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　創立125周年記念事業の一つとし
て建設が進められていた早稲田大学
11号館が完成し、2月24日に竣工式が
行われました。11号館は商学学術院、
国際教養学部の拠点として、21世紀を
見据えた先進の教育・研究を推し進
めます。
　11号館のエントランスホール（１
階）、学生読書室（地下１階）、馬蹄型
教室（９階・２室）には創立125周年記
念募金に多大なご寄付を賜った寄付
者の芳名を冠し、顕彰プレートを設置
しています（冠名称は写真キャプショ
ンを参照）。また、学生ラウンジ（2階）
には、日本画家山田真巳画伯寄贈の
「シンシン金屏風」が飾られています。

権威ある学術賞に輝く

竜田邦明教授、日本学士院賞を受賞竜田邦明教授、日本学士院賞を受賞
　3月13日、本学理工学術院の竜田邦
明教授が第99回日本学士院賞を受賞
しました。受賞題目は『糖質を用いる
多様な天然生理活性物質の全合成』。
本賞は、1911年から日本学士院が学術

上特に優れた研究業績に対して授与し
ており、学術賞として最も権威ある賞
です。6月に予定されている授賞式は、
天皇皇后両陛下の行幸啓を仰いで挙
行されます。

PPRIZE

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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商学学術院・国際教養学部の拠点に

新11号館竣工式新11号館竣工式UUNIVERSITY

卓越した芸術作品の功績を称え

藪野健教授に藪野健教授に
2008年度日本芸術院賞2008年度日本芸術院賞

　芸術分野で顕著な功績を残した人
に贈られる2008年度日本芸術院賞が
発表され（3月25日）、芸術学校の藪野
健教授が美術部門で受賞しました。
　受賞作品は、昨年第62回二紀展

出品作「ある日アッシジ
の丘で」。昨年度の鈴木
了二教授（芸術学校）
に続き、本学教員の受賞は2年連続
となります。授賞式は6月15日、東京・

上野の日本芸術院会館で行われます。

PPRIZE

受賞作品「ある日アッシジの丘で」

大和証券グループ記念エントランス
ホール（右は同社執行役・中田誠司氏）

日本画「シンシン金屏風」
（右は山田真巳氏）

頂新国際グループ記念学生読書室
（右は同社会長・魏應行氏）

エムアウト記念教室
（右は同社副社長・藤野匠生氏）

福田秋秀記念教室
（右は福田秋秀氏）
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氏名 学位名 贈呈年月日 贈呈理由 贈呈時の職等

ケネス・J・アロー
名誉博士
Doctor of

 Laws
2009.3.28 現代経済学の確立に多大な貢献をなし、幅広い学問分野へ影響を

与えた功績による。

スタンフォード大学
名誉教授
ノーベル経済学賞
受賞（1972 年）

ガビン・ブラウン
名誉博士
Doctor of

 Laws
2009.4.1 大学行政と学術研究における卓越した業績と、日豪間をはじめとす

る本学の海外交流に対する多大な貢献による。
オーストラリア王立
科学協会創設所長

ブンヤシット・
チョークワッタナー

名誉博士
Doctor of

 Laws
2009.4.1

タイ王国と我が国との産業界の連携に大きく貢献するとともに、日
タイ両国の架け橋となる多くの人材育成に寄与してきた功績による。

タイ王国
サハグループ会長

スティーブン・J・
トラッテンバーグ

名誉博士
Doctor of

 Laws
2009.4.2 大学の行政と教育に対する卓越した功績と、日米間をはじめとする

本学の海外交流に対する多大な寄与による。
ジョージ・ワシントン
大学名誉学長

氏名 表彰名 贈呈年月日 概要・贈呈理由 贈呈時の職等

三木卓 芸術功労者 2009.4.1

稲門出身文学者として常に戦後の詩壇・文壇に重い位置を占め、詩・
小説・童話・翻訳・評論と諸分野で多彩な活動を続け、早稲田大学
の文学伝統を継承するとともに、日本の現代文学に独自の重量感あ
る文学世界を形成してきた氏の功績による。

詩人・小説家
日本芸術院会員

川淵三郎 スポーツ功労者 2009.4.1 日本サッカー界の指導者として永年にわたって尽力し、サッカー界の
みならず我が国の地域スポーツ振興の発展に寄与した功績による。

日本サッカー協会
名誉会長

12,580名の旅立ち、13,314名の出会い

2008年度卒業式、2009年度入学式
　3月25日に2008年度学部・芸術学校
卒業式、大学院学位授与式が行われ
ました。途中からあいにくの雨となりま
したが、色とりどりの振り袖や袴がキャ
ンパスを彩りました（写真上）。この日
卒業したのは、学部9,695名、芸術学校
106名、大学院修士課程1,909名、専門
職課程699名、博士学位受領者171名、
合計12,580名。「早稲田で育った皆様は
疑いなく『社会のために育った』と確信
します。早稲田人として前を向いて自信
をもって進んでいってください」という
白井克彦総長の言葉に背を押され、そ

れぞれの道に歩を進めました。
　一方、4月1日、2日には2009年度入学
式（学部・大学院）が行われ、学部10,147
名、大学院3,167名、総数13,314名の新
入生を迎えました（写真下）。新入生に
は、白井克彦総長から「他者の助けや
支配なしに自分の力で物事を考え、実
行できる“立つ”『自立』と、地球市民と
して、強い倫理観を持ち、自分の立てた
規律や規範に従って行動するという意
味で“律する”『自律』を実現して欲し
い。そして精一杯の青春を実現し、知的
探求する喜びを満喫し、世界のリーダー

として、人類・社会のために資するという
使命感を持つ人材に育ってください」と
期待の言葉が寄せられました。

UUNIVERSITY

UUNIVERSITY 名誉博士学位贈呈、功労者表彰優れた業績・貢献を称え

　3月から4月、入学式等において、学問、芸術、社会または人類のため顕著な貢献をした方に対する名誉博士号の贈呈、および
芸術またはスポーツの振興に顕著な功績のあった校友に贈られる芸術功労者、スポーツ功労者の表彰が行われました。
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　1月29日、本学と慶應義塾大学・東京工
業大学・東京大学の4大学からなる、ナノ･
マイクロファブリケーションコンソーシアム

（以下「4大学コンソーシアム」）は、川崎市
と医療・環境・エネルギーなどに関連する
産業の活性化と科学技術立国を目指す

我が国の発展や人々の生活の
向上に貢献していく基盤技術と
して期待されている「ナノ・マイ
クロ理工学」の大きな研究成果
を産み出すとともに、研究成果
を活かした産学連携の推進に
向けて、両者が相互に連携・協
力して取り組んでいくことにつ
いて基本合意を締結しました。
　４大学コンソーシアムは、

「拡張ナノ空間（10nm～１μm）」と
呼ばれる未開拓領域の工学研究を促
進するための共同事業体です。ナノ・
マイクロファブリケーション技術を
中核とした研究拠点を、研究開発機
関や高度な技術力を持つ企業が集積
する「ものづくり都市・研究開発都
市」 ─川崎市に設け、ナノ・マイク
ロ理工学分野の研究教育に取り組む
とともに、最先端の新技術開発、新製
品・新産業の創出を目指したものづ
くり産業を牽引する企業等との連携
を推進します。

４大学コンソーシアム「ナノ・マイクロ理工学」で研究連携

慶應大・早大・東京工大・東京大慶應大・早大・東京工大・東京大
川崎市と研究拠点設置および産学連携推進で基本合意川崎市と研究拠点設置および産学連携推進で基本合意

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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　京都大学、慶應義塾大学、東京大
学、立命館大学、早稲田大学の5大学
は共同で、ワシントンD.C. に米国NPO
「日米研究インスティテュート」を4月14
日に設立。そのキックオフとして3月5
日、国際シンポジウム ｢オバマ新政権と

今後の日米関係｣を開催しました。参
加者からは ｢アメリカの保護貿易にど
う対処するか」｢日中米の関係は発展
するか」など活発な質問がありました。
　同インスティテュートは、日米両国が
直面する金融を始めとするさまざまな

グローバルな問題の解決のため、日米
の大学・実業界の人材をフルに活用し
て具体的な成果を目指すとともに、若
手研究者を育成していきます。

5大学共同で米国NPOを設立

日米研究インスティテュート設立日米研究インスティテュート設立
国際シンポジウム開催国際シンポジウム開催UUNIVERSITY

左から慶應義塾大学 安西祐一郎塾長、白井総長、
東京大学 小宮山宏総長、東京工業大学 伊賀健一学長

　3月16日、学校法人順天堂大学（小
川秀興理事長、木南英紀学長）と、医療
と建築の融合を目指し共同研究を開始
し、研究分野における協定を締結しま
した。
　主な研究内容は、次世代環境医療に
関する研究、エコキャンパス・ホスピタ
ルに関する研究、病院建築に関する研

究、病院・医療システムに
対応する建築工学的研究、
研究者交流など。順天堂
大学では本郷キャンパス
の大規模な再編を計画中で、その際に
エコキャンパス・ホスピタルを実現する
ため、今後はエコ分野でも共同研究に
よる連携を進めていく予定です。

　また同日、両大学の主催による記念
シンポジウムも開催されました。

医療と建築の融合を目指し

順天堂大学と研究分野で協定順天堂大学と研究分野で協定UUNIVERSITY

左から西谷章常任理事、白井総長、順天堂大学 
小川秀興理事長、同富野康日己医学部長



5

■“期待実現社会”理論の構築イメージ ■拠点体制イメージ

　平成20年度文部科学省「グローバ
ルCOE（Center Of Excellence）プロ
グラム」に採択された本学3拠点を紹
介するシリーズ、最後に『制度構築の政
治経済学─期待実現社会に向けて─』
（GLOPEⅡ、拠点リーダー：田中愛治
政治経済学術院教授）について掲載し
ます。

　個人や集団の行動は、現在・将来の
生活や他者の行動について自らが抱く
願望や予想─期待─に影響されます。
そうした期待の形成は、社会で許され
る行動規範・ルール─制度─により促
進・抑制されます。そして、これらの制
度もまた人々に共有された期待をもと
に成立し、期待が実現される限りにお
いて維持されます。もし、制度が人々の
期待に応えられない場合、制度は機能
不全に陥り、その結果、人々の制度へ
の期待がさらに減退するという悪循環
を生じるでしょう。現在の年金問題な
どは顕著な一例と言えます。
　従来の政治学・経済学はこのような問
題を解決するために、個々の構成員の行

動とそれを律する制度との関係は分析
してきましたが、構成員の期待がどのよ
うに制度に反映され、それが共有化され
た時にどのような効果を生み出すのか、
つまり、個々の構成員の行動と制度とを
リンクさせる期待の役割に関しては、焦
点を当てて分析してきませんでした。
　本拠点の目的は、このような期待の
役割を分析し、人々に期待実現の機会
をより多く提供できる社会─「期待実
現社会」─が備えるべき条件を明らか
にすることです。

　2003年度採択の本学21世紀COEプ
ログラム「開かれた政治経済制度の構
築」（GLOPE）では政治学と経済学の
方法論的融合を達成しましたが、本拠
点ではこれを基礎に、「期待」と「制度」
をキーコンセプトとして両学問分野の
さらなる理論的融合を図ります。
　方法としては、まず、期待と制度との相
互関係を、理論モデルと経験的分析ツー
ル（特に21COE-GLOPEが開発した政
治経済実験及びモバイルPCを用いた大
規模世論調査CASI）を相互にフィード

バックすることによって制度実証理論を
構築します。同時に、個人・集団間の利
害対立を回避しうる制度がいかなる意
味で社会に利益をもたらすのか、その判
断基準を明らかにし、この判断基準の正
当性の根拠を規範として共有された期
待との関係から吟味することによって制
度規範理論の構築を目指します。
　そのために、GLOPEによって形成さ
れた国内外学術ネットワークもさらに
強化・活用していきます。

　また、研究過程において、専門的な
研究者だけではなく、「専門知」を実践
的に活かす人材を育成することも本拠
点の使命です。
　本学大学院政治学研究科と経済学
研究科の共同による合同演習を通じて
領域を超えた研究コミュニティを形成
するとともに、国際教育研究ネットワー
クの拡充により海外協力機関への派
遣や国際シンポジウム・ワークショップ・
クロスオーバーセミナーなどを通じて、
若手研究者が育つ環境整備を進めて
います。

平成20年度文部科学省グローバルCOE

『制度構築の政治経済学』プログラム『制度構築の政治経済学』プログラムRRESEARCH
&

EDUCATION

「期待実現」機会の多い社会を目指す

実証理論と規範理論を両軸として
若手研究者育成プログラムを強化

※プロジェクト等の詳細は、同研究拠点ホームページ（http://globalcoe-glope2.jp/）をご覧ください。
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　3月14日、大学院法学研究科主催の
シンポジウム『法理論と法実務との統
合～教育的側面を踏まえて』が100名
近い参加者で開催されました。これは、
同研究科が採択された文部科学省大
学院教育改革支援プログラム「法学研
究と法律実務の統合をめざして」（拠
点リーダー：近江幸治研究科長）の初
年度の活動を総括するものです。
　「法科大学院の課題と展望」（佐藤

幸治京都大学名誉教授）、「3月にスター
トした韓国の法学専門大学院の状況」
（金相容韓国延世大学校教授）、「早稲
田大学の法理論と法律実務の統合の
検証」（岩志和一郎本学教授）の報告
に続き、宮島司慶應義塾大学教授、高
翔竜大東文化大学教授を含む8名での
パネルディスカッションでは、今後の法
学研究と法曹教育について2時間にわ
たり熱い議論が繰り広げられました。

法学研究と法曹教育の架橋たる研究大学院として

大学院法学研究科シンポジウム開催大学院法学研究科シンポジウム開催

佐藤幸治京都大学名誉教授

　早稲田大学・サイバー大学合同エジプ
ト調査隊（隊長：吉村作治サイバー大学
学長、早大客員教授）は、エジプトの首都
カイロの南南西40kmの位置にあるアブ・
シール南丘陵遺跡で新王国時代第19王
朝のファラオ、ラムセス2世（紀元前1279-
1213年）の孫王女と思われるイシスネフェ
ルトの埋葬室と石棺を発見しました。
　ラムセス2世の皇太子カエムワセト王

子にはイシスネフェルトという名前の娘が
おり、墓が彼の葬祭殿の近くから発見さ
れ、石棺に王族の女性を示す称号が記
されていることから、発見された石棺は、
彼の娘のイシスネフェルトのものであると
調査隊は考えています。
　カエムワセト王子の娘の墓が発見さ
れたことで、今後カエムワセト王子本人、
あるいは妻、息子などの墓が周辺から発

見されることが期待されます。なお、丘陵
頂部で墓が発見されたのは初めてのこ
とで、これまでの新王国時代の墓地の分
布が塗り替えられることになりました。

　基幹理工学部機械科学・航空学科
の川本広行研究室は、米国NASAと
共同でアポロ11号が持ち帰った月の砂

（ルナダスト）を用
いた静電搬送実
験を行い、ルナダ
ストの除去に成
功、同研究室が
開発した静電力

を用いた粒子搬送システムの有効性の
実証に成功しました。
　近年、世界各国で月探査計画が進め
られていますが、月面上に存在するル
ナダストと呼ばれる微小な粒子による
各種の障害が大きな問題になると予
想されています。ルナダストは太陽電
池パネルの上に降り積もったりするこ

とで機器を故障させるおそれがありま
す。宇宙飛行士が吸い込むと健康に害
を及ぼすとも言われています。
　このシステムにより、ルナダストによ
る各種機器の故障や宇宙飛行士への
健康被害など、月面活動において生じ
ると予想されている様々な障害の解決
に寄与することができます。

ヒエログリフで「高貴な女性」の石刻

ラムセス2世の孫王女イシスネフェルトのラムセス2世の孫王女イシスネフェルトの
石棺を発見石棺を発見

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

RRESEARCH
&

EDUCATION

RRESEARCH
&

EDUCATION

RRESEARCH
&

EDUCATION

宮島司慶應義塾大学教授

イシスネフェルトのミイラが入っていた石棺（ク
リーニング後）ⓒ早稲田大学エジプト学研究所

スイッチを入れるとみるみる消える砂

理工・川本研究室、月調査に寄与

「月の砂」「月の砂」
除去システム開発除去システム開発

川本教授
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　2009年度授業実施にあたり、以下の変更がありますのでお知らせします。

　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」を日英２か国語
で展開しています。是非ご覧ください。

”WASEDA ONLINE” transmits information 

of Waseda University in both Japanese and 

English on an international basis on the 

website of Daily Yomiuri online. Please be 

sure to visit the website.

授業日程・授業時間の変更について授業日程・授業時間の変更について

2.授業時間の変更について　※赤字部分が、現行の授業時間からの変更部分。
時限 新授業時間 昨年度までの授業時間
1時限   9:00 ～ 10:30   9:00 ～ 10:30
2 時限 10:40 ～ 12:10 10:40 ～ 12:10
3 時限 13:00 ～ 14:30 13:00 ～ 14:30
4 時限 14:45～ 16:15 14:40 ～ 16:10
5 時限 16:30～ 18:00 16:20 ～ 17:50
6 時限 18:15～ 19:45 18:00 ～ 19:30
7 時限 19:55～ 21:25 19:40 ～ 21:10

箇所長の嘱任について箇所長の嘱任について
箇　所　名 役職名 氏　名 任　期

エクステンションセンター 所　長 （新）岩井方男 2009 年 4月 1日～ 2010 年 9月 20日
先端科学・健康医療研究機構 機構長 （再）白井克彦 2009 年 4月 1日～ 2010 年 3月 31日
IT 研究機構 機構長 （再）大附辰夫 2009 年 4月 1日～ 2010 年 9月 20日
ナノ理工学研究機構 機構長 （新）川原田洋 2009 年 4月 1日～ 2010 年 3月 31日
日欧研究機構（新設） 機構長 （新）田山輝明 2009 年 4月 1日～ 2010 年 9月 20日
重点領域研究機構（新設） 機構長 （新）堀越佳治 2009 年 4月 1日～ 2010 年 9月 20日
研究戦略センター（新設） 所　長 （新）中島啓幾 2009 年 4月 1日～ 2010 年 9月 20日

1.国民の祝日における授業実施について

　各曜日ごとに15回の授業日を確保するため、以下の国民の祝日にも授業が行われます。
　　4月29日㈬・7月20日㈪・10月12日㈪・11月23日㈪

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

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

※ 上記の4日は国民の祝日（昭和の日、海の日、体育の日、勤労感謝の日）ですが、通常通り授業を行います。この4日以外の国民の祝日は、
授業を行いません。また、この4日に授業を行う代わりに、以下の休業日を設けます。 

▲
4月30日㈭、5月1日㈮、5月2日㈯、10月22日㈭

Opinion
本学教員が、専門を生かして
社会的テーマについて執筆

News
大学ホームページとはひと味
違うトピックをお届け

Waseda Movie
トピック映像を配信

Research
本学研究者のプロファイルや研究
プロジェクト最新情報を紹介

Culture
大学で開催される展示等に
関係した話題を詳説

※上記は、コンテンツの一部です。

ワセダオンライン 検索索
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　本学は2007年の創立125周年を迎え
るにあたり、｢早稲田｣から ｢WASEDA｣
へ、アジア太平洋地域を中心としたグ
ローバルユニバーシティ ｢WASEDA｣の
構築を掲げました。その柱のひとつとし
て、世界に貢献できる人材を育成するた
めに ｢教育の早稲田｣の充実を図ってい
ます。
　「教育の早稲田」のための最大の課

題は国際化です。

留学生の受け入れ体制の整備はもちろ
ん、日本人の学生にも留学生と机を並べ
て学び、交流することによって、国際感覚
や世界的な人脈を形成できるような教育
環境を整備しています。
　また、ダブルディグリープログラム*など、
国内外の大学と連携した開かれた大学
を目指しています。ヨーロッパでは、OECD
やユネスコが中心になって、学生が国を行
き来して自由に学べるように各大学の水
準を合わせ、教育の質を保証しています
が、そうした世界の動きにも対応していき
ます。すでに国際教養学部をはじめ、政
治経済学部や理工学部でも英語による
講義が始まり、国際化が進んでいます。こ
の流れは全学部に共通しています。

Special Report

早稲田大学が目指すべき将来像の実現に向けて策定された中長期計画「Waseda Next 125」の中でも、
特に重点が置かれているのが「『教育の早稲田』の充実」という課題です。
その全体像をお伝えするとともに、推進事業のひとつ、オープン教育センターのプログラム内容を中心にレポートします。

早稲田大学 総長早稲田大学 総長

白井克彦白井克彦
63年早稲田大学理工学部電気工学科卒。
同大学院理工学研究科修士課程、博士課
程を経て、73年工学博士（早稲田大学）。
65年早稲田大学第一理工学部助手、68
年専任講師、70年助教授、75年教授。専
門分野は知能情報学。事務システムセン
ター所長、教務部長、国際交流センター所
長、常任理事を歴任し、02年より現職。

世界のフィールドで
力を発揮できる人材を育成

Waseda Next125 “教育の早稲田”

早稲田の教育は、世界に貢献するために進化し続
Interview 1Part
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　さらに、世界で通用する研究者を育成
するためには、学部段階から物事を突き
詰めて考える訓練をすることが必要です。
最近の学生は以前よりは勉強するように
なりましたが、海外の学生に比べるとまだ
まだ甘い。研究者にならなくとも、あらゆ
る仕事でオリジナリティを発揮するために
は、知識だけではなく、自分自身で能動的
に考え行動する力が求められています。

　大学進学率が約50%となり大学の大
衆化が進むなか、学生の基礎力に幅が
生じています。本学では全学基盤教育と
して、いわゆる基礎学力ではなく、大学で

学ぶために必要な能力の習
得に注力しています。

具体的には、世界の人 と々コミュニケート
するための英語力、学術的文章を書くた
めの日本語力、社会科学などの文系の学
問を学ぶ上でも役立つ数学力を強化す
る講座を用意しています。文章を書く、数
理的な能力を磨くということは、論理的思
考力を鍛えることにもなるのです。
　一方、学部教育の大きな課題として、4
年次をどう過ごすかということがありま
す。就職活動は3年次の後期から始まり、
多くの学生は4年次になると就職も決ま
り、卒業必要単位もほとんど取ってしまっ
ている。最後の1年間でさらに能力を伸ば
して付加価値をつけるために、大学として
何をすべきなのか。就職後に役立つ実務
的な授業を提供したり、見聞を広げるた
めに海外経験の機会を与えたりすること
などがアイデアとして挙がっています。

　学部ごとのカリキュラムは固定されてい
ますが、オープン教育センターには学部
の枠を超えた3,000以上の講座が用意さ
れ、興味の赴くままに知的好奇心を満た

すことができ、副専攻とすること
もできます。領域横断的

に学ぶこと、教えることは、学生・教員双方
にとって刺激的なことです。
　また、学期制のあり方も課題です。4月始
まりの日本の大学は、9月始まりが主流の
海外の大学と行き来することが難しいの
が現状です。また本学でも、授業期間が2
学期制で固定化しているため、海外のサ
マースクールなどに参加しにくい。集中的
に単位を取得できるクォーター制（4学期
制）の導入などによって、2～3カ月や半年
日本を離れて海外に行くことを可能にす
るなど、時間を有効に使うことのできる仕
組みを検討しています。

　各学部でもそれぞれの専門性を向上
するとともに国際化に対応した取り組み
が行われ、充実した学部教育を提供して
います。その教育レベルや体制は、日本の
総合大学では随一と自負しています。特
に国際化については群を抜くと、海外の
大学からも評価されています。なにより早
稲田の一番の魅力は、キャンパスに活気
があり、刺激を与えてくれる仲間がいて、
濃密で楽しい学生生活を謳歌できるこ
と。自由を重んじる伝統と、知を保証する
確固たるシステムとのバランスではないで
しょうか。

より自由度の高いカリキュラムへ、
支える仕組みを検討中

大学で学び、社会で活躍する、
そのための力をサポート

早稲田の最大の強みは
濃密で楽しい学生生活

グランドデザイン

けています

* 相手校への留学を通じ、卒業時に早稲田大学の学位と海外
派遣先大学の学位を取得できる教育プログラム
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21世紀社会に対応するため、総合大学としての特色を生かして、学部の枠を超えた総合的かつ多様な教育を実現することを目的に
設置されたオープン教育センター。本学の重点教育事業のひとつとして、ますますその役割が大きくなっています。
同センターが提供するプログラムについて、その可能性を探ります。

オープン科目のひとつ「21世紀世界における戦争と平和」では、
元沖縄県知事大田昌秀氏や広島市長秋葉忠利氏（写真）な
ど（2008年度実績例）のゲストスピーカーによる講義も充実

　あるテーマのもと、複数の演習（ゼ
ミ）が設置され、さまざまな学部・学年
の学生が集まって領域横断的に学び
ます。１・2年生が優先の科目となってお
り、低学年のうちから専門分野の知識
を得るだけでなく、討論する力や、プレ
ゼンテーション能力、自分で物事を考
えるという学問本来の姿勢を養うこと
によって、学びへの可能性を広げます。

全学共通のオープン科目で、
より広がりのある「知」の世界へ

　多様な教育・研究機関によって構成
されている早稲田大学。2000年12月に
設置されたオープン教育センターは、学
部ごとの独自性をもつ“ローカル”な領
域と、全学を横断する“グローバル”な
領域との連携を図るべく事業展開をし
てきました。
　同センター独自の設置科目のほか、各
学部、研究科、他大学との連携により提
供される全学共通のオープン科目は現
在3,000以上。どの学部に所属する学生
でも学年や専攻分野にとらわれずに履
修できます。さらに、社会との接点をも
たらす社会連携講座などで、実社会に
対応できる力、目線を養うなど、学びの
スタイルは自由自在。好奇心と学びへの
意欲で、「知」のユニットを自己編集でき
るのです。

　講義科目では、広範な教養を身に付
けられる、時代に即したテーマに触れ
ることができ、１つのテーマに多面的に
アプローチする方法を修得します。

　早稲田大学平山郁夫記念ボランティ
アセンター（WAVOC）と連携して運営
する科目をはじめ、海外で実習しながら
学ぶ海外実習科目も充実しています。

　国際コミュニケーション能力を高める
ため、レベルや目的にあったプログラム
を開講（詳細はP14）。少人数制のグルー
プレッスン、リアルタイムで行う海外との
ゼミや授業までステップアップします。ま
た、アイヌ語やアイルランド語などの多様
な言語科目は、日本では学ぶ機会が限
られている言語を学べる貴重な場です。

選択肢は3,000以上　 学際的なアプローチを修得　

実践に強い語学力を獲得

自分の目と足で深める
国際理解

ゼミ形式で学ぶ

テーマカレッジ

学部の垣根を超えて学ぶオープン科目の可能性2Part

大学で学ぶために必要な基礎力「英語
力・日本語力・数学力」を身に付けるため
のアカデミックリテラシーがさらに
パワーアップ。
 

▲

詳細はP14へ

学生と企業のプロフェッショナルが協働して
ワークショップを立ち上げ、プロジェ
クトを遂行します。企業人の仕事
に直に触れながら学べる社会
連携の形が実現しました。

WASEDA式アカデミックリテラシー プロフェッショナルズ・ワークショップ
で社会を知る

政治・経済・社会・文化・テクノロジー
の領域で活躍する講師を迎え、20世紀末
から現在に至る社会的変動を概観します。

新設コースが加わり、20コースに
 

▲

詳細は次ページから

カレントトピック科目
「21世紀の日本の風景
　─この10年を振り返る」

テーマスタディ（全学共通
副専攻）がさらに充実

2009年度

重点項目と特色

「新しいアジア」を味わい知ろう

アイルランドの文化

イスラム的・知の探訪

越境する想像力

音響学

変わりゆく現代都市・地域

感性と文化

国際言語文化研究

ことばの科学

コリア研究

ジェンダー研究

台湾研究

奈良美術研究

東アジア研究

テーマカレッジ テーマ例　
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4万人の個性に火をつける！

自分が所属する学部の主専攻とは別に、もう一つの専門分野を持てる副専攻制度「テーマスタディ」。
テーマスタディ設置の目的、学生にとってのメリットとはどんなことなのでしょうか。
また例として、2つのテーマスタディについて、そのテーマを学ぶことで、学生に得てもらいたいことなどをお聞きしました。
多彩なオープン科目の中から自分で戦略的かつ体系的に学び、知の開拓をする、
「第2の強み」を育むための本学の取り組みをお伝えします。

「第2の強み」を育むテーマスタディ（全学共通副専攻）とは

　テーマスタディは、設置されている20
コースのうち一つを自分の副専攻にで
きる制度です。オープン科目群の中か
ら、各コースが指定しているコア（必修）
科目と選択科目を選んで修得すること
で、既存の学問にとらわれないユニーク
なテーマを学べます。早稲田大学ならで
はの伝統と総合力を活かした制度と言
えるでしょう。
　設置の目的は、主専攻の他に「第2の
強み」を持ってもらうことです。社会で
戦っていく上で、主専攻は言わば「剣」
のようなもの。一方で、副専攻はその人
の持つ強みを補強するものとして、「盾」
の役割を果たしてくれます。さまざまな
引き出しを多く持つ人は、心に余裕が
あって魅力的です。
　選択するメリットは、社会で自らのブ
ランド力を戦略的に構築できること。大
学入学後、学部と全学を見渡して、ある
学問分野に興味を持ち、深く学びたくな
る学生も多くいます。そんなときに、テー
マスタディで学んでおけば、社会へ出て
大学での専攻について問われたときに、
ただ漫然と授業を受けている学生とは
違うと判断されるでしょう。「学問に対し
て真摯に取り組む姿勢」がきっと評価さ
れるはずです。

　教授の「教えたい」欲求と学生の「学
びたい」欲求が合致するのが、教育の
原点。現在、教授たちの間では自発的に
コース開拓をする動きがあり、さまざま
な新しい学問が生まれつつあります。学
生たちにも、その潮流に乗って一歩踏み
込んだナレッジの開拓をしてもらいた
い。そして、一人でも多くの学生が人とし
てのスケール感を身につけ、社会に羽ば
たいてほしいです。

魅力ある人間形成のために「引き出し」を増やす

2009年度テーマスタディコース

オープン教育センター教務主任
社会科学総合学術院教授

早田宰教授

早稲田大学政治経済学部卒、同大学院
理工学研究科建設工学専攻博士課程単
位取得満期退学。東京都立大学工学部助
手、早稲田大学社会科学部専任講師、同
助教授を経て、2002年より教授。都市計
画・居住環境論を専門とする。工学博士。

EU・欧州統合研究

映画・映像

英語と異文化理解

オーストラリア研究

感性文化学・美学

国際協力

ことばの科学

コリア研究

ジャーナリズム

戦略的環境研究 

ソフトウェア学

台湾研究

知財コミュニケーション

中国研究

地中海文化

データ解析

都市・地域研究

日本語教育学研究

メディア文化研究

平和学 

PickUP!

P13

PickUP!

P12

Special Report

Waseda Next125 

“教育の早稲田”グランドデザイン

伝統と総合力を活かした制度 教育の原点の場として
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　「平和」とは「戦争のない状態」――多
賀教授はその一般的なイメージに異論を
唱えます。「インドの学者が言いました。
インドでは戦争はないのに、貧困で人び
とが道端で倒れて死んでいる現実があ
ると。戦争はなくとも、これでは平和とは
言えませんよね。『平和』の反対、『平和なら

ざる状態（Peacelessness）』です」
　『平和学』とは平和の条件を科学
的に検証して実現する学問のこと。
戦争だけでなく、貧困、環境、ジェン
ダー、人権など、さまざまな問題を相
関的に考えることで、真の平和とは
何なのかが見えてきます。多賀教授

は20代の頃から世界各国で児童労働、差
別、紛争、スラム、難民キャンプなど厳しい
世界の現実を目の当たりにしてきました。
「『平和学』を学ぶには、実習が不可欠。学
生たちにも若いうちに世界の現実をみて
ほしい。テーマスタディには講義、演習だ
けでなくインターンシップ実習を指定科目
に含めることができるので、三位一体の
授業ができる。『平和学』を学ぶのにぴっ
たりの制度です」
　昨年度も、越境労働、開発や環境保
護の現場のフィールドワーク、国際協力
の資金調達のためのバザーなどさまざ
まな実習を行いました。「世界で大学に
行けるのは100人のうちたった3、4人。大
学生活は貴重なのだから、実習でぜひ
『現実を動かす』経験をしてほしい。『世
界の現実は修正可能』と分かれば、自分
の半径5mでしか物事を考えない人には
ならない。もっと豊かな感性を身につけ
られると思います」

コア科目例

平和を支える技術

国際情報通信の発展と平和

平和学入門

歴史認識と平和

選択科目例

ジェンダーを考える

人権と市民活動・ボランティア

インターンシップ実習（国際協力）

国際協力の実践と理論

国際交流と社会貢献

平和と安全保障

移行経済論

平和構築論

国際政治理論

第三世界論

太平洋地域海洋国家研究

社会科学方法論　ほか

平和学では、現場での実習を重視。世界の現
実を見ることで、広い視野を身に付けることが
目的です。（タイ・チェンマイでの実習の模様）

的
戦
ダ
関
何

現場での実習を重視 世世界界世界世界世界世界世界の現の現の現の現現現現現現現現

インターンシップ実習で「現実を動かす」経験を

社会科学総合学術院

多賀秀敏教授

早稲田大学法学部卒。同大学院法学研究
科博士課程単位取得退学。新潟大学法学
部教授などを経て、96年から現職。外務省
PKO調査や、ネパール国政選挙国際選挙
監視団などの活動のほか、ストリートチル
ドレンの支援などにも積極的にかかわって
いる。

「平和学」指定科目例

　「何か国際的なことを学びたい」漠然とそう
思って入学し、出会った科目が平和学でした。
平和学は国際的な視点からさまざまな分野を
学べるのが魅力です。テーマスタディには、理
論のほか現場を知る科目が揃っているので、一
言ではとらえきれない平和学を、バランス良く、
幅広く学べるところが良いと思います。
　これまでに10科目以上受講してきた中で最
も印象に残っているのは、昨年インターンシッ
プ実習で参加した、タイへの調査・研修旅行で
す。チェンマイ大学の学生とともに少数民族や

国境問題について現場で学びました。島国日
本に住む私にとって、生まれて初めて国境線に
立ったときの感動は忘れられません。何の変哲
もないひっそりした山奥にそびえる柵が持つ
緊張感が伝わってきました。実習のテーマ以外
にも、現地に行くことで教室にいてはわからな
いタイの風土や文化を体感しながら学ぶこと
ができました。
　これからは今まで学んできたことを踏まえ
て、自分には何ができるのかを考え、より実践
的な平和学を学んでいきたいと思っています。

自分には何ができるのか。
実践的な平和学を学びたい 社会科学部4年

金子愛さん

学生の声 副専攻として学ぶ意味

PickUP!

1 テーマスタディ事例紹介〈平和学〉
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　環境問題は、その言葉を聞かない日は
ないほど、現代社会に生きる私たちの最
重要テーマです。しかし、その捉え方は百
人百様で、最も関心が高い地球温暖化問
題を研究する上でも、科学、政策、経済な
どさまざまなアプローチが必要です。
　吉田徳久教授は、そうした環境という
テーマをこう表現します。
　「環境は、あまりにも多面的な要素を持
つテーマで、大海原のようにむやみにこぎ
出すと迷子になってしまいます。しかし、
航海図で全体像を俯瞰した上で、行き
たい場所（知りたいこと）を決め、航海術
（研究の道筋）を身につければ、無事に航
海することができます。ここでは、さまざま
な専門分野を持った教師が講義やゼミ
形式の授業を通じて航海術を伝授しま
す。また、環境問題は、結論が出ていない
ことがほとんどですが、先人がどこまで
議論してきたかを教えることで、学生たち
の研究を指南しています」

　さらに友成教授は、環境を学ぶことは
環境問題を理解するだけにとどまらない
深みがあると指摘します。
　「環境問題は社会問題の一つですが、
逆に、いろいろな社会問題が環境問題と
いう現象に表出しているとも言えます。で
すから、環境という切り口を通して経済、
政治、外交なども学ぶことになり、さらに
結果的に人間としての生き方そのものを
考えることに行き着くのです」
　両教授は、学生たちが環境を学ぶこと
を通して身につけた知恵を持って、卒業
後にさまざまな立場で次の社会を作って
いってほしいと願っています。

コア科目例

環境を経営する

環境・エネルギー工学の最前線

環境科学基礎講座

環境問題と持続可能な社会

選択科目例

富士山環境再生実践講座

持続可能な社会と市民の役割

環境とボランティア

エネルギーと地球環境の国家戦略とビジネス

地球の起源

環境法

環境情報科学

地球環境システム論

環境民俗学

環境社会学

現代環境論

環境基礎工学　ほか

　私がテーマスタディ「戦略的環境研究」の
プログラムの中で学んだことは、環境問題に取
り組む場合には自分の強み、軸となる専門分
野を持っておくことが重要だということです。
　私は大学に入学する前から、将来は環境問
題に従事したいと考えており、大学ではさまざ
まな環境問題について学んでみたいと考えて
いました。ですが、所属している学科で学べる
ことは社会問題としての環境問題についてで
はなく、理論や技術に関する内容のものでし
た。当時の私は一分野に絞らずにもっと幅広
い知識を身につけたいと考えており、このプロ
グラムに参加することにしたのです。

　しかし、受講した感想は、環境学はあまりに
も広く一人では到底学びきれないというもので
した。その時に、環境問題に取り組むには自分
のフィールドを定め、自分の役割をしっかり認
識することが重要だということを理解したの
です。また、そうすることで他の分野にも逆に
接しやすくなるということも知りました。
　私は今、数ある領域の中で「気象」に関心を
持っています。来年度大学院に進学してしっか
りとした実力をつけ、それを軸に幅広い知識を
身につけ、環境問題の解決に活かしていきたい
と考えています。

自分のフィールドを決め
役割を認識する

副専攻として学ぶ意味

理工学部４年

吉見浩一郎さん

環境を学ぶことは、人間が社会でどう生きるかを
考えることにつながります

理工学術院
大学院環境・エネルギー研究科

吉田徳久教授

東京大学理学部地球物理学科卒業。東京
大学大学院理学系研究科地球物理学専門
課程（修士）修了。環境省環境管理局水環
境部長等を経て07年より現職。サステイナ
ビリティ学連携研究機構（IR3S）の早稲田
大学内コーディネートを務めるほか、国及び
地方公共団体における環境施策展開の社
会的な背景の分析に関する研究等を行う。

理工学術院
大学院環境・エネルギー研究科

友成真一教授

京都大学大学院工学研究科修了。通商産
業省（現経済産業省）入省。通産省ロシア
東欧室長、国土交通省企画官等を経て07
年より現職。エネルギー政策、地球環境政
策、地域経営、行政経営、自分経営、プロジェ
クトマネジメントを駆使した、エネルギー・環
境プロジェクトの現場での展開に関する研
究を行う。

「戦略的環境研究」指定科目例

Special Report

Waseda Next125 

“教育の早稲田”グランドデザイン

学生の声

PickUP!

2 テーマスタディ事例紹介〈戦略的環境研究〉

「環境を経営する」授業での学生発表風景
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　海外経験豊富な日本人またはネイ
ティブのチューター（講師）のもと、学
生４人までのレベル別少人数レッスン
で、「話す」「聞く」を徹底的に身に付け
ます。レッスン後には、インターネットに
よる個人学習で「書く力」「読む力」を
補完するほか、専用Webサイトでチュー
ターの個別アドバイスも受けられます。
　英語の授業の必修としている学部も
あり、年間1万人が受講しています。

　Tutorial Englishで身につけた英語
を海外の学生とのディスカッションで
実践できるのが「異文化交流実践講
座」CCDL（Cross-Cultural Distance
　Learning）です。
　授業はすべて英語で行われ、Web会
議システムにより、台湾、韓国、中国など
の海外の学生との議論を通じて、異文
化や異文化コミュニケーションに対す
る理解を深めることもできます。

　英語で専門分野を学ぶ最終ステップ
へ。「東アジアの自由貿易協定（FTA）」
など、オンデマンド授業やテレビ会議シ
ステムを使って海外との共同ゼミ・レク
チャーに参加します。

在学中の学習や卒業後の社会生活において必要となる基礎的な能力の向上を目的として、取り組んでいるのが全学基盤教育です。
本学が「教育の早稲田」の充実を目指し取り組んでいる重点事業のひとつでもあります。
全学基盤教育とは何か、実際にどんな指導が行われているのかをお伝えします。

3

Tutorial English1 異文化交流実践講座（CCDL）2 サイバーゼミ、サイバーレクチャー3

Part 「全学基盤教育」の目指すもの
学問の扉を拓くための基礎を習得

　｢実社会ですぐに使える英語｣を身に
つけ国際コミュニケーション能力を獲
得するために、各自のレベルや目的に

あったプログラムを展開。留学準備、大
学院に進むための英語トレーニング、国
際社会での活躍を目指す、などさまざま

な目的のもと、学ぶことができます。
　｢英語｣のイメージが薄かった早稲田
は、もはや存在しません。

英語力
「WASEDA式アカデミックリテラシー1万人シリーズ」

　中学・高校での勉強を経て入学した
学生たちが、大学において学問の世界
への扉を拓くために必要な基礎学力。
それが、「グローバル社会の中でコミュ
ニケーション可能な英語力」「学術的文
章を書くための日本語能力」「文系の
学問を学ぶ上でも必要な数学力」です。
本学では、3 つの基礎学力を高める全
学基盤教育の推進を図るため、オープ

ン教育センター提供の「WASEDA 式
アカデミックリテラシー1万人シリーズ」
を開講しています。
　また、学術的文章を作成する技能修
得のための「アカデミック・ライティング・
プログラム」の一環として、ライティング・
センターを設置（P15 参照）。単位取得
とは別に、全学部生が必要に応じて、
また主体的に学術的な文章を書くため

の論理的思考を養う指導を受けられる
のです。
　本学は、あらゆる国・地域から学生や
教職が集まる世界の中の「WASEDA」
を目指しています。すべての学問の基
礎となる能力は、国際社会が抱えるさ
まざまな課題に挑戦し、自ら解決して
いくのに欠かせない強みとなると考えて
います。

今、なぜ全学基盤教育が必要か

Step Step Step
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学術的文章の作成

　大学で学ぶ際に求められる、学術的
文章作成の基本スキルを身につけます。
学内や自宅のパソコンからいつでもアク
セスできるオンデマンド方式の授業。課
題文章を書き、それに対して指導員か
ら個別にフィードバックを受けることで、
文章力を高めます。

　アカデミック・ライティングの技能に
は、学問をする姿勢がそのまま表わされ
ています。先人たちの築いた知識をふま
えて自分の主張を書く技能です。また、
言葉を厳密に使うことによって思考も緻
密になるのです。

国語力

数学基礎プラスα／数学基礎プラスβ数学力
　「金利の計算」など身の回りにある数
学を通じて、数理的・論理的な思考能力
を開拓します。数学は、さまざまな学問
分野で活用され、社会に出たときにも必
ず必要となる能力。文系の学生で数学
は苦手という人にも、ぜひ受講していた

だきたい講座です。パソコ
ンで独習するオンデマンド
方式ですが、ティーチング
アシスタントがメールや相
談窓口にいて、個別に分か
るまでサポートします。

　最初は単に英語のスキルを上達させたいと
思いCCDLを受講しました。受験英語では得ら
れなかった生きた英語をさまざまな国の学生と
の交流を通して学べることに魅力を感じました。
私にとってCCDLは思い出に残る授業となった
ので、同じくオープン教育センターが推薦してい
た「日本語」と「数学」の授業もとることに決め
ました。これらはオンデマンド授業であったので、

自分の好きなときに学べる点も魅力的でした。
　CCDLでは英語力を得ることができたのはも
ちろんのこと、相手の学生の生活・文化などを
直に感じることもできました。また「日本語」の
授業では大学生活で必要なレポートの書き方
を基礎から学べ、「数学」では本格的に数学を
学んだことがなくても問題なく勉強を続けるこ
とができました。

　どの授業も大学生活に必要なスキルを学ぶこ
とができるだけでなく、大学卒業後でも役立つも
のになると思います。今後はまだ受講していない
CCDLのコースを受講し、英語力の向上に役立
てたいです。ここでも単に英語力にとどまらず、さ
まざまな文化などを吸収したいと思っています。

英語、国語、数学。すべての講座を受講
大学卒業後も役立つものに

受講して得られたもの学生の声

　早稲田大学ライティング・センターは、ア
ジアの大学において初の本格的な試み
として2008年に設立されました。学生が
授業等で課せられた文章を持って訪れ、
チューターが文章の修正法を指導してく
れる支援機関です。
　上記のオンデマンド授業とともに、「アカ
デミック・ライティング・プログラム」の一環
として位置づけられています。
　チューターは、学内の修士課程と博士

後期課程の院生で、厳しい審査と訓練を
経た人たちです。書き手自身が文章の問
題点や修正法に気づくように会話をしま
す。つまり、ライティング・センターは、文章
の添削機関ではなく、「自立した書き手」を
育てることを目的としている機関です。現
在チューターは、20名、年間1,300以上の
セッションが行われています。
　学生からは、「文章を直すだけでなく、
その考え方を教えてくれたので助かった」、

「頭の中の考えを一緒に整理してくれたの
で、自分が何を言いたかったのかが分か
りました」などの声が寄せられています。

「自立した書き手」を目指す

ライティング・センター

国際教養学部3年

原絵莉子さん

Special Report

Waseda Next125 

“教育の早稲田”グランドデザイン
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　政治経済学部は、政治学と経済学、すなわち「社
会の動きを分析し、その分析に基づきさまざまな政
策提言を行うための基礎となる社会科学｣を研究教
育する学部です。2004年度には ｢政治学科｣、｢経済
学科｣に加えて ｢国際政治経済学科｣を創設し、グ
ローバルな政治経済に関する諸問題に柔軟かつ果敢
に立ち向かう人材を育成する理念を学部全体として
具現化しました。
　また、2009年度にはカリキュラムの大幅な見直しに
着手し、科目の一層の体系的充実とともに外国語教
育の標準化、少人数によるきめ細やかな教育の確立、
そしてセメスター制の推進を図りました。とりわけ18
名以下の授業において大学で学ぶ姿勢を徹底的に
鍛える ｢総合基礎演習｣は、学部教育の特徴の一つ
として根ざすことが期待されます。

政治経済学部長

飯島昇藏

政治経済学部

　文化学の叡智を現代の課題で照らし、学問領域を
大胆に乗り超えて新しい学びを創造します。専門は
論系と呼ばれる６つの領域に分かれます。流動性・融
合性に着目して地域文化を研究する多元文化論系、
地域や時代を超えて文化の構造を考究する複合文化
論系、メディア・身体・イメージから表象文化を分析す
る表象・メディア論系、文芸創作に関わる専門教育を
展開する文芸・ジャーナリズム論系、現代人間の営み
を多彩な学問・方法を用いて考究する現代人間論系、
現代の問題点を歴史的に捉え新たな社会の構築を
模索する社会構築論系です。
　700以上の多種多様な講義科目で知的興奮に満ち
た学びと出会い、ゼミ・演習から編成されるプログラ
ムで系統的かつ領域横断的に学んで、新たな文化を
構想します。

文化構想学部長

大日方純夫

文化構想学部

　法学部は、日本の社会が切実に求めている法的セ
ンスのある人材を幅広く育成することを目標としてい
ますが、それを可能とするのは研究水準の高さです。
　日本の法律学の新たな創造を掲げて採択された
大型研究拠点のグローバルCOEと比較法研究所、そ
してそうした厚みを背景とする研究者養成（大学院
法学研究科）と法曹養成（大学院法務研究科）、これ
らの5つの法学系機関の総合力こそが、早稲田大学
法学部を取り巻く他を圧する最良の環境です。
　法の背景にある社会の本質を捉え、世界に通用す
る知見を海外に発信できる語学力を身につけること
で、日本を主張できる人材の育成を目指します。

法学部長

上村達男

法学部

　文学部120年の歴史が育んだ伝統的な学問体系を
より洗練化し、時代に即しながらもその波にのまれる
ことのない確固たる学問を確立します。専門は学問の
継承と発展をはかる17のコースから編成されます。人
間と世界を深く探る哲学・東洋哲学・心理学・社会学・
教育学、言語・文学・文化の本質を解明する日本語日
本文学・中国語中国文学・英文学・フランス語フラン
ス文学・ドイツ語ドイツ文学・ロシア語ロシア文学、表
現・芸術に学問的に迫る演劇映像・美術史、人間と社
会を歴史的に究明する日本史・アジア史・西洋史・考
古学、の各コースです。
　700以上の多種多様な講義科目で奥深い学問の世
界と出会い、各分野を網羅する充実した演習と専門
講義で古典に取り組み、先端的な研究にも目を向け
ます。

文学部長

大日方純夫

文学部

　教育学部は、大学院・研究所を含む教育・総合科
学学術院の中核をなします。この名称が示すように、
《教育》と《総合科学》が二つの教育方針です。
　①教員養成、②地域や家庭など広義の教育分野
で活躍できる人材の育成、③実社会において周囲の
人々に必要な情報を、適切な形で、心に定着するよう
に伝えることができる人材を育てること、この三つが
《教育》の意味です。
　また、タテ割りの組織や発想が崩れていく社会に
出ていく学生が、①理系と文系と共在している本学
部で、いちはやく両方の思考法に親しみ、②第一線で
活躍している教員による授業を受けることで最先端
の知見にも触れること、つまり水平に脱領域化すると
同時に垂直に深化させること、つづめて言えば「ひろ
くふかく」が《総合科学》的な教育の目的です。

教育学部長

神尾達之

教育学部

from WASEDA

M E S S A G E

「教育の早稲田」を目指した動きは、オープン教育等の全学的仕組みの改革だけではありません。13ある学部それぞれが、その教育
力の強化のため、それぞれの理念・方針に基づいて新たな取組をスタートしています。各学部長からのメッセージをお伝えします。

4Part 各学部の教育方針と重点取組の概要
学部長が語る
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　商学部教育の特徴の一つはセメスター制度です。
これは、一つの学年を春学期と秋学期の二つに分け、
各々の学期で一つの授業が完結するという制度で
す。学生にとっては、多様な学問を集中的かつ効果的
に学ぶことができるだけでなく、学年のスタートが異
なる海外への留学にも有利に働きます。
　商学学術院は研究型大学院と社会人大学院
（MBA）を有しています。前者との連携により、成績優
秀者は学部３年半、大学院１年半の計５年で修士号
を取得することが可能です。後者との関係では、教育
と研究の連携を通じて実務界で求められる高度なビ
ジネス教育を提供することができます。
　商学部の教職員一同は、学生が高い満足を享受し
うるよう取り組んでいます。

商学部長

恩藏直人

商学部

－ヒューマン、生活、環境のキーワードの下に21世紀
の新たな工学の創成を目指す学部－
　創造理工学部・研究科ではヒューマン、生活をキー
ワードに人間・生活者の内側の視点から、一方、環境
をキーワードに地球規模のグローバルな視点から新
たな21世紀の工学の創成を目指し、教育や研究を展
開しています。工学系の5つの専門学科教育・研究の
展開に加えて文化系の2つの領域とともに人間の幅が
広がる「文理融合型教育・研究」をも展開しています。
　具体的にはヒューマン・生活・環境を常に視野に入
れた倫理感を有する高度な国際的技術者や研究者
の養成を目指しております。学生・教員の積極的な留
学や研究等を通して国内や海外の大学・研究機関と
理工キャンパスにおける教育・研究の融合的な展開
を行っております。

創造理工学部長

山川宏

創造理工学部

　より一層の学際化、社会化、国際化の推進を目標
に掲げています。講義、演習、実習をバランスよく配置
して、１、２年では社会科学全般の基礎を、３、４年で
は、高度な先進専門科目や学際科目を履修して、エク
スパートとしても、ジェネラリストとしても、活躍できる
「人物」を育成します。第二外国語の必修、英語による
講義の提供などを通じて、国際的な活躍の舞台を切
り開いていこうと思います。卒業後の有力な進路のひ
とつである、大学院の充実を図り進路の多様化、人生
の深化を目指します。蓬生麻中、不扶而直＊。教員・職
員・学生の皆が、持てる力を発揮して、共育、協生の場
でありたいと願っています。2009年度から完全昼間
部に移行して、今、世界中でもっとも熱い学部です。
＊蓬（よもぎ）も麻中に生ずれば、たすけずして直し（荀子）

社会科学部長

多賀秀敏

社会科学部

　スポーツ科学部は、スポーツ科学における日本一
の教育・研究機関を目指して創設されました。その実
現のためには、教育の充実と研究面での飛躍が重要
であると考えています。教育の充実のために、一年次
の導入教育を徹底するとともに二年次以降の専門教
育の充実を図ることにしています。また、これまでも
チュートリアル英語を必修にするとともに、スポーツ
英語、海外プログラムや海外でのインターンシップを
導入してきましたが、今後も、外国人留学生の積極的
な受け入れを初めとして、より一層の国際化に向けた
取り組みを行う予定でいます。高い教養、国際力、専
門性を兼ね備えた有為な人材の育成、それがスポー
ツ科学部の目標です。

スポーツ科学部長

村岡功

スポーツ科学部

　今までの社会の枠組みが、世界的規模で大きな音
をたてて崩れ始めたといっても過言ではない時代を
迎えました。「このような時代状況の中で求められる
大学教育は？」また「大学で何を学ぶべきか？」とい
う問いに、改めて考えることが求められています。
　この課題を考えるとき、社会が「量の拡大を求める
時代」から「質を問う時代」へと確実に変わりつつあ
るのと同じように、大学教育も創造的な思考ができ、
新しい時代を切り拓く若者の育成という質に重点を
置いた方向に軸足を移さなければならないと考える
ことができます。
　基幹理工学部では、このような観点から、新しい価
値観の創造、新しい社会の創造を担う若者の育成を
目指しています。

基幹理工学部長

河合素直

基幹理工学部

　先進理工学部は、自然科学を基礎として、理学・工
学・生命科学・医学分野における先端科学技術の進
展とそれらの学際的新領域の創成を目指した先進的
な学部です。
　１年次から専門学科に所属し、低学年の間は各自
の軸足となる基礎学力をしっかりと習得するととも
に、講義や実験を通じてそれぞれの学問分野の専門
家としてのセンスや思考方法を学んでいきます。
　高学年・大学院には、学科・専攻の壁を越えた最
新の学術分野を学ぶことのできる「先進融合クラス
ター制度」があります。異なる分野の物の見方や考え
方に触れることは、多面的に物事を捉え、創造的な仕
事をしていくための貴重な経験になると思いますの
で、是非この制度を活用してください。

先進理工学部長

石山敦士

先進理工学部

　人間科学部はwell-being（より良く生きること）の
追求という理念の実現を目指し、教育方針の核には
「調和と均衡」の概念を取り入れています。カリキュラ
ムでは、文系の視点のみならず理系の方法論の習得
や、座学での理論のみならず学校や病院などのフィー
ルドにおける実践的な学習にも、調和と均衡が具現
化されています。また、統計学の必修化、初年次にお
ける健康教育やキャリア教育、e-learningを用いた協
調的な学習なども積極的に取り入れ、社会で即戦力
となる問題解決能力の育成に力を入れています。「豊
富な知識に裏打ちされた、心豊かで思いやりのある人
間」として人類の幸福に貢献する人材の育成を目指し
ています。

人間科学部長

齋藤美穂

人間科学部

　国際教養学部 （SILS） は6年目を新11号館でスタート。“multi-”
で始まる英単語を使って、基本を説明しましょう。
①Multinational　学生の3分の1が海外から。近くの韓国、遠く
のウガンダやアイスランドの出身者がすでにSILSで勉強中。日本
の生活・文化を体験できるし、日本人学生には他文化の知識を。
Multiculturalと言い換えてもOK。
②Multilingual　留学生が多いので、授業は英語で。日本人学生
には海外留学が必修なので、いい準備にもなるし、留学生と一緒
に勉強する機会で重要。留学生にはもちろん、日本語を教えます。
更にもう一つ外国語の取得を進めている結果、理想的な卒業生
は3ヶ国語以上できるでしょう。
③Multidisciplinary　難しそうな英語で、「学際的」の意味。SILS
では最初から一つの専門ではなく、「教養教育」を提供。七つの科
目群から幅広く勉強するのが大事な特徴。変化の多い現代社会
では将来の道（就職、進学、国際社会での活躍）に役立ちます。

国際教養学部長

スノードン ポール

国際教養学部

Special Report

Waseda Next125 

“教育の早稲田”グランドデザイン



̶̶ 現在、取り組んでいるテーマは何
ですか。
　今、世の中には、地球温暖化などさま
ざまな課題がありますが、大事なのは
議論をすることではなく、解決策を提案
することです。そのために必要なのは、
技術、人、法律を融合的に動かす仕組み
づくりです。でも日本の大学は、法律、経
済、理工と学部単位の縦割で、学際的で
はありません。たとえば、理工学部を卒
業して技術を身につけても、社会の課

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
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京都大学客員教授 
日産リーダーシッププログラム・
ディレクター

竹内佐和子さん

［プロフィール］

たけうち・さわこ
京都大学工学研究科客員教授（2005年～）。75年早稲田大学法学部
卒業。フランス応用数理経済研究所を経て88年フランス国立ポンゼショ
セ工科大学国際経営大学院副所長、帰国後東京大学大学院工学系研
究科助教授、東京大学大学院MOT講義を担当。世界銀行で中国プロ
ジェクト審査を担当したあと、現在世銀災害リスク専門委員会議長。外
務省では大使として経済外交政策の立案を担当。工学博士、経済学博
士。日産リーダーシッププログラム・ディレクターを兼ねる。
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題は何なのか、解決策は何かを考える機会は十分で
はありません。それは若者が将来リーダーとして活躍
できる可能性を狭めていることになります。
　そこで日産科学振興財団の支援を受けて始めた
のが、文理融合型の若手のリーダーシップ育成プロ
グラムです。海外には大学卒業後30代前半で学び直
す場が多くありますが、日本にはまだそうした場が少
ない。そこで、30代くらいの中堅層向けに革新的なア
イデアを具体的提案としてまとめる知的構想力を強
化する国際プログラムをスタートさせました。

̶̶ 大学教授や国際機関のチェアマンなど、実に
さまざまなお仕事をされていますね。　
　組織や肩書きにはこだわらず、国際社会でインテリ
ジャンスを発揮しなければならないようなテーマにい
ち早く着手し、具体的なリーダーシップを発揮できる
ような仕事をしたいと思っています。たとえば、新しい
国際機関を作るとか。既存の国際機関は20世紀のし
がらみや西欧型論理優先のためヒューマニティやサ
ステイナビリティというテーマから離れているように
感じます。そこで、新しい国際ネットワークをゼロから
作り、問題を解決する場を作りたいと考えています。
柔らかい頭を持った人々の知恵を結集して、人類の
能力を高めるための場です。現状を見ると、人間自身
が可能性の壁を作って人類の能力を狭めているよう
に見えます。

̶̶ 国際的な視点はいつ頃からお持ちでしたか。
　早稲田では、島田征夫先生の国際法を専攻してい
たのですが、今でも国際機関で議長をしたりすること
に関心があるのはその時の影響が大きいと思います。
学者になって古い文献を掘り起こすよりは、国際社会
を相手にする仕事をしたいと考えていました。ただ外
交論よりは、何か専門性を身につけたかったので大学
院に進学し、経済学を専攻しました。それでも足りず、

30過ぎてからフランスに行ったら、フランスのトップの学生たち
がリーダーシップの自覚をもって、科学的根拠や哲学的な含蓄
のある発言をするのを目の当たりにして愕然としました。日本
では自ら個性が強いほうだと思っていたのですが、フランスで
は太刀打ちできないと感じて、そこからまた猛勉強しました。

̶̶ フランスの大学と日本の大学を比較すると、どのよう
な違いを感じますか。　
　フランスには総合大学と、主に哲学や工学の分野のエリート
を育てるグランゼ・コールという少数精鋭の学校があります。
グランゼ・コールの学生たちは、「自分は世の中に対して何が
できるんだろう」と常に考え、3年間のうち1年間は、企業や国
際機関、あるいは人が行かないような遠隔の地に行って、自分
が勉強すべきテーマを探します。日本の大学は、学生を大学と
いう枠にはめすぎていて、大学の外になかなか出ていけない
システムになっていると思います。また、知識を獲得することに
重点が置かれ、知識を応用することにあまり時間を割いていま
せん。これでは、学生に能力があっても伸ばすことができない
のではないでしょうか。

̶̶ 早稲田大学が、世界から選ばれる大学になる
ために必要なことは何でしょうか。
　日本に来る留学生を増やすという考え方はもう
古い。ヨーロッパでは、３カ国以上の大学で単位
を修得する連携型ユニバーシティが始まっていま
す。世界のネットワークを常に感じるような教育の
方法論が必要です。日本の知力はすでに衰退しか
かっている。だから、まずはアジア地域のさまざま
な現場から、問題提起をし合う知的ハブになるこ
とです。
　早稲田は、まだまだ国際化できる余地が十分
にありますので、外交スクールをつくるとか、世界
リーダー会議などを定期的に企画してはどうで
すか。

̶̶国際的に活躍されている竹内さんのパワー
の源は何でしょうか。
　人間の能力や尊厳を大事にする社会をつくりた
い。女性だから日本人だからという偏見に対する悔
しさが原動力の一つかもしれません。あとは、普段
の生活で、水泳したり、ピアノを演奏したり、茶の湯
をやっているとエネルギーが湧きます。脳がリラック
スしていると、アイデアがどんどん浮かんできます。
仕事優先でなく、知を楽しむ人生をすごしたいと
考えていることが、よい影響を与えるのではないで
しょうか。
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PROFESSIONAL MONOLOGUE

▼

誕生日に、ゼミ生
からプレゼントされ
た寄せ書きティディ
ベアと色紙

▼

眼鏡コレクション。お給料をもらうようになっ
てから、眼鏡を集めるようになりました。いろい
ろなデザインを試すのですが、やはり丸顔には丸
い眼鏡が馴染むようです

20
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商学学術院

嶋村和恵教授

プロフィール
しまむら・かずえ
1978年早稲田大学商学部卒業。
大学卒業後、1年間の会社員生活
を経て大学院に入学し、広告論の
研究を再開する。1993年早稲田
大学商学部専任講師、1995年助
教授、2001年より教授。趣味は
音楽を聴くこと。ダンス★マンや
ジャニス・ジョプリンがお気に入り。

学生の頃は、まさか自分が大学教
授になるとは思っていませんでし

た。学部時代から広告に興味があって小
林太三郎先生のゼミで学んでいたので
すが、大学に残ることはまったく考えず
に、普通に就職活動をして生命保険会社
に一般事務として入社しました。仕事ので
きる若い女性が多い会社で職場の雰囲
気も良く、楽しいOL生活を送っていたの
ですが、思うところあって、このままでい
いのか？と悩みだし、会社を辞めたくなっ
てしまったのです。
　今なら転職ということになるのかもし
れませんが、当時の女子の就職は非常に
限られていたので、とりあえずという感じ
で大学院に進みました。そのままずるずる
と博士課程に進んで、気がついたら短大
の専任講師の職が決まった34歳になるま
で大学院にいることに。でも不思議とあ
せることはありませんでした。仲間にも恵
まれ、居心地が良かったのでしょうか。
　当時の仲間が今の職場の仲間でもあ
るわけですが、30年以上のつきあいとい
うのは、気心が知れていていいものです。
今となっては、社会人を一年経験したこと
は、毎朝早起きして規則正しい生活を送
り、団体生活に馴染むことができたとい
う自信になったので良い経験でした。
　学生が広告論を学ぶきっかけの多く
は、面白い表現などに対する興味です。で
も本当の広告論の面白さは、企業が現状
を認識し、さまざまな制約の中で消費者
の気持ちを動かす努力をしていることが
見えてくるところです。派手さはなくても、
知恵を絞ってある広告に価値を見出して
ほしいですね。ここ1～ 2年、ネット広告が
全体の1割を占めるようになるなど、広告

業界が大きく変化しています。半年先にど
うなっているかが見えません。ですから広
告論の授業で何を教えるかが悩ましい状
況です。現場のクリエーターによる講義の
機会を設けるなどして、深いところまで理
解してもらえるよう工夫しています。
　数年前の在外研究で、広告教育の現状
と課題について調査しましたが、米国で
はコミュニケーション学部やジャーナリ
ズム学部の中に広告学科があり、どちら
かというと広告物の制作に重点が置かれ
ています。一方、日本では商学部の中でビ
ジネスと結びつけて教えられることが多
く、広告のような狭い領域で学科が設置
されることはありません。私も大学のカリ
キュラムは、専門学校のように特別な技
能を学ぶより、その周辺のことも含めて
幅広く学ぶほうがいいと思っています。学
生に人気がなくても、広告の歴史や消費
者行動など、広告を学ぶ上で必要な内容
を提供することも大切だと思っています。
　最近の学生を見ていて感じるのは、仲
間に対してはものすごく思いやりがあっ
て気遣いがあるということです。私のゼ
ミ生も本当に仲が良く、ほほえましいです
よ。でも学生全般の傾向として、自分たち
の輪の中で空気は読んでも、輪を出ると
他人が転んでいても気にしないようなと
ころがある気がします。ついさっきまで授
業を受けていた学生と廊下ですれ違って
も挨拶すらしてくれないことが多いので、
なんだかさびしいです……。
　最近、何かと忙しかったので、心のゆと
りを取り戻すためにも、ピアノや絵や書道
などを再開したいと思っています。いつも
気持ちにゆとりを持って、周りの人を支え
られる人間でありたいですね。

大
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A WASEDA Miscellany

This theme：

The many faces of
internationalisation...

We often talk about the fact that the world is becoming more internationalised. Internationalisation, however, can take on 

a range of different shapes and forms, so to give a simple description of how the world has become more internationalised 

is not an easy thing to do. The School of Law where I work, for example, has shown a tendency to take on an increasing 

number of international students over the past few years, and the Graduate School of Law has outlined a policy to become 

a "Global-Hub Graduate School," outlining clear goals which include not only taking on more foreign students, but also 

engaging in active exchange with foreign universities, and providing global education for Japanese graduate students.

Internationalisation in my own case has also taken on a rather unusual form. I have been practicing the art of Iaido now for 

over 20 years, and it has now become a very large part of my life. Despite having a history of nearly 500 years, Iaido is a 

relatively unknown art even within Japan. Put simply, it is the art of swiftly drawing the katana (the Japanese sword) while 

performing a cut with the same movement. After dealing with the opponent, the katana is then smoothly returned to the 

scabbard, all while maintaining poise and presence.

I had trained under two different Iaido teachers in Australia before I met Yasuyoshi Kimura (10th Dan Hanshi) in Osaka in 

1991, but fell in love with his style immediately. I trained nearly every day with Mr. Kimura, and I used to love going to see 

him and train with him. I eventually had to return to Australia in 1993 for career reasons, and the day that I told Mr. Kimura, 

he cried and made me promise that I would open a dojo (club) in Australia. I told him that I knew that I was not enough, but 

promised I would make a dojo he could be proud of.

I found there were great diffi culties in being an Australian opening a dojo in Australia at fi rst, and there were people who felt 

that only Japanese people could teach the art correctly. I persevered and continued to train hard, returning to Japan when 

I could to keep improving my own skills, and the dojo membership grew, including some Japanese living in Australia. After 

two trips to Australia over the next four years, Mr. Kimura was satisfi ed with how things were progressing, and I was then 

hit with the biggest hurdle of my Iaido career – Mr. Kimura passed away from cancer in 1999. As often happens when a 

great teacher dies, the immediate students under Mr. Kimura fought for power, with most eventually drifting off in different 

directions. We continued to train by ourselves in Australia, but our existence was fragile in terms of a parent organisation.

In order to solidify our position, it was suggested that I take a few of the students from my dojo in Australia and compete 

in the National Iaido Championships in Kyoto to show that we were training correctly. I did, and the result was that my 

students won gold and silver medals in each event they participated in. We continued this trend for several years, each 

year bringing larger numbers of students, and each year being very successful in our results.

The outcome of our efforts was a strong bonding between my students in Australia, and the teachers and students in 

Japan. Iaido practitioners from Japan occasionally visit my dojo in Australia, and it is possible to see a closeness between 

everyone which goes beyond nationality and language barriers. 

Now ranked 7th Dan myself, I established a dojo here in Tokyo in 

2006, and I now have students from Japan and all over the world. 

As a non-Japanese teacher of Iaido in Japan, I expected to fi nd 

resistance or suspicion from people, but have been pleasantly 

surprised to see that most people accept my Iaido for what it is.

Most importantly, it always moves me to see people from different 

languages, cultures and backgrounds, all joined together through 

the art of the sword, and I feel that this is perhaps one example of 

what internationalisation may be.

Glenn Stockwell
Professor

Faculty of Law



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。

「政治」と「教育」。その報道に見えるもの

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。

　

　2009年の３月は、本当にやかましい季節
だった。東京地検特捜部が民主党の小沢一
郎代表の公設第一秘書を逮捕、起訴したこ
とから、その不当を非難し、断固戦うと言っ
ている小沢氏に、マスコミは辞めろ、辞めろ
の大合唱。小沢氏は涙を浮かべて記者会見
をしていたが、国民のことを考えれば、代表
を辞任すべきだと記者たちは食い下がる。
マスコミが問題にしていることは、選挙の時
に国民が民主党と自民党を比べながら判断
することであって、小沢の進退など、どっちで
もいいと私には思えるが、新聞はそう考えて
はいない。
　ところが公設第一秘書の起訴が決まる
と、朝日新聞は全６段の長尺の大型社説を
掲載、「西松献金事件　小沢代表は身を引く
べきだ」と強烈なパンチを繰り出した。日本
経済新聞や、読売新聞なども、主張は似てい
たが、そこまで強烈ではなかった。ああした
原稿は論説主幹が書くことが多いが、別の
人が書いていたとしても、それは主幹の意
思であり、朝日新聞の論説主幹は、元気がい
い人がやっているのだなと驚く。
　主張は明快で面白い。法的に問題は何
もないという小沢氏の主張を認めたとして
も、古臭い自民党の体質と似ているような世
界とどう決別するのか。その説明もなく、多
額の政治献金を受け取るのは、土建政治に
どっぷり漬かった、かつての田中角栄氏に付
き添って、小沢氏が育ってきた世界と変わら
ない。そこと決別しないで、何が新しい政治
かといっているのである。
　まったくごもっとも。私も同感だが、違うの
は、それこそ選挙になって国民が判断するこ
とではないのか、という一点である。朝日新
聞に限らないが、小沢問題をめぐる言論や
報道姿勢を見ていると、マスコミはどこまで
国民を保護し、手取り足取り歩かせてやろう
と考えているのか。気になって仕方がない。

　このところ朝日新聞の社説は明解なこと

が多い。事件の経緯を説明する余裕はない
が、大阪府の橋下徹知事に、社説で「弁護
士資格を返上しては」と批判した。怒った同
知事は「朝日のような大人が増えれば、日本
は駄目になる」と切り返した。　
　日本郵政が宿泊施設「かんぽの宿」をオ
リックス不動産へ譲渡しようとしていた。そ
のことに対して許認可権を持つ鳩山総務相
が「待った」をかけた。今年1月18日付けの
社説は、そのことを取り上げ「筋通らぬ総務
相の横やり」と真っ向から批判した。これを
読んだときは、私は恐ろしさに足が震えた。
　従業員の雇用を守るための一括売却であ
り、許認可権を振り回しての動きは、不当な
政治介入だ。宮内氏は規制緩和や民営化を
推進してきた。官僚任せでは構造改革が進
まないため、当時の政権が要請したものだ。
過去の経歴や言動を後になってあげつらう
のでは、政府に協力する民間人はいなくなっ
てしまうとまで書いていた。これが新聞記
者の書くことなのか。
　「週刊金曜日」の編集委員は、たまりかね
たのだろう。同誌の巻頭のコラム「風速計」
で「朝日新聞経済部の皮相」と書いていた。
経済部出身の論説委員が書いたから有力
経済人に気配りをしたのであって…という意
味に受け取れた。
　驚いたのは、私だけではなかったらしい。
社説への批判が殺到したのではないか。1
月31日付けで「かんぽの宿売却　徹底調
査と公表で道開け」という社説が載った。
ただ、見出しはともかく中身の文章は何を
書いているのか分からない支離滅裂ぶり
だった。
　マスコミは、野党第一党とか、小沢代表の
出処進退を問題にしているが、マスコミはど
こまで指導するような報道を許されている
のか。私には気になることなのだが、社説が
こうはっきりしていると、一線の若い記者は
行け行けドンドンになるようだ。昔の編集委
員のように、「何も知らない論説委員が書い
ていることなど、信用できるか」と冷たい目
で見ることはないようだ。「何も知らない」と
書いたが、当時の一線の取材記者には、問

題の微妙なところまで、いちばんよく知って
いるのは自分たちで、官庁や学者の意見を
聞き、論をまとめるような論説委員なんか…
という自負か思い上がりがあった。論説委員
は社内的にはステイタスが高い。テレビを見
ていると優れたコラムニストである朝日新聞
政治部のある編集委員が、「私は一介の編
集委員で、論説委員のような偉い方とは」と
発言している。

　それにしても小沢がどうこうと言っていら
れるのは、政治の世界の話だからで、これが
「教育」となったらどうなるか。知り合いに、
教育関係の社説だけを集め、それについて
批評をしている者がいる。教育関係の社説
と言っても、大学入試ばかり書いている訳で
はない。「小学生の暴力をどうするか」、「大学
に地域貢献が求められている。若者の自立
対策に目を向けよ」といったことを、朝日新聞
がどうの、読売新聞はこう言っている、毎日
新聞の提言は、とか、日本経済新聞の、ネッ
トワークに注意することはないのか」といっ
たことを、どこが面白いのか分からないが、
ぐちゅ、ぐちゅと論じている。
　だれがあの原稿を読んでくれるのか、私
にも分からない。教育といっても、韓国が自
国領だと主張しているところは、日本の昔か
らの領土だから、学習指導要領にその旨、
掲載し、日本中の生徒に教えるといったこと
を書くのだったら、世間は注目するし、面白
かろう。
　しかし「脱ゆとり教育をどう生かす」と
か、「学力調査勇気ある撤退を求める」とか
いわれても、ほとんどの大人は、「そりゃ何の
ことだい？」と言うのではないのか。このプ
ログラムは、そんな者のためにやっている訳
ではなく、評者も匿名である。ではだれのた
めにしているのかといえば、その時代の新
聞が教育についてどんな意見を述べたかを
知り、時代の空気を抑えておくことが、後に
なって大切だからだ。「教育」を担当する者
は、「政治」と違ってこんなに苦労しているの
である。

国民が判断することでは

「教育」だったらどうなるか

朝日、郵政報道の顛末
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Events
05 May

日程 5月28日㈭　13:00 〜 15:30（開場：12:00）
会場 小野記念講堂
4月に本学「芸術功労者」の称号を受けた校友で詩人・作家三木卓氏を招き、
現代文学に重い位置を占める氏の文学の原点をめぐって講演、対談を行います。
第一部　記念講演　13:00 〜　「わたしの修業時代」
第二部　対談　　　14:00 〜　「短篇連作『路地』をめぐって」

【問合せ先】 文化企画課　TEL：03-5272-4783

芸術功労者「三木卓 講演会」

Books

今号のオススメ

■  『Borderless Beckett / Beckett Sans Frontieres：Tokyo 2006
    （Samuel Beckett Today / Aujourd'hui）』（Bilingual）
    岡室美奈子（文学学術院）ほか著　Rodopi　2008年6月刊

■ 『新たな地平を拓く研究者たち ―飛躍する「早稲田大学」の研究活動』
    日経BP企画大学取材班編　日経BP出版センター　2008年12月刊

■  『砂糖のイスラーム生活史』
    佐藤次高（文学学術院）著　岩波書店　2008年12月刊

■『ヘルダーリン研究 ―文献学的認識についての論考を付す』    
　 荻野静男（政治経済学術院）ほか訳　ペーター・ソンディ著
　 法政大学出版局　2009年1月刊

■『森林の崩壊 ―国土をめぐる負の連鎖』
    白井裕子（理工学術院）著　新潮社　2009年1月刊

■『やわらかアカデミズム・〈わかる〉シリーズ　よくわかる心理学』
　  湯汲英史（教育・総合科学学術院）ほか著
 　ミネルヴァ書房　2009年2月刊

■『自治体と政策 ―その実態と分析』
     稲継裕昭（政治経済学術院）ほか著
    日本放送出版協会　2009年3月刊

■『人工知能の基礎概念と理論 』
     寺島信義（理工学術院）著　DTP出版 　2009年3月刊

■ 『受験国語が君を救う！－14歳の世渡り術』
    石原千秋（教育・総合科学学術院）著　河出書房新社　2009年3月刊　

■ 『マネジメント・リサーチの方法』
     木村達也（商学学術院）・佐渡島紗織（留学センター）ほか訳　
     白桃書房　2009年3月刊

■『近代ヨーロッパの情熱と苦悩〈世界の歴史22〉』
　 鈴木健夫（政治経済学術院）ほか著　中央公論新社　2009年3月刊 

■『将門記を読む ―歴史と古典』
    川尻秋生（文学学術院）著　吉川弘文館  2009年3月刊

■『十二世紀ルネサンスの精神 ―ソールズベリのジョンの思想構造』
　  甚野尚志（文学学術院）著　知泉書館　2009年3月刊

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

『サッカーという名の戦争
  —日本代表、外交交渉の裏舞台』
平田竹男（スポーツ科学学術院）著　新潮社　
2009年3月刊

「サッカーは戦争である」とよく言われるが、戦わなければいけないのはピッチ
の中だけではない。ピッチの外で行われる、他国との交渉という戦争でも勝た
なくてはいけない。自国の勝利やお金を懸けた血みどろの戦いが繰り広げられ
るのだ—。随所に早稲田大学大学院スポーツ科学研究科の著名な社会人学
生についても触れられており、本学関係者必読の書である。

『星はまたたき物語は始まる
  —科学と文学の出逢い』
小山慶太（社会科学総合学術院）著　春秋社
2009年2月刊

漱石から山口百恵まで、デカルトからアインシュタインまで—「幸せ」のありか
を追い続ける、“名作のことば”と“宇宙の法則”。両者がさまざまに交錯して息
もつかせない「科学で読むドラマ」の開幕。

日程 5月14日㈭〜 6月18日㈭　10:00 〜 18:00
　 日祝日閉室（ただし５月17日㈰は開室）
会場 大隈記念タワー10階125記念室
日本近世文学会全国大会の開催にあわせ、図書館、演劇博物館が所蔵する和
歌、俳諧、小説、演劇など近世文芸全般にわたる貴重書を厳選して展示します。

【問合せ先】 日本近世文学会、早稲田大学図書館、早稲田大学坪内博士記念
演劇博物館　 http://www.wul.waseda.ac.jp/exhibition/

日本近世文学会春季全国大会開催記念
「近世文藝の輝き―早稲田大学所蔵近世貴重書展―」

日程 5月22日㈮〜 6月10日㈬　10:00 〜 18:00
　 日曜閉室（ただし５月24日㈰は17:00まで開室）
会場  総合学術情報センター 2階展示室

『源氏物語』と関連資料の展覧会。『源氏物語』がいかに読み継がれていった
かを実感できる内容となっています。

【問合せ先】中古文学会、早稲田大学図書館
　　　　　  http://www.wul.waseda.ac.jp/exhibition/

中古文学会春季大会記念「源氏物語の絵と注釈」展

日程 6月1日㈪〜 6月30日㈫　10:00 〜 17:00（火・金のみ〜 19:00）　無休
会場 演劇博物館2階　企画展示室1・2
逍遙生誕150年を記念し、上海市文化芸術档案館の秘蔵資料を日本初公開。
梅蘭芳「覇王別姫」の舞台写真など上海演劇の貴重な資料を多数ご紹介。

【問合せ先】 坪内博士記念演劇博物館　TEL：03-5286-1829

「上海演劇の精華」展

日程 6月6日㈯〜7月11日㈯　毎週土曜13:00 〜 14:30（全6回）
会場 早稲田キャンパス8号館Ｂ107教室　事前申し込み・入場料等は一切不要
横川敏雄記念基金の後援による、早稲田法学の知を広く社会の皆様と共有す
るための連続公開講座。本年度テーマは、『刑法は、企業活動に介入すべきか？』。

【問合せ先】 法学部　TEL：03-5286-1803
  http://www.waseda.jp/hougakubu/main/index.html

法学部　横川敏雄記念公開講座

早稲田大学が過去に行ってきた各地の調査による出土資料や近年の調査成果
等をとりあげ、「早稲田考古学」の世界をご紹介します。

①「早稲田の考古学　その足跡と展望」

2004年春に寄贈された旧富岡美術館の収蔵品の常設展示室がオープン。江
戸時代の禅書画、東洋陶磁器などを中心に展示します。

【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

②「富岡重憲の蒐めたもの」

會津八一記念博物館　展覧会
会場 早稲田キャンパス會津八一記念博物館　2号館1階

日程 5月12日㈫〜 6月6日㈯

日程 5月12日㈫〜 6月29日㈪

本学で2009年5月〜 6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。



『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/
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再発見
Rediscovery of WASEDA

オーケストラの演奏による校歌が流れ、

式場後方から歩を進める総長はじめ教職員。

卒業式の開式を告げる、厳かな中にも華やかな入場行進です。

その列を先導するのは、3代目となる早稲田大学校旗。

1982年の創立100周年にあたり製作されました。

校旗の制定は、教旨・式服・式帽とともに、

高田早苗学長（総長は大隈重信）の発案により、

1913年の創立30周年記念祝典で初めて披露されました。

式典当日、この校旗を先頭にガウンを着用した教職員の入場の模様について、

学長秘書の橘静二は「総員総起立総歓呼！校旗とガウンは満場を圧倒し、

群衆はミネルヴァの使の前に平れ伏した」と述べており、

以来式典におけるこの行進は大学の伝統となりました。

伝統の行進率いる校旗

cover story
表紙のお話

表紙写真： 佐藤洋一（芸術学校客員准教授）
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