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　昨年、同窓会組織である早稲田大学
校友会の寄付により ｢目指せ！都の西北
奨学金｣（※）が新設され新聞等でも話題と
なりましたが、今年も校友からの寄付によ
り新たに2つの奨学金が設置されました。
　ひとつは校友会寄付による ｢校友会
海外派遣留学奨学金｣。オックスフォー
ド大学、ケンブリッジ大学の本学留学セ
ンター指定カレッジにおける留学プログ
ラムへの派遣学生を対象に、毎年最大5

名に各150万円を支給するもので、本年は
秋から留学する2名が選出されました。
　もうひとつは、毎年10月に開催される校
友の祭典・稲門祭の実行委員会からのお
申し出による ｢稲門祭奨学金｣で、経済的
に就学困難な学部生に年額40万円を支
給するものです(2010年度開始、初年度
は20名程度を予定)。同祭での福引券付
記念品の売上の半額が原資に充てられ
ます。

大学全般学内活動

研究・教育経営大学の今を知る M R

A U

受賞P

UUNIVERSITY 所沢に新たな拠点101号館完成、竣工式で祝賀
　建設が進められていた早稲田大学101
号館が完成し、7月30日竣工式が行なわ
れました。101号館は人間科学学術院、ス
ポーツ科学学術院の拠点として、21世紀
を見据えた先進の教育・研究を推し進め
るための教室・研究棟として活用されます。
　101号館の規模は地上3階、延床面積
10,144.56㎡、所沢キャンパスを取り巻く自
然に配慮した形で建てられました。2003

年のスポーツ科学部創設により所沢キャ
ンパスが2学部体制となってから懸案と
なっていた、教室・研究室不足の解消が
期待されます。
　竣工式には寄付関係者、設計・施工関
係者、人間科学学術院やスポーツ科学
学術院の教職員ら多数が出席。席上、白
井総長は「所沢キャンパスの教育研究
活動の質をさらに高める大変すばらしい

建物が完成した。皆さまに心からお礼を
申し上げたい。101号館が、深い学識と豊
かな人間性を兼ね備えたグローバルリー
ダーの育成に寄与することを大いに期待
します」と挨拶しました。

本学奨学金制度の大きな柱

校友の支援による奨学金がさらに充実

2階エントランスへと続くブリッジと101号館

　9月20日、学部・芸術学校卒業式、大学
院学位授与式が挙行され、多数の出席
者が参列しました。この日の卒業・修了
者は学部生471名、大学院生318名、博士
学位受領者65名、芸術学校生1名の合
計855名。「いよいよ皆様の時代を始める
のに、何をすべきなのかをよく考え、小さ
なことでもできるところから行動してくだ
さい。卒業生・修了生諸君、早稲田で学

んだことを大きな誇りとして、どうか志高
く生きてください」という白井克彦総長の
激励の言葉を胸に、それぞれが新たな
世界へ旅立ちました。
　翌9月21日には学部・大学院入学式が
執り行われ、新たに760名（商学部・国際
教養学部計225名、大学院計535名）の
新入生が本学の門をくぐりました（写真）。
　白井総長は「これからの学生生活に

おいて、みなさん一人ひとりが自己の可能
性を最大限に引き出し、新しい時代と新
しい問題に向けて果敢にチャレンジする
強靭な気力・知力・体力を養ってくださる
ことを心から期待しています」と言葉を贈
りました。

UUNIVERSITY

UUNIVERSITY

この秋の旅立ちと出会い

9月卒業式・入学式を挙行

（※）経済的理由で本学への進学を断念せざるをえない遠隔
地域の高等学校出身者を対象に、入試出願前に書類選考によ
り奨学金採用候補者を決定する制度です。本年の締切は11月
30日。詳細は奨学課ホームページで。

http://www.waseda.jp/syogakukin/

昨年の稲門祭のひとコマ（大隈庭園）
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　同プログラムが目指すアクティヴ･ライフ
は心と体の健康のみならず、人々が活力
をもって生きることのできる地域や社会
のあり方をも含むものです。日本は長寿
世界一でありながら要介護高齢者は年々
増加し、中高年者のメタボリックシンド
ロームが社会問題化。一方、体力･運動能
力はもとより対人関係や社会関係におけ
る子どもの心身異常も顕在化しています。
　このような健康問題は世界共通となり
つつあり、その解決にスポーツ（運動）が
大きな可能性を持つと期待されていま
す。UNESCOの『プンタデルエステ宣言』

（1999）では、「身体活動への1ドルの投資
は3ドルの医療費を削減する」と謳ってい
ます。
　同プログラムでは、国際的拠点として

「Sport Science Center for Active Life
（SSCAL）」を設立し、国内外のスポーツ
科学の教育研究機関やスポーツ関係提
携機関等との国際ネットワークを構築し

つつ、これらの課題解決へ向けた活動を
開始しました。

　スポーツに対する期待が高まる反面、
スポーツを支える多くの分野で、高い専
門性と幅広いスポーツ科学の知識を兼ね
備えた人材は圧倒的に不足。同プログラ
ムでは、日本そして世界の教育研究拠点
となるべく、以下のような人材育成計画を
立案しています。
①�スポーツ科学の分野で不足している女

性の教育を充実｡またスポーツ経験者

の博士後期課程入学を促す社会人入

学プログラムを整備。さらに海外とくに

アジア・オセアニアからの有能な学生

を積極的に受入。

②�優秀な学生には海外研修等、国際的

に活躍できる経験の場を提供｡また

「英語のみによる学位取得コース」を

設置｡

③�成果に応じて研究費、雇用面で教育

研究に打ち込める体制を整備｡さらに

本学博士キャリアセンターや国内外

の機関と協力して多様なキャリアパス

を提示｡

　さらに同プログラムでは、上記の目的を
達成するため、プロジェクト的戦略テーマ
として下記の課題を設定しました。
Ⅰ:��IT普及社会における子どもの体力低

下抑止と健全育成促進

Ⅱ:��医療・介護（社会保障）負担の軽減と

中高年の生きがい創出

Ⅲ:��人類幸福の実現のためのトップス

ポーツ興隆の方策追究

　「スポーツ科学」はそれ自体が学際的・
複合的な学問領域ですが、単にスポーツ
科学を総花的に展開するのではなく、こ
れらのプロジェクトを進行させることで、

“Sport Sciences for Active Life”と呼ぶ
にふさわしい新学問体系を構築すること
を目指しています。

平成21年度文部科学省グローバルCOE

『アクティヴ・ライフを創出するスポーツ科学』プログラム

健康問題は世界共通
スポーツに高まる期待

活力ある地域・社会創出のため、
新学問体系を構築

国際的に卓越した教育研究拠点の形成を重点的に支援し、国際競争力のある大学づくりを推進する文部科学省「グローバルCOE
（Center Of Excellence）プログラム」に、本年度、スポーツ科学学術院の彼末一之教授（本誌P20「プロローグ」にも掲載）を拠点リー
ダーとするプログラムが採択されました。これで本学のグローバルCOEは8拠点となり、私立大学としては最多を誇ります。

RRESEARCH&
EDUCATION

スポーツを支える人材を
国際的に育成

Sport�Science�Center�for�Active�Life（SSCAL）展開イメージ アクティブライフ創出イメージ

国立スポーツ
科学センター

東京都老人
総合研究所

国立健康･
栄養研究所

Sport Science for
Active Lifeの確立

スポーツ科学分野を
広く俯瞰できる

高度専門職集団の育成

早稲田大学

SSCAL
（スポーツ科学研究科）

スポーツ･運動現場

（国内提携協力）

German
Sport

University

上海体育大学
カルガリー大学

など

IOC
FIFA

米大リーグなど

プロ野球機構
日本サッカー協会

自治体など

（国際提携協力）
体力・健康

国・　　 地域の活性化
トップスポーツ

新興

健全育成 医療費削減

子どもの
体力・気力低下 メタボリック・シンドローム 要介護高齢者

年齢

スポーツ体験 教養としてのスポーツ 未来の健康高齢者

アクティブ・ライフ
・人々が心と体の健康を保ちつつ、活力を持って長い人生を楽しむこと。
・これを実現するための地域や社会の在り方も含む。

 

※詳細は同研究拠点ホームページ（http://sport-sciences-gcoe-waseda.jp/）にてご覧ください。
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研究を通して社会に貢献　

早稲田発の研究報告が続々RRESEARCH&
EDUCATION

大学全般学内活動

研究・教育経営大学の今を知る M R

A U

受賞P

　理工学術院の武岡真司教授らのグ
ループが、防衛医科大学校と共に、動物
実験で天然多糖類を用いた高分子超薄
膜（ナノシート）を外科手術用創傷被覆
材（ナノ絆創膏）として医用応用すること

に世界で初めて成功。肺、胃など柔らか
い生体組織の損傷にナノシートを貼付す
るだけで、くしゃみ程度の負荷でも安定
に閉鎖できることを確認しました。ナノ絆
創膏は外科手術の大幅な時間短縮を可

能にし、さらには縫合が困難な内視鏡手
術分野などにも大きく貢献することが期
待されています。

　理工学術院の大聖泰弘教授、紙屋雄
史教授のグループが環境総合研究セン
ターで開発・実験中の先進電動マイクロ
バス「WEB（Waseda advanced Electric 
micro Bus）」が、環境省の産学官連携環
境先端技術普及モデル策定事業に採択
され、来年、新車両の完成を待って埼玉県

本庄市・熊谷市の公道で走行試験を実施
することとなりました。WEBは、専用の「非
接触充電装置」上に停車するとコード等の
接続なしでも電磁誘導により急速充電が
でき、二酸化炭素排出量や騒音・振動が
少ないことが特長です。一般の人に乗車し
てもらいながら、性能を検証します。

　理工学術院の高西淳夫研究室が、
文部科学省の知的クラスター創成事
業「岐阜・大垣地域ロボティック先端
医療クラスター」による助成を受けて
㈱京都科学との共同研究により開発
した手術訓練装置「縫合手技評価シ
ミュレータ」が製品化されることとな

りました。
　ロボット技術を使用した同装置は、
訓練者の縫合手技中、皮膚の変形が
リアルタイムでグラフ表示され、動画も
保存可能。皮膚にかかる力や手術時
間等の情報を得られ、後で自分の学習
状況を確認することができます。

　カンボジア・アンコール遺跡救済活
動を行ってきた中川武理工学術院教
授（日本国政府アンコール遺跡救済
チーム団長）の研究グループは、8月6
日、観光客などに同遺跡の歴史や寺
院、現在の修復・研究事業を、写真パ
ネルや実際に出土した遺物等と共に

紹介する現地施設「バイヨン・インフォ
メーション・センター」を開設しました。
　また、カンボジアの若い世代のため
の教育プログラムを作り、同センター
を歴史や遺跡修復に関する情報の集
積・発信基地として活用していく予定
です。

縫合手技の定量的評価が可能となった

実験中の ｢WEB｣。来年はひと回り大きい車体が登場

遺跡修復の現場

世界初　ナノ絆創膏の医用応用に成功

先進電動マイクロバス、環境省策定事業に採択

医療ミスを減らせ！手術訓練装置を製品化

現地センターでアンコール遺跡修復事業を紹介

膜厚75�nm（ナノメートル）程度は市販絆創膏の
10万分の1
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　高西淳夫理工学術院教授が理事
を務め、本学や九州大学などでつくる

「ベーダ国際ロボット開発センター」が“座
らない”新型車椅子「RODEM（ロデム）」
を開発し、8月26日に本学先端生命医科
学センターで試作品を公開しました。背
もたれがなく車体後方から背負われる

形で乗り込めるため、上半身を起こせる
人であれば介助がなしでも乗り降りでき、
操作も容易なことなどが特徴です。同セ
ンターはロデムを生産するパートナー企
業を募っており、1年後をめどに量産を目
指しています。

　9月14日、バイオサイエンス産業を国家
的に推進しているシンガポールのバイオ
ポリスに「早稲田大学バイオサイエンス
シンガポール研究所（WABIOS）」（所長：
石渡信一理工学術院教授）が開設され
ました。また同日、シンガポール科学技術
研究庁（A*STAR）との間で、共同研究
を促進し、有能な研究者を育成すること
を目指して協力し合う旨の調印式も行わ

れました。
　同研究所は、①新しい細胞生物物理
学の構築、②医薬品や診断法の開発プ
ロセスの構築、③バイオ医薬品・医療機
器の開発に向けた研究、④脳神経疾患
の診断と治療に向けた研究、などをテー
マに、世界屈指の研究者たちとともに連
携・共同・融合研究を展開し、新しい学
問領域を開拓することを目指します。

シンガポール政府と連携

バイオサイエンスの海外拠点を開設

ベッドから向きを変えず、そのままおんぶの姿勢で

　2009年4月、本学が京都大学、慶應義
塾大学、東京大学、立命館大学と共に

米国ワシントンDCに設立したNPO法人
日米研究インスティテュート（US-Japan 

Research Inst itute/ 
USJI、理事長：白井総長）
が、9月22日にワシントンDC
で初のシンポジウムを開催
しました。220人もの聴衆を
集め、“How Quickly Can 
We Recover from the 
Global Financial Crisis?”
をテーマに、金融危機につ
いて過去・現在の日本・ア
メリカ・アジア経済に関す

る分析をもとに、今後を展望し、経済危
機発生の防止及び世界的な金融システ
ム改革の必要性を検討。活発な議論が
繰り広げられました。
　また翌23日には“Japan’s New Government 
and US-Japan Relations”をテーマとして
ラウンドテーブルディスカッションを展開
しました。日米の研究者を迎え、前日の
シンポジウムや総選挙後の日本の政策
の方向性などの側面も話題に、同インス
ティテュートの具体的なプロジェクトの
方向性や役割について意見が交わされ
ました。

5大学で設立した米国NPOが活動開始

日米研究インスティテュートがワシントンDCでシンポジウムを開催

�会場からも活発な発言が

A*STARチュアン・ポー・リム長官（左）と白井総長

介助なしでも楽 、々新型車椅子ロボット

UUNIVERSITY

RRESEARCH&
EDUCATION
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大学全般学内活動

研究・教育経営大学の今を知る M R

A U

受賞P

　7月28日、イタリア・ローマで行われた水
泳世界選手権の競泳男子100ｍ背泳ぎ決
勝で、水泳部・古賀淳也さん（スポーツ科
学部4年）が日本記録となる52秒26で優
勝。引き続き、8月2日、男子50ｍ背泳ぎ決勝
では、24秒24の日本新記録で準優勝し、同
大会で金・銀2つのメダルを獲得しました。
　古賀選手の家族はスポーツ一家（父は

本学競走部OB）。「5歳から水泳を始め、
長年にわたり食事や送り迎え等に家族の
温かいサポートがありました。試合から
帰った時は特別にはしゃいだりすることな
く、いつも通り接してくれる家族の支えが
嬉しかった」と述べています。
　また、「今回、世界選手権という大舞台
で結果が残せたことを、本当に嬉しく思う

とともに、僕が練習する時や試合の時に
サポートしてくださったスタッフの方 、々並
びに応援してくださった皆様と大学関係
の方々に、感謝の意を表したいと思いま
す」と喜びを伝えています。

　8月2日、演劇博物館正面に舞台を設置し
（写真）、劇団「水族館劇場」による路上芝
居『谷間の百合』が上演されました。伝説の
ストリッパー一条さゆりを、二人の役者によ
る二人一役で描いた作品です。開演前には
長蛇の列。雨が降ったりやんだりで野外で

の上演が心配されましたが、開始時刻に一
旦雨はあがり、路上芝居が実現しました。
　野外上演にこだわっている同劇団も、大
学での上演は初めて。来場ファンは「いつ
もより多くのお客さんにびっくりです」と。ま
た公演者は「大学でこのような場を設けて

いただき嬉しく思います。事務局の方 も々
親切で、楽しく公演できました」と感想を述
べられました。

　小中学生のための科学まつり「第22回
ユニラブ」が8月5日に開催され、約1,600人
の来場者で賑わいました。メイン会場であ
る西早稲田キャンパス63号館では、実験
体験コーナーや実験ツアーの申し込みに
多くの子どもたちが行列を作りました。
　実験教室は19項目が開講され、「じょう
ぶでこわれないシャボン玉をとばそう」（小

学校1、2年生対象）では、小松原明哲理工
学術院教授の直接の指導の下、子どもた
ちが丈夫なシャボン玉作りに挑戦しました

（写真上）。また、「レンズを作ろう！」（中学
生対象）では、本学技術職員が光の科学
に関して説明を行い、中学生たちは光に
関する理解を深めながらレンズ作りに取
り組みました（写真下）。

水泳世界選手権で金・銀2つのメダルを獲得！

今年もイベント目白押し！

100m・50m背泳ぎで古賀選手が快挙

夏休みも活気溢れるキャンパス

AACTIVITY

AACTIVITY
水族館劇場『谷間の百合』上演

第22回　ユニラブ

金・銀2つのメダルを胸に白井総長の祝福を受ける
古賀選手

　8月1日～3日にかけて、都内および所沢
の各キャンパスに加え、大阪（梅田スカイビ
ル）、福岡（エルガーラホール）、関西大学に
てオープンキャンパスが開催されました。大
阪、福岡では系属校の説明会も同時開催
され、多くの来場者がありました（右表）。
　都内は雨交じりのお天気でしたが、それ
でも昨年度を上回る来場者で、各説明会
会場はどこも大盛況でした。

各地でオープンキャンパス開催

・早稲田キャンパス� 39,925名

・戸山キャンパス� �14,234名

・西早稲田キャンパス� �10,708名

・所沢キャンパス� �1,188名

・オープンキャンパスin大阪　� 569名�

・オープンキャンパスin福岡　� 570名�

・オープンキャンパスin関西大学�　�694名�

� ※資料配布数ベース

キャンパスツアー受付には傘の列が
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　グローバル30は、世界的な人材獲得競
争が激しくなっている状況の下、我が国の
高等教育の国際競争力の強化及び留学
生に魅力的な水準の教育を提供するとと
もに、留学生と切磋琢磨する環境の中で
国際的に活躍できる人材の養成を図るた
めの優れた取り組みを支援する文部科学
省の事業です。初年度の今年は、22件の申
請から本学を含む13件（国立7私立6）が

採択されました。
　本事業に取り組む大学には、①国際競
争力のある学部・研究科において、英語で
学位が取得できるような体制の整備、②
留学生に対する専門スタッフ（チューター
や相談員等）による生活支援、日本語教
育、就職支援などの実施、9月入学の促進、
③留学生を受け入れるためのワンストップ
サービスを行う海外拠点の設置、などが求

められています。
　本学ではすでにこうした施策を順次整
えて来ており、今回の採択を機に、政治経
済、理工、社会科学総合の3学術院・5学
部6研究科で新たに英語学位コースを立
ち上げるなど本学の最重要課題であるグ
ローバル化がさらに加速されることになり
ます。具体的な計画や実施状況等につい
ては、機会を改めて報告します。

本学では、創立125周年（2007年）を契機に「教育の早稲田」「研究の早稲田」を掲げて、教育・研究体制やその内容の見直しを続けて
います。2010年4月には以下のような組織変更が実施されます。

｢早稲田｣から ｢WASEDA｣へ、さらに推進

さらなる教育・研究の充実を目指して

｢国際化拠点整備事業（グローバル30）｣に採択

学部・大学院で相次ぐ新設・再編

スポーツ科学部
従来のスポーツ医科学科・スポーツ文化学科を統合し、｢スポーツ科学科｣の１学科7コース制に再編。コースは、ス
ポーツ医科学／健康スポーツ／トレーナー／スポーツコーチング／スポーツ文化／スポーツビジネス／スポーツ教育と
なります。

経済学研究科
従来の２専攻（理論経済学・経済史専攻、応用経済学専攻）を再編して研究科全体を ｢経済学専攻｣とし、その下
に自立性の高い ｢経済学コース｣ ｢国際政治経済学コース（修士課程のみ）｣の２コースを設置します。

文学研究科

｢表象・メディア論コース｣を新設。従来の学問領域の範囲内におさめにくいメディアアート、テレビ、写真、ディジタル
表現、サブカルチャー、パフォーミング・アーツ、さらには未来に展開されるであろう文化現象をも射程に収めつつ、それ
らをメディア・身体・イメージという３つのキーワードを軸に分析し、多種多様な創造的営為の根源をさぐり、今日的意
義を考察していきます。

基幹理工学研究科

｢電子光システム学専攻｣を新設。基幹理工学部電子光システム学科に直結する専攻であり、原子・分子を素材に、自
己集積・自己組織化による高次構造形成、あるいは半導体微細加工技術によってナノメートルからマクロサイズに至
る各階層の構造体を形成し、ナノメートルサイズ固有の学理、電子や光を媒介とする機能発現、機能集積によるシス
テム化、という新しい学術分野に与かっています。

創造理工学研究科
｢経営デザイン専攻｣を新設。グローバル化や社会的責任が増す現代の経営課題に集中して取り組むため、価値創
造の事業マネジメント技術について、一般学生はもちろん社会人をも対象に実践的な教育・研究を行います。

先進理工学研究科

日本で初となる共同大学院３専攻を下記のとおり開設します。
①�東京女子医科大学と ｢共同先端生命医科学専攻｣を開設。新しい科学技術を医療に適用して真の患者・社会へ
の利益を具現化し、新技術と人間との調和および関連する諸問題を科学的根拠に基づいて解決しようとする分
野 ｢医療レギュラトリーサイエンス｣の開拓を目指します。

②�東京都市大学と ｢共同原子力専攻｣を開設。低炭素社会の実現のため、企業、研究開発機関、官公庁とも連携し、
原子力学、加速器理工学、放射線理工学を軸に従来とは異なる幅広い分野を網羅し、実用の進展に対応する教
育・研究を行います。

③�東京農工大学と、日本初の国立・私立大学連携による共同大学院 ｢共同先進健康科学専攻｣を開設。生命科学・食
科学・環境科学の３分野を柱として、国民の健康に寄与する健康科学に先進的科学技術によりアプローチします。
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中高一貫教育と高 大連携
近年本学は、附属・系属校の拡充、連携強化を図っています。

その背景と意義をお伝えするとともに、連携により生み出される、新たな“早稲田力”の可能性を考察します。

本学が附属・系属校を拡充する背景と意義について、教務担当である土田常任理事に聞きました。

——最初に、附属校と系属校の違いをご説明

ください。

　附属校は早稲田大学と同一法人、系属校は
別法人となっており、附属校は早稲田大学へは
全員が進学しますが、系属校は早稲田大学へ
の推薦入学率は学校によって異なります。例え
ば、100年以上の長い歴史を持つ早稲田実業
はほぼ100%となっていますが、それ以上に古
い早稲田中高は50%で、推薦入学と受験の両
方の選択肢が用意されています。
　また、高等学院と早稲田中高は男子校です
が、それ以外は共学ですし、小学校からある
学校もあれば、高校のみの学校もあり、ひと口
に附属・系属校と言ってもさまざまなバリエー
ションがあります。それぞれカリキュラムにも独
自の工夫があるため、その中から、早稲田以外
の大学を受験するかどうかも含め、自分に合っ
た学校を選ぶことができます。

——今年は大阪の摂陵中高が系属校となり、

来年は早稲田佐賀中高が開学します。大阪、佐

賀の地方展開の背景と狙いは何でしょうか。

　もともと早稲田大学は全国各地から学生が
集まる大学でしたが、受験勉強環境の地域的
格差の広がりなどもあり、最近では7割近くが
関東圏出身の学生です。そこで大阪と九州に
系属校を設置し、地方を重視する早稲田大学
の伝統の復活を図りました。
　多感な中高生時代に過ごした環境は、人間
形成に大きな影響を与えます。さまざまな地域
で育った学生が共に学ぶことは、大学に多様
性を与え、その魅力を向上させるでしょう。私自
身は東京で生まれ育ちましたが、大学に入って
初めて、他の地域出身の友人を得ることができ
ました。

——来年には高等学院の中学部が開学しま

すが、中学と高校を展開するメリットは何で

しょうか。

　6年間を通して、一貫した方針で教育ができ
ることです。中高の6年間は学力、体力、精神力
といった人生の基礎力が培われる時期です。
この期間に高校受験の受験対策に追われず、
地に足をつけた教育をすることは、大きな意味
があるでしょう。
　例えば、早稲田佐賀中高は半数が早稲田大
学に推薦入学し、半数が受験で他大学等へ進

早稲田大学向上のために
Part.1　

個性豊かな附属・系属校が大学に多様性を与える

Special Report

早稲田が目指す

早稲田大学常任理事 文学学術院教授

土田健次郎
［プロフィール］
つちだ・けんじろう
早稲田大学第一文学部卒、同大学院文学研究
科東洋哲学専攻単位取得退学。博士（文学）。
日本中国学会賞、東方学会賞を受賞。主な研究
テーマは、中国宋代思想、日本江戸時代思想。

つの附属・系属校で
個性豊かな独自の教育を展開7
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系属校

中高一貫教育と高 大連携
学しますが、中高の6年間を2年ずつ「基礎力
養成期」「応用力養成期」「実践力充実期」に
分け、きちんと段階を踏んでどの進路を選んで
も通用する学力を磨きます。このようなことは、
高校の3年間だけではなかなか実現すること
ができません。高校から入学する生徒に対して
も、中高一貫組に刺激を与える存在になってく
れることを期待しつつ、早い時期に中高一貫の
校風になじませるような指導を行います。

——大学、附属・系属校の連携はどのように行

われているのでしょうか。

　昨年から、大学とすべての附属・系属校の代
表者が集まって、大学と附属・系属校の関わり
方や、附属・系属校同士の交流について、忌憚
なく議論する会議を始めました。現場で教鞭

を執る先生が参加し、有意義な意見交換が行
われています。

——高大連携についてはいかがでしょうか。

　大学側にとってのメリットは、優秀な学生を
確保するために、附属・系属校の教育に関与で
きることです。大学の教員が中高に出向いて講
義や理科実験を行ったり、高校生に大学の講
義を聴講させたりすることはもちろんですが、
大学側が求める要素を中高のカリキュラムに盛
り込めることが何と言っても魅力です。そのた
めには大学側も学部レベルで、中高の現状に
ついての認識を深め、中高側からの意見や要
望に耳を傾けなければなりません。縦のつなが
りを強化し、生徒が自分にあった学部に進学
できるように、密な連携が行われることを期待
しています。

——系属校が増えると多様なルートから学生

を受け入れることになります。大学の受け入れ

体制は整備されているのでしょうか。

　本学では、附属・系属校に限らず、指定校推
薦、AO入試、自己推薦入試、帰国生入試など、
さまざまなルートで新入生を受け入れていま
す。そのため、入学時の学習水準にも差が生じ
る可能性があり、初年次教育を充実させること
が必要です。そこでそれに対応すべく、英語力
を強化する「チュートリアルイングリッシュ」を
拡大し、新たに「学術的文章の作成」、「数学基
礎プラスα」といった科目を新設して、全学基
盤教育を拡充しています。
　附属・系属校をただ増やすだけでなく、大学
自身が研究と教育の水準を上げていかなけれ
ば、全体の質は向上しません。それぞれの附属・
系属校の位置づけを再認識し、組織的に連携
することで、早稲田大学の向上を実現したいと
考えています。

学の研究と教育の水準を
向上させることが大前提大

早稲田大学男子校 男女共学
※数字は1学年の定員数

※高等学院中学部および早稲田佐賀中学校・高等学校は、現在（2009年10月）設置認可申請中

早稲田
高等学校

早稲田
中学校

男子300名

男子300名

早稲田摂陵
高等学校

早稲田摂陵
中学校

男女225名

男女140名

早稲田佐賀
高等学校

早稲田佐賀
中学校

男女240名

男女120名

早稲田実業
高等部

早稲田実業
中等部

男女405名

男女225名

男女108名

早稲田実業
初等部

附属校

高等学院

高等学院
中学部

男子480名

男子120名

本庄高等学院

男子240名
女子80名

早稲田渋谷
シンガポール校

男女90名



附属・系属校のうち、来年中学部を開設する早稲田大学高等学院（以下高等学院）、関西で長い歴史を持ち、

今年から系属校として新しい一歩を踏み出した早稲田摂陵中学校・高等学校（以下早稲田摂陵）、

来春、佐賀に開校する早稲田佐賀中学校・高等学校（以下早稲田佐賀）の各校長が集まり、

各校の特色や中高一貫教育の狙い、大学との、また学校同士の連携に期待することなどについて、話し合いました。

矢口　本日はお集まりいただきましてありが
とうございます。最初に各校の特色をご紹介
ください。
山西　高等学院は、早稲田大学とともに長
い歴史を刻んできましたが、新制以降60年
の歴史を重ねました。自主自律の気風が
あり、それが時には生意気な生徒を育てる
こともありますが、いい意味で批判精神を
持って世に自らの考えを示すことができる
ような人に育ってほしいと思っています。こ
れは、混迷した時代に求められることでは
ないでしょうか。

　当校の特色ある取り組みの一つに、必修
の卒業論文があります。高校生も大学生も
苦手なようですが、自分の頭で考え、議論
し、言葉できっちりと表現ができるようにな
ることを目指しています。そのためのカリキュ
ラムを組んでいます。特に3年生の卒論の授
業は1クラス約10名で行っています。
　また、教育内容をより深化させるため、来
年、中学部を開設することになりました。高
等学院に入学してくるものは優秀な生徒が
多いのですが、それでもさまざまなタイプの
子がいて、中学校の教育が大きく影響してい
ることが分かります。そこで、ぜひとも自前の
中学校教育をしてみたいと思っています。中
学部では、基礎学力を確保し、高等学院の
教育が十分生かされるような資質を持った

生徒を育て、高校教育にも大きな刺激を与え
たいと考えています。
　現在、高等学院では教科以外のクラブ
活動や、社会情勢に合わせた国際交流プロ
ジェクト、環境プロジェクト、模擬裁判プロ
ジェクトなどのプロジェクト活動にも力を入
れています。さらにはスーパーサイエンスハ
イスクール（SSH）として理数系教育でも魅
力的な取り組みをしています。
藁谷　早稲田摂陵は、元々は日本の経済を
根本から支えてきた繊維業界の方々が人材
育成のために設立した大阪繊維学園の設置
校で、47年の歴史があります。教育学部長を
務めたり、教職大学院を立ち上げたりした経
験を生かし、教育現場が抱える課題に応え
られる学校にしたいと思っています。

附 属・系 属 校 校 長 座 談 会
Part.2　

多様な環境で個性を育む
中高一貫教育と高大連携の可能性

出席者
山西廣司
早稲田大学高等学院長

藁谷友紀
早稲田摂陵中学校・高等学校長 
早稲田大学常任理事、教育・総合科学学術院教授

溝上芳秋　
早稲田佐賀中学校・高等学校長

進行役
矢口徹也
早稲田大学教務部副部長、教育・総合科学学術院教授

じ早稲田でも三校三様同
写真＝金子悟
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附属・系属校のうち、来年中学部を開設する早稲田大学高等学院（以下高等学院）、関西で長い歴史を持ち、

今年から系属校として新しい一歩を踏み出した早稲田摂陵中学校・高等学校（以下早稲田摂陵）、

来春、佐賀に開校する早稲田佐賀中学校・高等学校（以下早稲田佐賀）の各校長が集まり、

各校の特色や中高一貫教育の狙い、大学との、また学校同士の連携に期待することなどについて、話し合いました。

　その課題の一つに関連しますが、早稲田
摂陵に行って驚いたのは、敷地が2万3,000
坪もあり、野球、サッカー、ラグビー、陸上が
同時にできるグラウンドが2つもあるという
ことです。都心の学校はスペースが限られ
ていて、やれることに制限があります。大学
の場合は、限られたスペースでも他大学との
ネットワークで仮想のキャンパスを広げるこ
とができますが、中高はなかなかそうはいき
ません。面と向かってぶつかり合うことがで
きる実空間が必要です。
　早稲田摂陵はこれまでも地域にしっかり
と根ざした面倒見のいい学校と言われてき
ましたが、今後も一人ひとりの個性を大切に
した教育をしたいと思っています。早稲田大
学は全国からいろんな背景を持った学生が
集まって切磋琢磨することで、大学の活力を
生んできました。私は早稲田摂陵で、子ども
たちのいろいろな個性に真剣に向き合いた
いと思っています。
　校長になってから、地域の教育委員会や
警察、消防署に挨拶にいくと、「藁谷さん、一
緒にいい子を育てましょうね」と言われ、ぜ
ひとも地域の力を子どもたちの教育に結び
つけたいと思いました。ボランティアやイン
ターンシップを通じた地域社会との関わり
の中で、子どもたちが将来の進路を見出して
くれればと思っています。また、社会との関
わりを世界へも広げるため、国際理解教育
に力を入れ、海外に2回修学・研修旅行に行
きます。さらには、海外と行き来するいくつか
のオプション、国際インターンシップ等を通し
て国際理解教育を深めたいと思います。
溝上　来春、いよいよ早稲田佐賀が開校し
ます。地方で早稲田の名を冠するにあたっ

て、早稲田大学が持っている理念を忠実に
再現したいと考え、「学問の独立」「進取の
精神」「地球市民の育成」を設立理念としま
した。これらの言葉の解釈でローカル色を
出したいと思っています。
　まず「学問の独立」ですが、九州地区は
国公立志向が非常に強く、医歯薬系志望者
が多いという特徴があります。早稲田大学
への推薦枠は50％ですが、残りの50％で国
公立や医歯薬系への進学を後押しすること
が、九州でトップ校として成り立っていくた
めには不可欠だと思います。オールラウンド
な知識を持った子を育てるため、高校3年の
12月まで全教科を学習するというスタイルを
とり、高い学力と豊かな教養を身に付けさせ
たいと思っています。
　「進取の精神」については、学校生活や寮
生活で起こるさまざまな軋轢を解決する中
で、コミュニケーション能力を育み、何事に
も躊躇なく取り組む子を育てたいと思いま
す。トップの社会人になるためには、国際社
会にも通用するコミュニケーション能力が
不可欠だと思います。
　「地球市民の育成」については、帰国生の
受け入れや留学生を送り出すことも含めて、
多様な価値観に触れあう場を作り、中高生
版の地球市民、幅広い価値観を持った子を
育てたいと考えています。

矢口　高等学院に中学部が開設され、早稲
田摂陵も早稲田佐賀も中高一貫教育です。
世の中でも中高一貫教育の流れが進んでい
ますが、地域との関連も含めて、中高一貫教
育についてどうお考えですか。
山西　3校とも中高一貫教育を行う背景は
異なりますが、基本的には、6年間かけて
じっくり生徒を育てていきたい、ということ
だと思います。同時に高校から新しい生徒
が入学することも、多様化を図るという点で、
意味があると思います。大学入試がなく、中
高大、さらに大学院までの一貫教育ができ
るメリットは大きいですね。高等学院は首都
圏の学校で、その地の利を生かしてさまざま
な活動ができます。早稲田大学全体で見れ
ば、学生の多様化という面で、関西、九州な
どから入試を経ずに進学してくる生徒がい
ることは、プラスになるでしょう。

出席者
山西廣司
早稲田大学高等学院長

藁谷友紀
早稲田摂陵中学校・高等学校長 
早稲田大学常任理事、教育・総合科学学術院教授

溝上芳秋　
早稲田佐賀中学校・高等学校長

進行役
矢口徹也
早稲田大学教務部副部長、教育・総合科学学術院教授

っくり学べる
中高一貫教育じ

H
iroshi Yam

anishi

山西廣司
早稲田大学高等学院長
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藁谷　早稲田摂陵の募集人員は、中学入試
が120名、高校入試が180名ですが、いずれ
逆転させ、中高一貫校としての比重を大きく
したいと思っています。大阪では橋下府知事
が公立校を重視していますが、これは私立
にとってはチャンスであると考えています。
公立校が充実すればするほど、逆に公立校
にできないこと、早稲田摂陵ならではの教育
がはっきりするからです。6年間を使って、私
立校の理念に沿った教育をし、大学の資源
を十分に活用していきたいと思います。
溝上　10年前に「ゆとり」という言葉が教育
のキーワードとして広まりましたが、学力の
低下を招きマイナスイメージがついてしまい
ました。しかし私は、中学校や高等学校の生
徒にゆとりは必要であり、ゆとりの中でしか
自ら考える力はつかないと考えています。能
力のある子は理解力も高いと思いますので、
大学で行われている最先端の考え方を注入
することで、一つのことをじっくり掘り下げる
経験を与えたいと思っています。一つのこと
を掘り下げると、とんでもなく広い世界が広
がっているということを実感すれば、いろん
な分野に興味を持つようになるのではない
でしょうか。そうした機会を中高一貫の系属
校の売りにしたいと思っています。

矢口　高等学院は男子校ですが、早稲田摂
陵は来年から共学化され、早稲田佐賀は最
初から共学校です。共学校と男子校につい
てはどのようにお考えですか。

山西　附属・系属校7校のうち2校が男子校
で、女子校はありません。何もないところか
ら初めて新しい学校を作るとすれば共学だ
ろうと思いますが、既設の学校にはこれまで
に培ってきた歴史と伝統があります。高等学
院は男子校ですが、男子校には男子校のよ
さ、共学校には共学校のよさがあるので、い
ろいろな切り口があっていいのではないか
と思います。男子校であり続けてほしいとい
う同窓生の意見は多いです。大学全体として
の多様性という視点もあるでしょう。
藁谷　私自身は福島の男子校出身ですから
男子校の良さを知っています。早稲田摂陵の
場合は、系属になる前から共学化の話は出
ておりました。男子生徒、女子生徒は将来社
会を構成するパートナー同士ですから、お互
いを尊重し尊敬し合う生徒を育てたいと考
えています。
　大隈さんは女子教育の大切さを強調して
おり、日本女子大学の創設準備委員会の委
員長も務めました。第3代総長で文部大臣も
務めた高田早苗も女子教育の重要性を力説
しました。早稲田は1930年代に全学部が正
規に女子学生を受け入れており、当時として
は画期的なことでした。今や早稲田大学は
現役の女子学生でみたとき、その数が一番
多い大学です。また、男女共同参画推進室が
設置され、あるいは地域開放型の保育園を
設けたりなど、大学としての取り組みを進め
ています。そうした大学の姿勢を共学化の
中で具体化していきたいと考えています。
溝上　私の経験から言うと、20年くらい前ま
では保護者面談で、うちの子は女の子だか
ら、男の子だからという前提がつくことがよ
くありましたが、近年は学校教育の中で男女
を意識することはなくなっているのではない
でしょうか。社会全体を見ても、平準化して
いると思います。

矢口　早稲田摂陵と早稲田佐賀は寮を建
設しますが、地域との連携ということも含め
て、寮の考え方についてご説明ください。
藁谷　寮の子どもたちは、ボランティアやイ
ンターンシップを通して地域との関わりを持
ち、その中で個性を育んでいってほしいです
ね。寮と地域との連携は大切です。保護者
の皆さんは、子どもを預ける寮が、安心安全

附属・系属校校長座談会
Part.2　

多
様
な
環
境
で
個
性
を
育
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高
一
貫
教
育
と
高
大
連
携
の
可
能
性
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oki W

aragai

藁谷友紀　
早稲田摂陵中学校・高等学校長 
早稲田大学常任理事、教育・総合科学学術院教授
経済学博士

れぞれの良さを生かす
共学校と男子校そ

からメンタルまで
安心できる寮生活食
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で教育施設として機能するかどうかを心配
されていると思います。安心安全に関しては
プロの手を借ります。子どもたちに規律正し
い生活を身に付けてもらうために、掃除当番
もあります。そして、教師が責任を持って夕
食後の勉強を習慣づけます。また近くの大
阪大学医学部の学生に手伝ってもらい、お
兄さんお姉さん的な存在としてメンタル面の
フォローもしてもらいます。もちろん、保護者
と学校の情報共有にはしっかり力を入れて
いきます。
溝上　寮と地域の結びつきについては、藁
谷先生が言われた通りだと思いますが、少
し視点を変えると、本校では食について地
域との結びつきがあります。大きな産業がな
い地域にいきなり600人規模の寮ができる
ため、黒船が来たと言う人もいるくらいです。
唐津市役所等が協力してくださり、入寮す
る子どもたちに地元の新鮮な食材を提供し
てくれることになりました。食は生きる上で
一番大切なことです。子どもたちは、唐津の
寮で食べたおいしい食事を卒業してからも
時々思い出すでしょう。食は本当に大きな力
を与えてくれると思います。

矢口　本学の附属・系属校としては、今日お
集まりいただいた学校以外にも、早稲田大
学本庄高等学院、早稲田実業学校、早稲田
中学校・高等学校、早稲田渋谷シンガポー
ル校があります。附属・系属校の一つの課
題として、早稲田として横のつながり、高大
連携についてお考えのことをお聞かせくだ
さい。
山西　大学との連携については、高等学院
ではすでにいろいろなことをやっていて、こ
れは在京の利点かもしれませんが、法学部
の授業を先取りしたり、理工学部の先生が
授業をしたりします。それ以外にも卒業生が
学部ごとに懇談会を開いて後輩たちにアド
バイスをしたりするなど、さまざまなチャンネ
ルで高大連携が行われています。横のネット
ワークは、これまでにも各種クラブ活動で早
稲田系の各校が集まる試合や、早慶の附属・
系属校が集まる活動などが行われたりして

います。生徒の場合だけでなく教員もそうで
しょうが、距離的にも離れているところとの
交流を考えれば、web上でつながりを作って
いくことなどできるでしょうね。それぞれの
学校の背景がかなり違うので、横だけでな
く、縦にも斜めにも、いろいろありえるでしょ
う。学校がひとつの学校だけで閉じている
時代ではないと思います。
藁谷　今回の合同説明会（9月13日に附属・
系属全7校で初開催）もそうですが、実際に
はいろいろな場面ですでに連携しておりま
す。JST（科学技術振興機構）の教育プログ
ラム「未来の科学者養成プログラム」「デジ
タル化教材活用プログラム」など、附属・系属
校と大学の連携は、具体的に進んでいます。
まずはそれを大切に一層の展開をはかりた
いと思います。それから、生徒間の連携だけ
でなく、情報交換やスキルアップなど、教職員
の連携も進めていきたいですね。
溝上　来年本校で採用する教職員に聞いた
ところ、若い人は特に教職員間の交流を望ん
でいます。生徒のほうも2週間くらい学校を
チェンジするというアイデアも浮かんできま
すし、保護者からは九州から東京に転勤す
る場合、同じ早稲田の附属・系属校に転校
できるかという質問もありました。学校間の
壁が低くなれば、もっといろいろな可能性が
生まれてくると思います。
矢口　藁谷先生がおっしゃるように、教員養
成も大きな課題ですね。教員免許更新制度
や教員養成課程の修業年限についてもさま
ざまな議論がありますが、縦横の連携によっ
て教員育成の課題にも対応できると思いま
す。もちろん、子どもたちへのサポートにお
いても、附属校・系属校の連携にはいろいろ
な可能性がありそうですね。それぞれの学
校の価値を高めながら、日本の教育の将来
のために力を合わせて頑張りましょう！　本
日はありがとうございました。

Yoshiaki M
izogam

i

溝上芳秋
早稲田佐賀中学校・高等学校長

くの学校同士の
連携にも期待遠

Tetsuya Yaguchi

進行役

矢口徹也
早稲田大学教務部副部長
 教育・総合科学学術院教授、 博士（教育学）

（9月13日　大隈会館にて収録）

■ 早稲田大学高等学院
〒177-0044
東京都練馬区上石神井3-31-1
TEL：03-5991-4151（代）　
E-mail：gakuin@list.waseda.jp
http://www.waseda.jp/gakuin/

■ 早稲田摂陵中学校・高等学校
〒567-0051
大阪府茨木市宿久庄7丁目20-1
TEL：072-643-6363（代）　
E-mail：info@setsuryo.ed.jp　
http://www.setsuryo.ed.jp/

■ 早稲田佐賀中学校・高等学校（認可申請中）
〒847-0016
佐賀県唐津市東城内7-1
TEL：0955-58-9000（代）
E-mail：info@wasedasaga.jp
http://www.wasedasaga.jp/

DATA
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本学が目指す附属・系属校の積極展開の意義は、各校の多様性と位置づけを再認識することにあります。

日々、生徒と向き合う各校の先生に、特色ある取り組み、育てたい人材像などについて聞きました。

　高校時代に学校や国の枠を越えて交流を行うことは、人の輪と学びの
場が広く世界に開かれていることを実感し、大学での探求の機会を自ら切
り拓く貴重な経験となります。
　本庄高等学院は創立以来、北京大学附属中学（中国）と全校的な交流
を重ね、近年は国立台中第一高級中学（台湾）、安養外国語高校（韓国）な
どアジア各校と交流協定を結び、修学旅行での相互訪問を行っています。
　交流の核となるのは、生徒による共同研究や学術発表・研修です。現在、
National Junior College（シンガポール）と菌類の長期研究を進めており、
インドネシアの高校生とは共同プロジェクトの成果発表を毎年重ねていま
す。国内では、慶應義塾湘南藤沢高等部とお互いの卒業論文報告会で発
表者を招きあい、模擬裁判などの研修企画も交流相手を広げて展開して
います。
　交流行事の準備・運
営は、生徒自らが行いま
す。企画を充実させるた
め、学内外のパートナー
と共に知恵を絞ること自
体が、知識を生きる力へ
と変換し身につける貴
重な交流活動です。

　本校では、総合的な学習の時間として中等部2、3年次、高等部2年次に3
泊4日の「校外教室」を行います。1968年から続く伝統ある行事で、自然や
文化に触れ、地域との交流を通じ、知的好奇心と創造性を育むことを目的
としています。高等部2年次の「校外教室」では、現地の方への取材を含め
たフィールドワークを実施。生徒は自らテーマを設定、事前学習、研究発表、
レポート作成を通じ、論文をまとめ、人に伝える技術の基礎を身に付けま
す。「校外教室」の意義は、初等部の教育方針にも活かされています。
　また、初等部から大学までの一貫教育を実現した本校では、結果を得る
ためだけの学力でなく、教員のパーソナリティを活かした学習の機会を得
られます。中等部、高等部段階からの入試入学者がいるので、全員を混合
クラスにすることで、生徒たちが新しい刺激を受け、常に切磋琢磨できる環

境であることも本校の特色と
言えます。
　こうした早稲田実業学校で
の12年を通じ、思考力に富み、
一つの枠にはまることのない人
材を育成したいと考えています。

生徒と向き合う教育の現場から　〜各校の取り組みに見る早稲田の多様性と強み〜
Part.3　

早稲田大学本庄高等学院

早稲田実業学校

生徒自身の手による学術交流
違いを超えて共に学び、成果を創りあげる喜びを経験

40年余り前から続く「校外教室」
創造性豊かな人材を育てる12年一貫教育を

模擬裁判の様子

アジア各校との交流協定をもとに相互訪問をしてい
る修学旅行で

学院長：山㟢芳男（理工学術院教授）
〒367-0035　埼玉県本庄市西富田1136
TEL：0495-21-2400
E-mail：honjosh@list.waseda.jp
http:�//www.waseda.jp/honjo/honjo/

中・高等部校長：渡邉重範（教育・総合科学学術院教授）
初等部校長：多宇邦雄　
〒185-8505　東京都国分寺市本町1-2-1
中・高等部　�TEL：042-300-2121（代）
初等部� ��TEL：042-300-2171（代）
E-mail：webmaster@asedajg.ed.jp
http://www.wasedajg.ed.jp/

初等部との交流も盛ん。初等部2年生に読み聞かせ

高等部 2年次の校外教室で
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本学が目指す附属・系属校の積極展開の意義は、各校の多様性と位置づけを再認識することにあります。

日々、生徒と向き合う各校の先生に、特色ある取り組み、育てたい人材像などについて聞きました。

　早稲田中学校・高等学校は、大隈重信の教育理念「人格の独立」に
基づき、卒業して20 〜 30年後に、リーダーとして社会で活躍できる人
材となるための教育を行っています。6年間にわたる中高一貫教育は、
中1と中2を生活習慣と学習の基礎を固める時期、中3と高1を実力養
成時期、高2と高3を応用力完成時期と位置づけています。生徒の半数
が外部受験し、国公立大学や医学部への進学実績がありますが、そ
れはあくまでも将来にわたって生かせる学力を確実に身につけさせる
ことを目指した結果として、生徒が第一志望の進路を手にしたという
ことです。
　また、教科だけでなく、林間学校や一流のオペラ鑑賞をはじめとす
る充実した教科外活動や、ほとんどの生徒が参加しているクラブ活動

での先輩後輩の交流によって、豊かな人間性が養われています。
　“鉄は熱いうちに打て”と言うように、吸収力のある6年間に、さまざ
まな機会を与えて視野を広げ、生徒たちが本当に進みたい道を考え、
選び取ってくれることを願っています。

　早稲田渋谷シンガポール校の活動目標は「継続性のある現地との触
れ合い」をする機会を生徒に提供し日本とシンガポール双方の文化に
対して理解を深めることです。このために年間20以上の異文化理解行
事を企画しています。例えば、現地校の協力を得て、ホームステイの企画
や、体験入学を実施し、同年代の人たちとの異文化交流を奨励。また、シ
ンガポール国立大学や経営大学において大学授業参観をするだけでな

く、日本語授業アシスタントも実施し現地
社会への貢献もしています。さらに、多民族
国家であるのを活かして、マレー系、インド
系、プラナカン系など多くの文化理解活動
も行っています。
　このような活動を通して、現在は60％以
上の生徒が現地に友人を作り、卒業後も彼
らとの交流を続けています。高校三年間と
いう多感な時期に多種多様な価値観に触
れることで、大学入学後に物事を多角的に
みる一助となればと思っています。

生徒と向き合う教育の現場から　〜各校の取り組みに見る早稲田の多様性と強み〜

早稲田中学校・高等学校

早稲田渋谷シンガポール校

物事を多角的に見る力を養う
異文化理解教育

校長：小口彦太（法学学術院教授）
57WEST�COAST�ROAD,
SINGAPORE�127366
TEL：010-800-6771-8118
� （日本国内から通話料無料）
E-mail：�admission@waseda-sihibuya.edu.sg
http://www.waseda ｰ shibuya.edu.sg/

校長：紙屋敦之�（文学学術院教授）
〒162-8654　
東京都新宿区馬場下町62
TEL：03-3202-7674�
FAX：03-3202-7692
http://www.waseda-h.ed.jp/

第一志望主義！　
視野を広げ自ら道を選び取る

中学1年生の林間学校

デイパバリ（光の祭典＝ヒンドゥー系の正月）に合わせ、ヒンドゥー教のスリ・ヴィ
ラマカリアンマン寺院を訪れました

イスラム学習の一貫として訪問した
アラブ人街の、サルタンモスク

興風祭における一コマ



　　　　　　　　

学生の視点に立って、学生生活を“手厚く”サポート

豊かな人間力を育てる環境づくりを目指す

教職員に与えられたさまざまなミッションと、
早稲田大学の新しい動きをご紹介します。大学

の

　学生生活課では、教育研究活動中のケガ
を補償する「学生教育研究災害傷害保険」
と学生に対する医療給付並びに健康増進活
動を行う「学生健康増進互助会」を所轄して
います。なかでも「学生健康増進互助会」は、
前身の学生健康保険組合から数えて約半
世紀の歴史を持つ組織であり、医療保険適
用範囲内で自己負担額が500円以上の治療

費に対して、年間60,000円までの給付を行っ
ています。また学生主体の委員会により、春の

「アルコールパッチテスト・ヤニ検査・体組成
測定会」の実施、秋の「歯科検診・体組成測
定会」の開催等、学生の健康に関する関心を
高める活動を積極的に展開しています。その
事業の中で学生生活課は医療給付の申請
受付や支給手続きを行い、また委員会活動

を支援することで「学生健康増進互助会」に
対する学生のニーズに応えていきたいと考え
ています。
　その他、セミナーハウスの利用手続きの対
応、Webサイトを通じたアルバイトの紹介、家
庭教師登録の受付など、多岐にわたるサポー
トを担当しています。
http://www.waseda.jp/student/

健やかな学生生活を支える充実の保険制度

　早大生は、大学が運営する学生寮、財団法
人和敬塾学生寮、株式会社共立メンテナン
スとの業務提携により運営されている国際

学生寮（WID）と推薦学生寮に入寮するこ
とができます。そのうち、学生生活課が管理し
ているのが、大学が運営する田無学生寮、東
伏見学生寮、市嶋記念千駄木学生寮です。
一昔前の学生寮の考え方は安心できる住空
間を提供することだけでしたが、現在は、留
学生との混住により国際人としてのコミュニ
ケーション感覚を醸成することを主な方針と
しています。さらに寮生は、テーマディスカッ
ション、英会話などをはじめとする各種の教
育プログラムに参加することができ、教育の
場としても位置づけられています。

　海外の大学では、当たり前のようにキャン
パス内に寮が整備されています。今後、多くの
留学生を受け入れていくために、住まいの確
保は大きな課題です。そこで、2013年度をめ
どに、中野に日本の大学では最大級の規模
となる約900名を収容する学生寮を開設しま
す。さまざまな国 か々らやってきた留学生と日
本人学生が寝食を共にし、授業だけでは得
られない充実した学生生活を謳歌してくれ
ることでしょう。
http://www.waseda.jp/student/ryo

安心はもちろん、教育的意義のある寮生活を提供

学生生活課では、学生が安心して充実した学生生活を送れるように、
環境整備や課外活動など様々なサポートをしています。約30名のスタッフが、
日頃から学生の視点に立ったきめ細やかな手厚いサポートを提供するという方針のもと、業務にあたっています。

各種の教育プログラムも充実（田無学生寮アトリウムにて）
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共に学ぶ障がい学生への正しい理解と支援を推進

学生生活に必要な情報を伝え、愛校心を育む３つの広報媒体

　早稲田大学には、障害を持った学生も学
んでいます。2006年に全国の大学でも先駆
けとして設立された障がい学生支援室に
は、障がい学生支援コーディネーターが常駐
しています。現在、サービスを利用している学
生は、聴覚障害11名、視覚障害5名、肢体不自
由7名の23名です。サービスには様 な々種類
がありますが、例えば聴覚障害の場合、授業
に出席する際に、2人の支援者が教員が話し
ていることをノートに書いたり（ノートテイク）、

パソコンに入力したり（パソコンテイク）して、
情報を伝えます。支援者に対しては、半期に1
回、養成講座を開講し、技術の習得だけでな
く、障害に対する理解も深めてもらい、活動を
フォローしています。支援者はほとんどが学
生で、現在は約150名が活動していますが、
時間や専門性をマッチングすると支援者の
数が足りないのが現状です。
　また、障がい学生を担当する教員に対して
も、障害に関する基礎知識や配慮方法など

の情報を提供していますが、まだ十分に正し
い理解が浸透しているとは言えません。一人
でも多くの人に障害に対する正しい理解を広
め、支援者を増やしていきたいと考えています。
http://www.waseda.jp/student/shienshitsu/

　5万人の学生をかかえる早稲田大学で
は、必要な情報をすべての学生にくまなく
伝達することは簡単ではありません。その
ため学生生活課では学内広報の充実の
ために３つの媒体を発行しています。一つ
目は、『早稲田ウィークリー』です。教員の
研究紹介や学生の活躍を紹介すること
により、大学への愛着、誇りを育むことを
目指しています。また、学内の催事の告知
や必要に応じて大学からの重要な連絡

事項も発信しています。二つ目は、『新鐘』
（年1回発行）です。一つのテーマについて
深く掘り下げ、教員の研究やテーマにかか
わる学生、校友が登場。早稲田大学が有
する研究の裾野の広さや学生、校友の多
様性を紹介しています。三つ目が『学生
生活調査報告書』（年1回発行）です。学
生生活の実態を把握し、大学の施策立案
の基礎資料として活用しています。これら
の媒体は、WEBサイトでも閲覧可能です。 http://www.waseda.jp/student/weekly.html

　学生の健康に関する意識を向上させ、生
涯にわたって健康を維持できることを目指
して、「健康キャンパス」という取り組みが
全学的に行われています。具体的には、健
康に関するオープン科目が開講されたり、
キャンペーンやイベントが実施されたりして
いますが、学生生活課も「総長杯スポーツ
大会」や「健康まつり」などを開催し、10月

にはウォーキング大会を実施しました。
　また、2009年5月には、「リフレッシュス
タジオ」をオープンしました。ヨガやバラン
スボールなどの軽運動を楽しめる施設で、
女子学生から人気を集めています。今後も

「健康キャンパス」の取り組みを通じて、学
生が自らの健康を省みる機会を提供して
いきます。

「健康キャンパス」学生の健康に関する意識向上を目指す

パソコンテイクの様子

人間力を形成する課外活動を支援
　学生生活に彩りを与える課外活動には、
サークル活動、ボランティア活動などがあり

ます。課外活動を通じて得られる仲間、リー
ダーシップ、コミュニケーション力などは、そ
の後の人生に大きな実りをもたらします。早
稲田大学はサークル活動が活発で、大学
に届け出をしているだけで、約570団体もあ
ります。
　学生生活課ではそれらの団体に対し補
助金交付や施設貸与などのサポートを行っ
ています。また、年間を通じて大学行事や各
種イベントがありますが、その際は早大生な

らではの自主性やユニークな発想を尊重し
ながら、職員としての経験値を活かして良い
方向に導くことを心がけています。
　早稲田大学には、学生生活において優れ
た成果をあげた個人や団体に対する褒賞制
度があります。学生生活課では、伝統と権威
ある「小野梓記念賞」と2001年に創設された

「早稲田学生文化賞」を管掌しています。
http://www.waseda.jp/student/gakusei/

毎年多くの来場者で賑わう早稲田祭をはじめ、
各種の大学行事もサポート

公募で決まった健康キャンパスのロゴ。
創造理工学研究科生による作品です
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——日本へ留学を決めたきっかけを教
えてください。
　1971年、サウジアラビア国王が初めて
日本を訪れたときにテレビに映っていた
通訳を見てからです。母に「あの人みた
いになりたい」と話したら、「それなら、サ
ウジアラビアと日本をつなぐ架け橋にな
るために、大使になりなさい」と言われま
した。それから38年、今年、母との約束
を果たすことができたのです。
　当時の文部省の奨学生第1号に選んで
いただいたことは、今でもとても感謝して
います。早稲田大学への入学も、当時、サ

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

授
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る
先
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た
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駐日サウジアラビア王国特命全権大使

アブドゥルアジーズ 
トルキスターニ閣下

［プロフィール］

1958年生まれ。サウジアラビア王国タイフ出身。キング・アブドゥルアジー
ズ大学を卒業後、1980年に日本政府奨学金で来日。本学大学院商学研
究科で広告を学び、1984年に修士号を取得。その後、1988年まで成城
大学博士課程でマーケティングを研究し、1999年にカイロ大学で博士号
取得。帰国後は、大学講師をはじめ、出版社や日本車販売会社などにも勤
務。前職はキング・サウード大学経営管理学部学部長。今年6月に、駐日
サウジアラビア大使に就任。
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白井総長から贈られた早稲田カラーのネクタイを締めて
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ウジアラビアにいた日本総領事館のスタッフの方に薦められて
決めました。しかし、日本語もまだできず、実際来てみるとカル
チャーショックばかりでしたね。

——どんなことに驚いたのですか。
　まず、文部省の方に駒場の寮に連れて行っていただき、初
めて自分の部屋に入ったときに本当に驚きました。ドアを開
けてエントランスだと思ったら、それが部屋だったのです。普
通、サウジアラビアの家はもっと広いので、信じられませんで
した。また、お腹が空いたので、外のコンビニエンスストアに
行って白いチーズだと思って買ってきたら、何だか変わった味
がする－－そう、豆腐だったのです。毎日が驚くことばかりで
したね。

——日本人の印象はいかがでしたか。
　とても優しく、心が温かい民族だと思いました。日本に初め
て来てから29年ですが、嫌な日本人にほとんど会ったことがあ
りません。私は日本人が大好きです。
　先生たちも私の国の文化を理解しようと努力してくれまし
た。イスラム教徒の私は毎日決まった時刻に礼拝をするので
すが、授業中でもその5分だけは抜けることを許してくれたの
です。これには心から感謝しました。そして、心から日本人を尊
敬しました。

——本学ではどのようなことを学びましたか。
　主な研究テーマは、サウジアラビアの広告倫理です。広告研
究で著名な小林太三郎先生や、講師でいらしていた東京経済
大学の八巻俊雄先生のもとで学びました。サウジアラビアに
は海外から、広告とともにさまざまな商品が入ってきます。生活
が便利になったり、夢を与えてくれたりするなど、良い影響もあ
りますが、一方で今まで守り続けてきた文化が失われてしまう
面もあります。そこで、広告によって人々の考え方、生活、文化は
どのように変わるのかについて分析し、どのような広告倫理が
必要なのかを研究しました。テレビに放送倫理があるように、
広告にも倫理が必要なのです。

——前職は、キング・サウード大学経営管理学部学部長だと
お聞きしました。海外から見て、本学はどのような印象ですか。
　人材をとても大切にしているという印象を受けますね。日本
は物質的資源に恵まれていないかわりに、人を大事にする習
慣があります。サウジアラビアのキング・サウード大学、キング・
ファハド石油鉱物資源大学との協定締結をはじめとしたさま
ざまな国際的取り組みを行い、留学生を積極的に取り入れる
姿勢は素晴らしい。私たちサウジアラビアの大学でも、日本を
見習っていきたいです。

——今後、大使としてサウジアラビアと日本
の交流をどのように深めていきたいですか。
　教育面では、サウジアラビアで日本につい
て学べる大学を作りたいと思っています。これ
は以前から抱いていた、私の夢でもあります。
もうすでに準備は進めているので、これは必
ず成し遂げたいです。
　スポーツに関しては、サウジアラビアでも日
本でもメジャーになったサッカーを通じて交
流できればと思います。昔は日本人に「サウジ
アラビアと聞いて、何を連想しますか？」と聞
くと、「石油」「砂漠」「ラクダ」といった答えし
か返ってきませんでした。しかし、今の学生に

聞くと「サッカー」という答えが多いのです。これはとてもうれ
しいこと。今後、サッカーで両国をつなぐ機会を作れたらと思
います。
　メディア面では、お互いに情報を知る努力が足りないので、
もっと呼びかけていきたいと思います。

——本学が世界で選ばれる大学になるため
に必要なことは何でしょうか。
　今や大学のグローバル化は当然のこと。他
の大学と差をつけるには、海外の大学のシス
テムをもっと知ることが必要だと思います。日
本の大学は何を決めるにしても、とても時間
がかかります。サウジアラビアはまずは書類
に判を押し、取り組みながら軌道修正をする
ことが多いのです。もちろん文化の違いがあ
るので、私たちのやり方に合わせてほしいとい
うわけではなく、海外にはそういった国がたく
さんあることを知っておいていただきたいの
です。
　それは「早稲田だからできるグローバル化
がある」と思っているからです。早稲田大学を

尊敬しているからこそ、期待も大きいのです。

——最後に、これを読まれる学生の親御さんにもメッセージ
をお願いします。
　「うちの子は早稲田に入ったからこれで安心」と考えるので
はなく、社会に送り出すまで責任を持って育ててほしいと思い
ます。ご両親も忙しいと思いますが、息子さん、娘さんの人間的
成長を見届けてあげてください。立派になった学生が社会に
羽ばたけば、日本の社会はもっと良くなるでしょう。そこのつな
がりはとても大きいと思います。
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PROFESSIONAL MONOLOGUE

▼ �先日、テニス中に肉離れ
を起こし、1時間後に所
沢キャンパスにある研
究用のMR装置で撮影
した画像です。白い部分
は出血です。
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スポーツ科学学術院

彼末一之教授

プロフィール
かのすえ・かずゆき
1952年、東京生まれ。東京工業大
学工学部卒業後、大阪大学工学
部修士課程修了、大阪大学医学部
助手、西独Max-Planck研究所生
理臨床研究所客員研究員、大阪
大学医学部助教授、同大学同学
部保健学科教授を経て、2003年
より現職。運動をコントロールす
る脳のメカニズムを研究。高校、大
学時代は走り幅跳びの選手として
活躍。趣味はテニスやスキーなど。

どもの頃からスポーツが好きで、
高校から大学にかけては陸上部

で走り幅跳びに青春をかけていました。
大学3年の冬に札幌オリンピックが開催
され、日本全体で盛り上がりましたが、私
も走り幅跳びの10倍以上も跳ぶことがで
きるジャンプ競技に興味が湧き、スキー
部に入部しました。するといきなりジャン
プ台に連れて行かれ、一度も練習をせず
に跳ぶことになりました。ところが初め
ての挑戦は、空中に飛び出した瞬間にい
つもの走り幅跳びの癖で足をこいでしま
い、着地に失敗して骨折という散々な目
に。それでもめげずに翌冬も試合に出場
しましたが、そこで人生初のビリを味わい
ました。 
　一方、鉄道模型やステレオ作りが好き
で、大学は電気工学を専攻しました。ス
ポーツを通じて、人間の体をコントロール
する生体機能にも興味を持ち、生体解析
の研究室があった大阪大学工学部の大
学院に進学。その後医学部に職を得、体
温調節の解析をテーマに充実した研究
生活を送っていましたが、スポーツの研
究をしたいという夢はずっと持ち続けて
いました。早稲田大学のスポーツ科学部
で仕事ができるようになって、本当に幸運
だと思っています。
　スポーツ科学の面白さは、一流の選手
の鍛え抜かれた運動能力を目の当たりに
できることです。医学では、疾患や障害な
どマイナスになった部分から人間の正常
機能を研究しますが、スポーツ科学では
トップアスリートが常人にはできない動き
をするプラスの部分を見て、正常機能を研
究しています。現在の主な研究は、運動制
御の神経機構解析です。一流選手は、子
どもの時から良い環境でトレーニングを
受けていることがほとんどで、これは筋

肉だけでなく脳のトレーニングが大切な
ことを意味します。また、「運動神経」がよ
いとは利にかなった動きを真似できると
いうことでもあります。真似をするときの
脳の働きに関わっていると考えられてい
るミラーニューロンという神経細胞の働
きについても研究を進めたいと思ってい
ます。
　このたび、文部科学省のグローバル
COEプログラムの支援対象に、スポーツ
科学研究科の「アクティブ・ライフを創出
するスポーツ科学」が選ばれました（P.3 

NEWS REPORT参照）。これは社会がス
ポーツに大きな期待を寄せていることの
表れではないでしょうか。子供の体力向
上や中高年の健康増進は世界的な課題
です。大切なことは、人々が楽しんで運動
できる機会を創出することです。スポー
ツ科学科が、科学的に高い専門性を持っ
た人材を育成し、スポーツを学問として
教育・研究し、社会に還元する拠点となる
ように学生たちとともにこのプログラムを
盛り上げていきたいと考えています。
　最後に、スポーツ“科学”を研究する立
場としてこんなことを言うのも何ですが、
何かを成し遂げるのに必要なことは“努
力”と“根性”しかないと思っています。
何事にも時間をかけて、じっくり取り組ん
でいきたいですね。

子
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A WASEDA Miscellany

The Faculty of International Liberal Studies, SILS where I teach puts priority on liberal arts to enable students to positively work 

globally rather than on a specialization. Students can experience the joy of learning and develop themselves in an enjoyable 

manner. In my education methods, students who have lost their way or sense of purpose can make the move to stimulate their 

own minds, draw out their unexploited and potential ability, and thus change them driven by motivation. Placing emphasis on 

developing “human power” in addition to teaching knowledge is now widely recognized as the “Soetanto Method.”

Excellent students can gain a sense of “intellectual joy” and a “fulfillment of the heart.” A female student who had doubts about 

the reason for her entrance to university and who had nearly become a recluse took a course of “education for drawing out 

motivation” using the Soetanto Method, found her reason for being, and successfully overcame her suffering. There are many 

students who have been able to exploit their own potential and develop confidence with my lectures.

The students, who undergo such education as human power, are well received by companies and have advantages while job 

hunting. Results show that once they are employed, they neither easily leave companies after one to three years nor become 

“freeters” (free-lance part-timer workers) or NEETs. The number of teachers putting the Soetanto Method into practice has been 

increasing in other universities, too. I am not claiming to be the originator of it. All that matters is that teachers practicing the 

Soetanto Method develop it into their own methods.

In my class, I impose strict rules on the students: 70% or more attendance at class is required; being late and whispering in 

class are strictly forbidden. I was self-taught in Indonesia, and after leaving my country, I have fully devoted myself to studies, 

so I cannot bear to overlook “unmotivated students.” As a result, students successfully meet my expectations. It is important 

to develop student’s sensitivity to address challenges in their surrounding environments by providing them with commitment 

such as, “I believe in you. I will do my best and I hope you will too.” If teachers change, the students will change and so will  the 

university.

Ever since coming to Waseda, I have firstly practiced and spread the Soetanto Method in Japan and abroad and secondly linked 

brain science with science and technology to give a clear picture of the mechanism of motivation with a scientific approach, 

further developing the method. I have held lectures and awareness-raising activities in Indonesia, China, Thai, Europe, America 

and Japan.

It makes me happy now to see my students in the process of development and growth because I want to develop myself by 

doing my best to make people happy. What I think is missing in present 

Japanese society is a sense of a “realization of other people.” People often 

talk about “self-realization,” but I do not think this is enough.I believe that “to 

make people happy” by sympathizing with others and making efforts for the 

“realization of others” from the bottom of one’s heart will enhance human 

power and create human bonds, and this bond will lead society to maturity.

I am determined to continuously make an effort so that Waseda University will 

be a place where students can exploit their own possibilities and identify what 

they really want to do.

 Ken Kawan Soetanto 
Professor, Faculty of International Liberal Studies

Director, Clinical Education and
Science Research Institute

 

本学外国人教員が、自らの研究のこと、
趣味や興味あることなど日々の雑感を語ります。

WASEDA ONLINE で和訳が後日ご覧になれます。 
■ 日本語版 URL http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/

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

撮影：菅野勝男 / 提供：日経ビジネスオンライン

This theme：

For a “Realization of
Other People”

Profile
Born in Indonesia in 1951. Came to Japan in 1974. After graduating from the 
Department of Electrical and Electronic Engineering, Tokyo University of Agriculture and 
Technology, earned doctorates in “engineering,” “medicine,” “pharmacy” and “pedagogy 
and psychology ” at four universities, including the Tokyo Institute of Technology and 
Tohoku University. After serving as associate professor at Drexel University and at the 
Medical College of Thomas Jefferson, he has been working at present job since 2003, 
as Director of the Clinical Education and Science Research Institute.

※カワン・スタント先生の著書・記事が以下のサイトで紹介されています。
　 http://duan.exblog.jp/2580918/ （書評）
　 http://business.nikkeibp.co.jp/article/pba/20090713/199952/ （日経 Bp Online）
　 http://www.waseda.jp/rps/en/webzine/no13/no13.html （Pedagogy & Soetanto Effect）
　 http://edu.u258.com/hg/hggs/25237.html（四科博士 in Chinese）



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。

教育制度改革の行く手に見えるもの

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。

　

　日本も加盟している経済協力開発機構

（OECD）の調査によると比較可能な28カ国で、

学校や大学などの教育機関に出されている教

育費の公的支出の平均は、国内総生産（GDP）

の4.9%だった。日本は3.3%で、「下から数えて2

番目」「最下位は韓国だった」。こんな内容の記

事がいろんな新聞に載った。

　欧米といっても国によって違いはあるが、だ

いたい日本は諸外国の半分かそれ以下しか出

していないことは、教育界ではよく知られてお

り、とくに高等教育でそれがひどかった。政府

に何度改善を陳情しても変わらない。財務省は

教育関係者の間では怨嗟の的になっている。

　OECDの調査結果は、耳にタコができるよう

な話だった。そんなものをニュースといえるのか

どうか分からないが、日本の新聞では大々的に

扱われた。数日後には教育欄に、日本では家計

負担が大きく、とくに高等教育で突出している

と報じた新聞もあった。

　教育費の公的支出をケチれば当然のことで、

大学を運営するには金が要る。国は出さない。

そうかといって経済界が出すことなど夢物語。

残るは家庭負担しかない。日本は家計に占める

教育費の割合が21.8%で、韓国に次いで2番目

に高いという。

　ただしこうしたことは財務省が文科省を押さ

えつけ、教育費の公的支出を増やさなかった自

民党政権のときのことである。国民はそれに愛

想を尽かしたのだろう。自民党は転落し、民主

党が308議席を獲得した。

　民主党の政権獲得で状況は一変するのでは

ないか。同党のマニフェストを見ると、「子育て・

教育」では「中学卒業まで、1人当たり年31万

2,000円の『子ども手当』を支給します」「高校

は実質無償化し、大学は奨学金を大幅に拡充し

ます」と書いてある。それには5.3兆円が必要だ

と試算されている。

　ただ、新聞報道によると「子ども手当」は厚

生労働省が制度設計に着手したというから、文

科省関係の改革としては「大学の奨学金の大

幅拡充」や「高校の無償化」「子どもと向き合

うための教員増員」「生活相談、進路相談を行

うスクールカウンセラーの小中学校全校設置」

などを除けば、そう多額の財源を必要とするも

のはないようだ。「教員免許制度の抜本的見直

し」、「公立小中学校の学校理事会」、「教育委員

会制度の抜本的見直しと教育監査委員会の設

置」などがマニフェストに載っていた民主党の

教育改革である。

　だが何ともこれでは寂しい。日本経済新聞が

衆院選挙の最中に報じた「政策を問う」という

社説の中で、「教育の中身をめぐる論議が置き

去りだ」と指摘し、民主党については「教員養

成課程の6年制への延長、学校理事会、教育監

査委員会の設置等、改革への意欲はにじんで

いるが、いずれもどんな効果が引き出せるかあ

やふやである」「日本の教育は全国一律のカリ

キュラム等で、均質で底堅い学力を維持してき

たが、一方で現場から創意工夫を奪い、授業の

画一化や過度の横並び意識をもたらした。教育

委員会は十分に機能せず上意下達の風潮や事

なかれ主義がはびこっている。教育の未来像を

考えるとき、こうした過度な統制を緩めて学校

に魅力を回復するという視点も必要なはずだ」

と指摘している。

　横道にそれるが、これを読んだとき私は日経

の論説委員室の層の厚さに涙がこぼれた。社

説の中には私の言いたいことがたくさん入って

いる。「教育の○○」とPRしている新聞社はあ

るが、民主党の教育改革政策をどこまで論じて

きたか。

　民主党にやる気があれば、自らの取り組みを

知ってもらうために、外から見えるように透明性

を導入しなければならない。民主党はどんなこ

とをするか、刮目したい。

　これから書くことは、私も分からない話であ

る。分かっていれば、民主党は聞きにくるだろ

う。私も話すのにやぶさかではない。しかし分

からないのだから、どうしようもない。

　何が分からないのか。いくつか挙げると、ま

ずだれが改革の話を進めるのか。想像できな

い。制度的には、文科大臣だろう。しかし文科相

は、そのために起用されたわけでない。予想さ

れた事柄を処理しつつ、その片手間に教育制度

改革ができるような、そんな甘いことではない。

試しにやってみるといい。民主党は瓦解するか

もしれない。

　ではだれを起用するか。あんなマニフェスト

を作っておいて、問題を指摘する人が党内に誰

もいなかったのだから、ここにきて急に出てくる

はずがない。外部の有識者に依頼するか。その

人物が本当に力があるのかどうか。内部のだれ

が見付けられるのか。

　問題点の一つは、現場を知らないことにあ

る。学識や思想に優れている人でも、現場を知

らない。現場といっても、一つや二つではない。

現場をずっと歩き、人々の話を聞きながら考

え、自らの思想や学識を磨いていた人がいると

いう話を私は知らない。頭の良い人は、そんな

回りくどいことはしない。だから頭が良いので

ある。

　本当は、新聞記者、ジャーナリストがそれをす

るのが商売のはずだが、近ごろの人たちは学歴

が東大だ、慶応、早稲田だと著名大学で溢れる

ようになり、自分も学者、評論家になったような

気がするのか。現場を歩く方は、何か事が起き

たときしか、やらない。

　民主党の教育制度改革は、多くの人に支えら

れないと始めることさえ難しい。とりわけジャー

ナリストの力がないと、どうにもならない。とこ

ろがそんなジャーナリストはいない。「嗚呼」天

を仰いで嘆息するしかない。行く手に見えるの

は、光ではなくて、闇ではないのか。

家計にのしかかる教育費 ジャーナリスト不在の改革

教育の「質」への懸念
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Events
11 November

Books

今号のオススメ

■  『語学の西北─スペイン語の窓から眺めた南米・日本文化模様』
    後藤雄介（教育・総合科学学術院）著　現代書館　2009年3月刊

■  『イエスはユダヤ教より仏教に近い』
    長谷川洋三（名誉教授）著　考古堂書店　2009年5月刊

■ 『若者は、選挙に行かないせいで、四〇〇〇万円も損してる!? 
　　　　　　　　　　─ 35歳くらいまでの政治リテラシ－養成講座』
　 森川友義（国際学術院）著　ディスカヴァー・トゥエンティワン　2009年5月刊

■『科学・ビジネス英語ハンドブック』    
　 渡辺洋一（商学学術院）ほか編訳　研究社　2009年6月刊

■  『保育に役立つ発達過程別の援助法―保育所保育指針対応』
     湯汲英史（教育・総合科学学術院）ほか著　日本文化科学社　2009年7月刊

■  『実践CRM―進化する顧客関係性マネジメント』
     木村達也（商学学術院）編著　生産性出版　2009年7月刊

■『ディズニー五つの王国の物語』
    有馬哲夫（社会科学総合学術院）著　宝島社　2009年7月刊

■『どうする！依存大国ニッポン―35歳くらいまでの政治リテラシー養成講座』
　 森川友義（国際学術院）著　ディスカヴァー・トゥエンティワン　2009年7月刊

■『国語科の教材・授業開発論―魅力ある言語活動のイノベーション』
　  町田守弘（教育・総合科学学術院）著　東洋館出版社　2009年8月刊

■『国語教科書の中の「日本」』
　  石原千秋（教育・総合科学学術院）著　筑摩書房　2009年9月刊

■『名作の書き出し―漱石から春樹まで』
　  石原千秋（教育・総合科学学術院）著　光文社　2009年9月刊

■『未来予測の技法―リスクとチャンスをロジカルに読み解く』
　 武藤泰明（スポーツ科学学術院）著　PHP研究所　2009年9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

『アレン・ダレス
　　―原爆・天皇制・終戦をめぐる暗闘』
有馬哲夫（社会科学総合学術院）著　講談社
2009年8月刊

CIA長官アレン・ダレスの半生をアメリカの情報機関の発展過程と重ねあわせてた
どった歴史ドキュメント。ハイライトはポツダム宣言、原爆投下、終戦と続く現代史
でも最も劇的な３週間。このとき彼は何をしようとしていたのか。それが戦後の日
本の形成とどう結びついていったのか。第一次資料をもとに明らかにしていく。

『世界のことばと文化シリーズ
 ラテンアメリカ世界のことばと文化』
畑惠子（社会科学総合学術院）　
山﨑眞次（政治経済学術院）編著　
成文堂　
2009年7月刊

19名の早大を中心とする新進気鋭の研究者たちによる「ラテンアメリカ世界」の入
門書。言語や文化以外にも、芸術・文学・音楽と多岐にわたる紹介をしている。サッ
カーやレゲエ、ゲバラやカストロの名などは誰もが知っているが、本書を通じて、知
られざるラテンアメリカ世界へ旅をしてみよう。

本学で2009年12月まで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。

会場 早稲田大学日本橋キャンパス（コレド日本橋5F）
日程 11月28日㈯ 18:30 ～ 21:30予定（開場18:00）
日本橋「ファイナンス研究科」の専任教員が模擬講義を実施。2010年度4月入
学希望者対象の説明会・個別相談会も実施。
問   大学院ファイナンス研究科入試広報担当　TEL：03-3272-6784
 http://www.waseda.jp/wnfs/

大学院ファイナンス研究科「オープンセミナー 2009」開催

早稲田大学・DAYS JAPAN共催
「フォトジャーナリズム・フェスティバル」

「フォトジャーナリズム」の視点から展覧会・講演会などを開催することにより、
ジャーナリズム全般について問い掛けます。
問   文化推進部文化企画課　TEL：03-5272-4783
 http://www.daysjapan.net/waseda/

会場  早稲田キャンパス： 大隈講堂、小野記念講堂、125記念展示室、ワセダギャラリー他
　　戸山キャンパス：学生会館アトリウム
日程 コア期間：11月23日㈷～ 12月5日㈯
　　(全体の開催期間：2009年9月28日㈪～ 2010年2月27日㈯)

会場 ① ホテルサンルートプラザ名古屋　②早稲田摂陵中学校・高等学校
日程 ①11月28日㈯15：30 ～　②12月12日㈯12：30 ～
2009年、早稲田大学に『Hello!WASEDAプロジェクト』が発足しました。未知
なるみなさまとの『出会い』を求め、そして、大学の今を伝えるため、全国で様々な
イベントを実施していきます
問   渉外局　TEL:03-5286-8305　　　 

Hello!WASEDA　in愛知/in大阪

會津八一記念博物館　展示

①旧富岡美術館所蔵の白隠書画約30点を前後期に分けて展示する。　
② 韓国・嶺南大学校博物館の所蔵する近世、近代の地図コレクションを展示す

る。時代によって変化する地図から、朝鮮半島とその周辺を眺める。　
③富岡鐵齋、橋本雅邦、矢部友衛、辻永ほかの作品を展示する。
問   會津八一記念博物館　TEL：03-5286-3835
 http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html

会場  會津八一記念博物館（早稲田キャンパス2号館） 
　日程  ①9月24日㈭～ 11月21日㈯　②11月24日㈫～ 12月19日㈯　

 ③11月28日㈯～ 12月22日㈫　
 ※③は冬休みをはさんで、1月8日㈮～ 2月4日㈭も継続開催　
 ※日曜休館 10:00 ～ 17:00
　　　ただし、11月8日㈰は早稲田祭のため開館（10：00 ～ 16：00）

①白隠の書画　②古地図で眺める朝鮮半島－嶺南大学校博物館所蔵地図コレクショ
ンより－　③旧富岡美術館の近代画

会場 小野記念講堂
日程 12月20日㈰
法務研究科の教授のご指導のもと、高等学院生の模擬裁判プロジェクトのメン
バーが法廷セットを用いて模擬裁判を実施する。
問   高等学院　 TEL:03-5991-4151　http://www.waseda.jp/gakuin/

学院生による模擬裁判

会場 早稲田キャンパス、戸山キャンパス、学生会館
日程 11月7日㈯～ 8日㈰
問  「早稲田際2009」運営スタッフ　TEL:03-3207-0408（FAX兼用） 　　　
　  E-mail:info2009@wasedasai.net   http://www.wasedasai.net/
     公式携帯サイト:http://www.wasedasai.net/m

学園祭
①早稲田祭

②理工展
会場 西早稲田キャンパス
日程 11月7日㈯～ 8日㈰
問  理工展連絡会　FAX: 03-3208-2544 　E-mail: 09_info@rikoten.com　  
                          http://www.rikoten.com/2009/　



『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、12月下旬発行を予定しています。
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再 発 見

ダイヤル錠のついた頑丈な鉄の扉。

銀行の金庫のようなこの扉は、中央図書館特別資料室のもの。

扉の奥には、国宝２件、重要文化財５件（約200点）をはじめ、

東京専門学校創立以来、図書館が収集を続けてきた数万点の貴重資料が収蔵されています。

図書館にはそれら一つ一つの文化財を後世に伝えてゆく義務があり、

それゆえに、このような扉のついた書庫の中に、厳重に保管しているのです。

しかし、ただ持っているだけでは資料は無いのも同然、文字どおり死蔵です。

　どんな資料でも、その存在を知ってもらい、使っていただいてこそ生きてくるのです。

将来の利用者のために資料を大切に保存する一方で、現代のみなさんに活用していただく。

そのために図書館ではこうした貴重書のすべての画像を、

どこからでも、どなたにも自由にご覧いただけるデータベースを構築しています。

現物に限りなく近い精細な画像をお楽しみください。

（古典籍総合データベース：http://www.wul.waseda.ac.jp/kotenseki/）

文化財を守る扉。

cover story
表紙のお話

表紙写真： 佐藤洋一
 （芸術学校客員准教授）

■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

■制作協力　産業編集センター
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