学総合学術院）著　六花書林　2008年12月刊

■『基礎から学ぶ！　スポ－ツ障害』
     鳥居俊（スポーツ科学学術院）著　ベ－スボ－ル・マガジン社　
    2008年12月刊

■『マレ－シア青年期女性の進路形成』
     鴨川明子（アジア太平洋研究科）著　東信堂　2008年12月刊

■『大統領任命の政治学－政治任用の実態と行政への影響』
    デイヴィッド・E.ルイス著　稲継裕昭（政治経済学術院）監訳
    ミネルヴァ書房  2009年1月刊

■『だましだまし人生を生きよう』
     池田清彦（国際教養学術院）著　新潮社　2009年1月刊

■『統計学がわかる －回帰分析・因子分析編』
     向後千春（人間科学学術院）ほか著　技術評論社　2009年1月刊

■『70歳物理学者の「循環健康法」』
    広瀬立成（理工学術院）著　講談社  2009年2月刊

■ 『1945年の歴史認識 －日中対話の試み』
    劉傑（社会科学総合学術院）ほか編　東京大学出版会　2009年2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

今号のオススメ

『ヒュ−マンエラ−（第２版）』
小松原明哲（理工学術院）著
丸善　2008年12月刊

大事故の原因を探ると、意外にも些細なヒューマンエラーであることが多い。 
一方で臨機応変の行動により、大事故が防がれることも多い。産業安全を維 
持・向上するためには、人間行動の本質を解き明かし、工学としてアプローチ 
する必要がある。本書はこの視点に立った、ヒューマンエラー防止のためのユ 
ニークな実務書である。

『昭和史を動かした
アメリカ情報機関』
有馬哲夫（社会科学総合学術院）著
平凡社　2009年1月刊

アメリカ情報機関は昭和史の裏側でどう動いたか—。暗号解読をめぐる日米
開戦の謎、知日派グルーの天皇制存置工作、スイスを舞台にした日米双方の
終戦工作、日本をポツダム宣言受諾に導いた心理戦など、昭和史の重要局面を

「情報」の側面から読み解く。アメリカ公文書館から発掘された新資料を交え、
昭和史の知られざる一面に光をあてた。

卒業式

日程  2009年3月25日㈬　9時20分／ 11時30分／ 14時／ 16時
会場  戸山キャンパス　記念会堂／北九州学術研究都市会議場

2008年度　学部合同卒業式、芸術学校・川口芸術学校卒業式
および大学院学位授与式

日程 3月21日㈯〜 4月29日㈷
会場 大隈記念タワー10階　125記念企画展示室
美濃加茂市との共催による巡回展。逍遙が創設した第一次『早稻田文學』前後
の文学界を中心に逍遙の足跡を紹介します。

【問合せ先】文化推進部文化企画課　TEL:03-5272-4783
 http://www.waseda.jp/cac/

早稲田大学・美濃加茂市文化交流事業
「逍遙と『早稻田文學』展」

演劇博物館主催イベント

日程 3月25日㈬〜 4月26日㈰　10時〜 18時
20世紀を代表する歌舞伎の名女形、六世中村歌右衛門（1917 〜 2001）。
今展示では、その比類なき舞台から新作と復活狂言に焦点をあてます。

①「六世中村歌右衛門展 ―新作と復活狂言―」

日程 4月1日㈬〜 5月20日㈬（期間中休館：4月30日〜 5月6日）
女優・シャンソン歌手として、日本中から愛された越路吹雪（1924 〜 1980）。
彼女が大変こだわったという舞台衣装を多数展示します。

②「越路吹雪衣裳」展

日程 3月1日㈰〜 8月3日㈪
 野外特設劇場での上演と、数トンもの水を用いるダイナミックな演出で人気を博
してきた水族館劇場。20年の軌跡を追う。

会場 ①②③とも演劇博物館
【問合せ先】演劇博物館（総務）　TEL:03-5286-1829
 http://www.waseda.jp/enpaku/

③現代演劇シリーズ第33弾
「やぶれ船で流浪する水夫たち―水族館劇場20年の航跡―」

日程 3月25日㈬〜 4月25日㈯　10時〜17時（入場は16：30まで）　休館　日曜
会場 早稲田キャンパス　2号館1階企画展示室

「最後の早慶戦」に関わる資料や写真から当日の模様を再現。この試合に3番
レフトで出場し、特攻により戦死した近藤清に焦点をあて、戦争と学生について
考える。

【問合せ先】 大学史資料センター　TEL:03-5286-1813

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

『1943年晩秋　最後の早慶戦』刊行記念
大学史資料センター 2009年度春季企画展

「最後の早慶戦―3番レフト近藤清24年の生涯―」

日程 3月4日㈬〜 4月4日㈯
会場 早稲田ギャラリー
1873年に世界最大規模のラトビア「歌と踊りの祭典」が誕生しました。2003
年には「バルト諸国の歌と踊りの祭典」として、ユネスコ世界無形遺産に登録
されています。この祭典の様子を写真展にて紹介します。

【問合せ先】 国際部国際課　TEL:03-3203-7747

ラトビア「歌と踊りの祭典」写真展

学部・学校・大学院により時間・会場が異なりますので、詳細は本学Webサイト
をご覧ください。

会場



『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、4月下旬発行を予定しています。

早
稲
田

再 発 見
Rediscovery of WASEDA

早稲田キャンパスの新11号館が完成しました。

高さ68.5mと、大隈記念タワー（75.75m）に次ぐ高さを誇り、

最先端施設である一方、懐かしさを感じる一面も残されています。

それは、旧11号館のエントランスを忠実に再現していること。

1938年に、商学部出身者の寄附によって建設された旧11号館。

寄贈者の偉業と母校愛を讃え、「記憶」と「伝統」を次の世代に継承するために、

当時の面影を感じられる工夫がされています。

その他にも、大教室では床や椅子などに木材を多用。

木の温かみを感じ、昔の教室を彷彿とさせるつくりとなっています。

歴史性と先進性が融合したこの場所は、

早稲田の長い伝統を語り継ぐシンボルなのです。

過去と未来が交差する空間。
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