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　1月15日、東京都市大学（中村英夫学
長）と本学、および独立行政法人日本
原子力研究開発機構（JAEA）（岡﨑
俊雄理事長）は、連携協力に関する協
定を締結しました。
　東京都市大学と本学とは、本誌でも
既報のとおり、両大学の連携を核に企
業・研究開発機関・官公庁等とも連携
し産学官が一体となった共同大学院

「共同原子力専攻」をこの4月より開校
します。同専攻では、実学重視の観点
より、JAEAの原子炉あるいは核燃料
取扱施設を用いた実験・実習など現場
体験の機会を設けていますが、さらに、
両大学とJAEAとの人材交流およびこ
れまでの研究協力に加え新しい分野も
包含した協力関係の構築のため、包括
的な連携協定を締結することになった

ものです。
　本協定により、相互の研究資源を有
効活用し、研究及び人材育成体制のよ
り一層の充実を図ることで、わが国の
学術および科学技術の振興に大きく寄
与することが期待されます。

UUNIVERSITY
日本原子力研究開発機構と協定を締結

東京都市大・早稲田大「共同原子力専攻」
の研究・人材育成などで交流

　12月22日・23日の両日、復旦大学（上
海市）と本学は、両大学の永年にわた
る学術交流の成果を広く社会に発信す
る場として、復旦大学において「早稲
田大学デー」を開催しました。開会式
では、楊玉良復旦大学校長、横井裕在
上海総領事および白井総長が挨拶。続
いて、香港中文大学を交えた3大学に
よる大学間学生共同育成の新しいあり

方についてのセミナーや本学教員によ
る特別講演会をはじめ、「産学官連携
と人材育成」交流会、両大学ダブルディ
グリー学生によるパネルディスカッショ
ン「ダブルディグリー留学で経験した
海外教育について」、両大学ジャーナリ
ズム大学院共同のシンポジウムなどが
行われました。
　2008年11月には本学において「復

旦大学デー」が開催されており、今回
も、これまで両大学が実施してきた人
材交流・人材育成の実績を公開し、日
中の大学協働のあり方を広く示す場と
なりました。

UUNIVERSITY 中国・復旦大学で「早稲田大学デー」
日中の大学協働の一例を示す
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楊校長（中央右）から記念品を授与される白井総長

左から、岡﨑理事長、中村学長、白井総長

　1月29日、ジョン・V・ルース駐日米国
大使が、井深大記念ホールで「日米同
盟─今後も変わらぬその重要性」と題

した講演を行いました（写真）。これ
は、教育・研究などを通じて本学が半
世紀以上にわたり米国の高等教育機
関と協力関係を築いてきたことに加え、

「今後を担う若い学生が、日米同盟の
議論の一端を担うことは重要」との大
使の思いから実現したものです。
　講演の中で大使は、本学が「アジア
の安定と発展に尽くしている」と評価
し、「教育を通じた交流が日米にとって

重要である」と述べました。また、日米
同盟は平和の礎であり、「東アジアにお
いて半世紀にわたり平和をもたらして
きた事実を誇りに思っていい」と日米
関係の重要性を強調。「アメリカと日本
は世界で最も革新的な二国」であり、

「更に関係を拡大・深化させていきた
い」と話しました。終了後、学生を含む
約450名の聴衆から大きな拍手が送ら
れました。

ルース駐日米国大使が講演

日米同盟の重要性について強調AACTIVITY
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　2月1日・2日の両日、ワシントンDCに
おいて、米国NPO・日米研究インスティ
テュート（USJI）による連続セミナーが
開催されました。USJIは、京都、慶應、東
京、立命館、早稲田の5大学が中心とな
り、日米両国の政治リーダーや企業リー
ダーの政策策定に寄与する研究を行う
ことを目的に、昨年4月同地に設立され
たシンクタンクです（事務局：早大）。
　「鳩山政権の重要課題の日米関係

への影響」と題した今回のセミナーで
は、同政権の重要課題である①エネル
ギー・環境政策、②安全保障、③東アジ
ア共同体、の3テーマで個別セミナーが
行われ、日米両国の研究者、企業、政府
関係者等延べ500名を超える来場者を
迎え、政権交代期における信頼協力関
係の構築という観点から熱心な議論
が交わされました。また、2日夜の日本
大使公邸における藤㟢一郎大使主催

レセプションにおいても、両国関係者
の交流がさらに深まりました。
　今回のセミナーを端 緒に、今後、
USJIは前記の3テーマを中心に幅広い
研究を行い、その成果を広く世界に向
けて発信していきます。
USJI Webサイト：http://www.us-jpri.org/

UUNIVERSITY
日本の政権交代を巡って熱い議論

日米研究インスティテュートが
ワシントンで連続セミナー

　世界67億人のうち、10億人が飢えに
喘ぐ一方で、10億人が肥満など食に起
因する生活習慣病に苦しんでいると
いう深刻な食の不均衡を解消するた
め、2007年秋に日本で創設されたの
がNPO法人「TABLE FOR TWO 
International」です。「TABLE FOR 
TWO」（TFT）の直訳は「二人の食卓」。
先進国のひとりが、対象となるヘルシー
メニューの定食や食品を1食購入する
と、開発途上国の子どもひとりに学校給
食1食（日本円で20円）が贈られるとい
うプログラムを展開しています。

　このTFTが、1月13日からの毎週水
曜日、大学本部の入る大隈会館1階の
食堂「楠

なんてい

亭」のランチで始まりました。
これは、小暮真久TFT理事・事務局長
が本学校友（95年理工卒）である縁
で、白井総長が昨年12月にTFT支援
委員会の委員長に就任したのがきっか
けです。初日は、利用者の34%がTFT
メニューを選びました。購入者の健康
にも良いこのプログラム、生協の学生
食堂でも5月からの導入が決まるなど、
学内の他の食堂へも広げていく予定
です。

食事をすると、アフリカの子どもたちの支援に

「TABLE FOR TWO」プログラム始まるAACTIVITY

毎週のメニューは「カジキマグロと野菜のヘルシー丼」

　校友でもある河野洋平前衆議院議
長（59年政経卒）は、外務大臣だった
2000年1月に、日・EU協力に関する重
要演説を行いました。それから10年を
記念する講演会が1月12日、井深大記
念ホールで開催されました（EUIJ早稲
田・駐日欧州連合代表部共催）。ブリン
クホルスト元駐日欧州委員会代表部大
使およびヤルツェンボウスキー元欧州

議会対日交流議員団団長が来日し、河
野氏とともに、共通の価値のもとに今
後の日・EU協力を発展させる重要性を
語りました。
　EU諸国大使なども聴講する中、多
くの学生が、河野氏をはじめとする出
席者に積極的に質問。「東アジア共同
体」構想あるいは「核のない世界」へ向
けた課題についても、意義深い学生と

の対話が繰り広げられ、河野氏は、日・
EU間の人的交流を深めること、特に若
い学生たちがその役割を担うことへの
期待を表明しました。
EUIJ早稲田 Webサイト：
http://www.euij-waseda.jp/

「EUと日本―今後の10年」を語るAACTIVITY 河野洋平前衆議院議長が講演
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「文楽座人形浄瑠璃」大正後期の貴重な映像を公開

演劇博物館、現存する最古の
文楽映像を入手

　演劇博物館グローバルCOE拠点（館
長・拠点リーダー：竹本幹夫文学学術
院教授）は、1921年7月に撮影され、翌
8月に東京・明治座で7日間だけ公開さ
れた松竹キネマ製作の短編映画「文楽
座人形浄瑠璃」に、後年、数カットを付
け加えたと考えられる映像フィルム3巻

（35ミリ･モノクロ･音声無・約42分）をフ
ランスのアルベール・カーン博物館から

購入しました。詳細な経緯は不明です
がフランスに輸出されたものと推測さ
れます。
　映像には二代豊竹古靱太夫（後の
豊竹山城少掾）、三代鶴沢清六、初代
吉田栄三、三代吉田文五郎（後の吉田
難波掾）ら、大正後期に活躍した錚々
たるメンバーの顔が見え、現存する文
楽に関する最古の映像であるだけでな

く、最も収録時間が長いものと思われ
ます。
　文楽研究のみならず初期の日本映
画研究の第一級資料であり、今後、演
劇と映像の両面から、さらに研究を進
める予定です。この映像については、12
月22日に小野記念講堂で行われた同
拠点研究報告会で、研究者や多くの学
生・一般来場者に公開されました。

　新年を祝い、新しい年が幸多いも
のとなることを願って、「早稲田大学
ニューイヤー・コンサート2010」が1月9
日、大隈講堂において開催されました。

「正調ウィンナ・ワルツ」をコンセプトに、
本学文化行事としては記念すべき第1
回目のコンサートでした。
　当日は約1,000人の来賓・校友・学生・
父母・地域の方 ・々教職員等が来場。大

学行事初登場の早稲田大学フィルハー
モニー管絃楽団によって、シュトラウス・
ファミリーの楽しく祝祭的なワルツ、ポル
カを中心とした作品が演奏されました。
　若 し々くすがすがしい演奏と指揮者
のユーモア溢れる解説、音楽を愛する観
客の心が響きあって会場は大いに盛り上
がり、ソリストをはじめ素晴らしい演奏に
対して客席から何度も「ブラボー！」の声

が上がりました。定番のアンコール曲「美
しく青きドナウ」や「ラデツキー行進曲」の
手拍子に続き、しめくくりはオーケストラの
伴奏で「早稲田の栄光」を全員で合唱
し、新年にふさわしい和やかな終演となり
ました。

新年を寿ぎ、「早稲田の栄光」も合唱

早稲田大学ニューイヤー・コンサート2010AACTIVITY

熱演する管弦楽団の学生たち

「本朝廿四孝」
十種香の段

低コストかつ高効率で汚染排水を浄化

循環型環境技術研究センターで「カテナチオaqua」開発
　本学循環型環境技術研究センター

（所長：松方正彦理工学術院教授）と
株式会社AZMEC（代表取締役：正田
武則）が、汚染排水を経済的に浄化で
きる凝集沈殿剤「カテナチオaqua」を
開発しました。
　「カテナチオaqua」は汚染土壌の不
溶化処理剤として同センターが開発し
た「カテナチオ」の技術を応用したもの
で、フッ素、ホウ素、セレン等の有害元

素を含む排水を、これまでになく低コス
トかつ高効率で処理できる凝集沈殿
剤です。本年7月には環境省の暫定排

水基準が見直される予定で、「カテナチ 
オaqua」は環境問題の解決に大きく寄
与できる画期的な新技術と言えます。

RRESEARCH&
EDUCATION

RRESEARCH&
EDUCATION

カテナチオaqua

反応槽

源水

凝集槽 沈殿槽 pH調整槽

スラッジ処理へ

放流
または
次工程へ

カテナチオaqua水処理システムの一例
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　昨秋から今春にかけて、坪内博士記
念演劇博物館と會津八一記念博物館
で、様々な企画展が開かれました。
　演劇博物館では、劇作家・演出家の
太田省吾の足跡を紹介する「太田省
吾展─人生の『地』と『図』をみつめて

─」（9月20日～ 2月5日）を開催。1960
年代という“喧噪の時代”に演劇活動
を始め、「沈黙劇」という独自のスタイル
を確立した太田の魅力を、上演資料や
写真などを通して伝えました。また「並
木宗輔展─浄瑠璃の黄金時代」（12月

1日～ 1月31日）では、近
松門左衛門以降の人形
浄瑠璃界を代表する作
者でありながら、単独
で注目されることが少
ない並木にスポットを
あて、作品を通じてその
生涯を紹介しました。

　會津博物館では、「中原淳一と『少女
の友』の画家たち─内山美樹子・伊藤
美和子寄贈作品展─」（1月25日～ 2月
4日）を開催し、昭和初期から戦後にか
けて、雑誌「少女の友」の表紙絵など
で多くの少女に夢を与えたイラストレー
ター・中原淳一の作品を展示しました。
来館者は、中原のイラストの特徴であ
る、キラキラと輝く少女の瞳に魅了され
ていました。

　12月15日、本学グローバルヘルス研
究所、同ボランティアセンターとの共同
企画にて、アートや音楽の力による社
会貢献の可能性を考えることを目的に

「MISIA&信藤三雄ART・MUSICを
通して世界の子どもの命を語る」トーク
セッションが開催されました。
　アフリカの子どもを取り巻く環境につ
いて解説を交えながら、MISIA氏（写
真下左）と信藤三雄氏が、活躍中の

「Child AFRICA」における教育支援
の現状、自身の実体験や活動への思い、
原動力について語りました。
　参加者との質疑応答も盛んに行わ
れ、「問題の現状に実感がわかない」と

いう学生に対し、MISIA氏は“想像力”
というキーワードで答えました。
　また、インタビューにおいて、MISIA
氏は学び続けることの大切さを説くと同
時に、「広い世界を知ってください。そし
て大切な人のために、素晴らしい社会を
創っていってください」と在学生へメッ
セージを送りました。
　続いて12月21日には、大隈講堂にて、
二部構成のフェアトレードイベントが
開催されました。第一部のトークショー

（写真下右）はモデルの冨永愛氏、ファッ
ションジャーナリストの生駒芳子氏をゲ
ストに迎え、司会の渡辺健太さん（商
学部2年、本学放送研究会）、金子尚矢

氏（cafaire代
表）の4名で行
われました。ゲ
ストの二人も普
段からフェアト
レード商品を
生活に取り入れており、主にフェアトレー
ドファッションの可能性や、なかなか普
及しない原因について等、意見を交わし
ました。
　第二部の学生モデルによるファッショ
ンショー（写真上）は、実際にフェアト
レードの衣服を使用して行われました。
普及しない原因の一つに考えられる、

「エスニック・オーガニック色が強そうと
いう一般的なイメージ」を一新するため
に、おしゃれに取り入れられるフェアト
レードファッションをコンセプトにコー
ディネートを考えたとのこと。第一部と第
二部の間には、フェアトレード商品専門
店のPeople Treeの代表であるサフィア・
ミニー氏が、フェアトレードファッション
の魅力を語ってくれました。

世界の貧困、環境問題に目を向けよう

ゲストも多数！年末に2つのイベントを開催AACTIVITY

中原淳一たちのイラストが並ぶ

写真=Mitsuo Shindo （C.T.P.P.）（左から）渡辺、金子、生駒、冨永の各氏

太田作品のポスターや舞台写真 宗輔作品の役者絵

演劇博物館、會津博物館で各種展示会

AACTIVITY 現代演劇、浄瑠璃、イラスト…
偉才の足跡を紹介



6

　1月6日、国立競技場でサッカー第18回
全日本大学女子選手権の決勝が行わ
れ、神奈川大学を2対1で破ったア式蹴球
部女子が4年ぶり2度目の大学日本一の
栄冠に輝きました。前年、栄冠に手をかけ
ながらも決勝戦で敗退した悔しさをバネ

に、選手全員が見事に力を発揮しました。
　続く1月9日の日光霧降アイスアリーナ、
スケート部アイスホッケーチームが第82
回日本学生氷上競技選手権決勝戦にお
いて明治大学を4対1で破り、19年ぶり14
回目の優勝。チームスローガンである「一

意“戦”心」で大きな花を咲かせました。
　この他にも体育各部は大活躍。昨秋以
降の主な大学日本一は下記のとおりです。

早稲田スポーツ大活躍

サッカー（女子）、アイスホッケー　大学選手権を制覇

優勝の喜び爆発

　バンクーバー冬季オリンピックに出
場する本学関係者を応援する「オリン
ピック・パラリンピック出場壮行会」が
1月18日、大隈銅像前広場で行われま
した。準備で忙しいスケジュールの合
間を縫って出席したのは、酒井、桜井、
土井の3選手。パラリンピアンを代表し

て佐藤真海氏（2004年商学部卒、北
京パラリンピック走り幅跳び6位入賞）
も激励にかけつけました。
　選手たちは、「早稲田の名に恥じな
いよう誇りを持って戦いたい」などと、
集まった学生の声援に力強く応えま
した。

「早稲田の誇りをもって戦う」選手を激励

バンクーバー五輪壮行会で熱いエール

大学全般学内活動
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NEWS      EPORT
M R

A U

受賞P

優勝カップを囲んで満面の笑顔

学生たちととも
に校歌・応援歌
を歌う

　1月14日、学生会館地下の多目的ホー
ルにおいて、本学ハラスメント防止委員
会主催・男女共同参画推進室共催によ
り「これって、ハラスメント?」をテーマに、
参加型演劇「フォーラムシアター 2009」
が開催されました。「フォーラムシアター」
は、演劇を通して当事者が問題を解決
する力をつけることを目的とした教育的
な手法で、本学では演劇集団「演劇デ
ザインギルド」の指導・協力のもと、5回目

の開催となります。
　当日はまず学生出演者により、サーク
ル合宿の酒席で、酔った男子上級生が
女子新入生に迫り、耐え切れず「やめ
て」と叫んだ新入生が、あとで同性の先
輩から場の空気をしらけさせたと責め
られる場面などが演じられました。続い
て、再度同じ劇が演じられる中、場面場
面で会場の参加者がストップをかけ、

「その時は、こう対応したら良いのでは」

「先輩としてもっとこうすべき」などの意
見が出され、発言者が出演者に替わっ
てその役を演じて解決の方策を探るな
ど、活発な会となりました。この日はほか
に、教員によるパワーハラスメントを扱っ
たフォーラムシアターや、アカデミックハ
ラスメントに関するディスカッションも行
われました。

「フォーラムシアター2009」開催

演劇を通してハラスメントについて考えるAACTIVITY

AACTIVITY

AACTIVITY

会場の男子学生が女子新入生役を演じてみた

出場選手一覧
氏名 学部 競技

尾崎　快 教育学部4年 スキー（モーグル）

酒井　裕唯 スポーツ科学部4年 スケート（ショートトラック）

渡部　暁斗 スポーツ科学部3年 スキー（ノルディック複合）

桜井　美馬 スポーツ科学部2年 スケート（ショートトラック）

柏原　理子 スポーツ科学部1年 スキー（距離）

土井　槙悟 2006年人間科学部卒 スケート（スピード）

成瀬　野生 2007年スポーツ科学部卒 スキー（距離）

漕 艇 部 第36回全日本大学選手権大会
女子総合優勝（9月）

合 気 道 部 第40回全日本学生合気道競技大会
男子短刀乱取競技団体優勝（10月）

庭 球 部 全日本大学対抗テニス王座決定試合
優勝（男子5連覇・女子4連覇）（11月）

ヨ ット 部 第74回全日本学生ヨット選手権大会
総合優勝（11月）

フェンシング
部

全日本学生フェンシング大会
男子フルーレ団体優勝（初優勝）（11月）

スキ ー 部 第83回全日本学生スキー選手権大会
男子総合優勝（2連覇）（1月）
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　11月24日、北海道・東北・東京・名古
屋・京都・大阪・九州・慶應の各大学と
本学の、国立・私立大学9校の総長・塾
長らが都内で記者会見し、政府の行政
刷新会議による「事業仕分け」で、学
術・大学関連予算が大幅に削減される
恐れがあるとして、基礎研究に対する
投資や、若手研究者への支援継続など
を求める共同声明を発表しました。
　「大学の研究力と学術の未来を憂う

─国力基盤衰退の轍を踏まないため
に─」と題した声明では、①公的投資
の明確な目標設定と継続的な拡充、②
研究者の自由な発想を尊重した投資
の強化、③大学の基盤的経費の充実と
新たな枠組みづくり、④若手研究者へ
の支援、⑤政策決定過程における大学
界との「対話」の重視―の5項目を求め
ました。また、諸外国との比較において
は、近年、主要国が政府負担研究費を

積極的に増加させ、論文発表数を伸ば
していることから、日本だけが研究投
資を大幅に削減させれば、世界で競争
力を失う恐れがあると訴えました。

会見で記者の質問に答える白井総長（中央）。
左は濱田純一東大総長、右は清家篤慶大塾長

UUNIVERSITY
学術・大学予算の削減方針に警告
９大学トップが「事業仕分け」を憂う
共同声明

■2010年度大学暦

入学式
学部 2010年  4月 1 日㈭
大学院 4月 2 日㈮

前　期

前期開始日 4月 1 日㈭
授業終了 8月 2 日㈪

夏季休業　
自 8月 3 日㈫
至 9月20日㈪

9 月学部卒業式、 
芸術学校卒業式および大学院学位授与式 9月20日㈪

9 月入学式 9月21日㈫

後　期

後期開始日  9 月21日㈫
創立記念日 10月21日㈭

冬季休業
自 12月23日㈭
至 2011年  1 月 5 日㈬

授業終了  2 月 5 日㈯

春季休業
自  2 月 6 日㈰
至  3 月31日㈭

学部卒業式、芸術学校卒業式
大学院学位授与式

 3 月25日㈮
 3 月26日㈯

■2009年度卒業式等
1.学部卒業式、芸術学校卒業式、大学院学位授与式

2.高等学院卒業式	 3月20日㈯	13：00　高等学院講堂
3.本庄高等学院卒業式	 3月	7日㈰	12：30　本庄市民文化会館

３月25日㈭ 記念会堂

第１回 9：20
政治経済学部 法学部  社会科学部  
政治学研究科 経済学研究科 法学研究科  社会科学研究科
日本語教育研究科 公共経営研究科 法務研究科  会計研究科

第２回 11：30
商学部  人間科学部（通信教育課程含む）  国際教養学部
商学研究科  人間科学研究科 アジア太平洋研究科 国際情報通信研究科 
情報生産システム研究科（※） ファイナンス研究科 芸術学校  川口芸術学校

第３回 14：00
第一文学部  第二文学部  教育学部  
文学研究科  教育学研究科 教職研究科  

第４回 16：00
理工学部  スポーツ科学部 理工学研究科 基幹理工学研究科
創造理工学研究科 先進理工学研究科 スポーツ科学研究科 環境・エネルギー研究科

※ 情報生産システム研究科は、博士学位受領者と修士総代は記念会堂にて、それ以外は北九州学術研究都市会議場にて挙行

2.大学院合同入学式	 4月2日㈮	10：00　記念会堂（情報生産システム研究科は北九州学術研究都市会議場にて挙行）
3.高等学院入学式	 4月8日㈭	10：00　大隈講堂
		高等学院中学部入学式	 4月8日㈭	14：00　大隈講堂
4.本庄高等学院入学式	 4月7日㈬	13：00　大隈講堂
5.芸術学校入学式	 4月3日㈯	17：30　62号館1F大会議室
6.川口芸術学校入学式	 4月3日㈯	10：30　早稲田キャンパス99号館STEP21

■2010年度入学式
1.学部合同入学式

4月1日㈭ 記念会堂

第１回  9：30 政治経済学部 文学部  法学部  
第２回 11：45 教育学部  国際教養学部 人間科学部（通信教育課程含む） 
第３回 14：15 文化構想学部 社会科学部  商学部   
第４回 16：15 基幹理工学部 創造理工学部 先進理工学部 スポーツ科学部
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校友とともに築く早稲田
さまざまな分野、業界で活躍する早稲田大学の校友。
社会に貢献する人材育成はもとより、校友の豊かな人生を応援するのが大学の使命です。
卒業後もずっと続く大学とのつながり。校友が誇りに思える母校であり続けるために何が必要かを考えてみました。

―早稲田大学にとって「校友」とはどんな

存在だとお考えでしょうか。

本多　本学にとって大切な原動力だと思い
ます。本学創立からこれまでで、卒業生は約
62万人います。そのうち生存している方は約
55万人。これはあらためて考えると、ものすご
い資産だと思います。校友の皆さんが持つパ

ワーやネットワークは計り知れません。国内は
もちろん、世界中にいますし、政治、経済、文
化、スポーツなど、あらゆる分野にわたって活
躍しています。そんな校友の皆さんの活躍を
社会の方々が見て、「早稲田大学に入りたい」

「応援したい」と思ってくださっています。その
歴史を重ねて今の本学があるのです。
福田　私も同感です。ここまで幅広い分野で
活躍できる人材を数多く輩出できる大学はあ
りません。そんな本学を卒業して校友となっ

た時、「早稲田を出て本当によかった」という
「誇り」を持っていただきたいと考えています。
先日、本学と交流のあるアメリカのイェール大
学の校友会の方々が来日され、お話を聞く機
会がありました。彼らの言葉の端々からは、
いかに自分たちの大学に対して誇りを持って
いるかが感じられ、私たちも負けてはいられ
ないと思いました。誇りがあれば、本学とつな
がってくれます。すなわち、校友会活動や母校
支援に参加してくれるようになるのです。そう

早稲田大学　理事

本多 聖治

早稲田大学校友会　
代表幹事

福田 秋秀

［プロフィール］
ほんだ・せいじ（左）
早稲田大学第二文学部卒業後、早稲田
大学に入職。教務部情報化推進担当事
務部長、教務部事務部長、人事部長、総
長室長などを歴任。現在は、同大学評議
員、同大学理事。早稲田大学校友会常任
幹事。

［プロフィール］
ふくだ・あきひで（右）
早稲田大学商学部卒業後、株式会社飛
島建設入社。その後、福田プレス工業株
式会社専務取締役、株式会社エフテッ
ク代表取締役社長を歴任。現在は株式
会社エフテック代表取締役会長、埼玉経
済同友会特別幹事、早稲田大学校友会
代表幹事、早稲田大学理事。

対談　 校友連携担当理事 × 校友会代表幹事

ともに手を取り合い、誇りある校友の輩出を
本学の中長期計画「Waseda Next 125」では、「大学と校友との連携強化」が掲げられています。
そこで、Part.1では校友連携担当理事と校友会代表幹事のお二人が、大学と校友会、お互いの連携によって
各々の発展のためにどのような貢献ができるか、意見を交わしました。

卒業してからも生涯
つながりたい大学に

Part.1

Special Report



　これまで全国各地で実施してきた講演会
を発展させ、2009年度から、校友、在学生
の父母、一般の方々を対象とした「早稲田大
学地域交流フォーラム」を一都三県（東京・
埼玉・千葉・神奈川）以外の43道府県で開
催しています。当日は、本学における最近の
教育内容紹介や本学教員による「早稲田の
知に触れる」講演会の他、在学生の父母の
方を対象とした相談コーナーを設け、学生の
教学や就職に関する相談や質問に答えてい

ます。
　また本学への進学を希望する高校生やそ
の父母、先生方を対象とする「進学相談会」
や、父母同士の交流を目的とした「父母懇談
会」等を開催。校友の方を始め、在学生の父
母、本学への進学希望者等へのサービス向
上を図るとともに、地域在住の方々に本学を
より深く知っていただく催しとして実施して
います。2010年度からは、地域の校友と在
学生の父母との交流を計画中です。
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いった気持ちを醸成していくのも校友会の役
目だと思います。
本多　大学の立場としては、学生時代から誇
りと満足感を持てるような大学にしていかな
ければなりません。やはり、学生たちにどれだ
け「早稲田で学んで良かった」「早稲田で生
涯の友人ができた」と思ってもらえるかが重
要です。その原点を大学側が作り、校友会と
協力して、卒業後も生涯コミュニケーションを
取りたくなる、「価値ある大学」にしていくこと
が大切だと思います。そのためには、大学と校
友会が手を取り合って、今まで以上に連携し
ていかなければなりません。

―本 学 の 中 長 期 計 画「Waseda Next 

125」には「大学と校友との連携強化」が掲げ

られています。その目的、具体的な取り組みに

ついてお聞かせください。

本多　本学は100周年を迎えた時から、建学
の理念でもある「世界で活躍できる人材の育
成」に基づいた取り組みを強化しており、留学
生も含め多くの校友が世界に羽ばたき、これ

まで一定の評価を受けてきた実績がありま
す。そして、2007年に125周年を迎え、中長期
計画「Waseda Next 125」で最も優先すべき
課題として「グローバル化推進」が設定され
ました。つまり、「日本の『早稲田』から世界の

『WASEDA』となって、世界に貢献する人材
をこれまで以上に多く輩出していこう」という
ことです。
　「Waseda Next 125」を実現するために、

「教育の早稲田」の充実、「研究の早稲田」の
飛躍、「社会貢献・文化推進の早稲田」の確立
の具体的取り組みが設定されました。そして、
それらを実現する大学運営への転換のポイン
トとして、校友と父母が大学の中長期計画の
中で、明確に位置づけられたのです。これは
本学にとって大きな変化。「教職員、学生、校
友、父母が一体となって、世界に貢献する人
材を輩出していこう」という意志の表れなの
です。
　そのために現在、大学と校友会で協力し、
特に力を入れて取り組んでいるのは「地域交
流フォーラム」（P9下段参照）です。これまで
も本学の知的財産を還元し、教育のオープン
化、全学の生涯学習機関化の実現を目的と
して、各地で開催される校友会支部総会等に

合わせて本学教員による講演会を開催して
きましたが、これまで以上に大学が主体的に
連携を深めていくために、2009年度より、一
都三県を除く全道府県の校友会各支部との
共催で地域交流フォーラムを開催することに
しました。支部総会と同じ会場で、講演会、教
学・就職に関する在学生父母向けの個別相
談会、父母懇談会、本学進学希望者への相談
会などを行っています。全国には将来の進路
に悩んでいる学生や父母が多くいます。そう
いった方 と々地域の校友が交流することで、
さらにワセダコミュニティが拡がりを持ち、将
来の校友輩出につながるでしょう。
福田　大学側は、学生の父母とコミュニケー
ションを取ることで、大学の情報などどのよう
なことを要望されているのか直接聞く機会を
得ることができます。同時に校友会側として
も、将来の校友を開拓すると同時に、父母の
方々に校友会の存在を知っていただく機会に
なります。そうすれば、学生にも伝わり、校友
会に積極的に参加していただける校友確保
にもつながります。
本多　一都三県の方々は、本学で開催して
いる父母向けイベント「ペアレンツデー」や
受験生向けイベント「オープンキャンパス」に

「地域交流フォーラム」で
校友・父母の交流を図る

2009年11月、名古屋での地域交流フォーラムで行わ
れた篠田正浩特命教授による講演会

「Waseda Next 125」に基づいた大学の取り組み
「地域交流フォーラム」
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参加できるので大学とのコミュニケーション
を取っていただきやすいのですが、各地方の
方々にはそういった機会が少なかったので
す。大学にとっても校友や父母の声を聞くこ
とができる大切な機会。しかし、大学側だけ
では全国で交流の場を作るのは難しい。「地
域交流フォーラム」は、地域の校友の方々の協
力なくしては成り立たない活動です。これか
らも校友会の力をお借りして、お互いより強く
連携を取りながら進めていきたいですね。
福田　校友会としても全力でサポートしてい
きます。「地域交流フォーラム」を訪れると、校
友、父母、地域の方々、高校生など、皆さんがと
ても喜んでくれている様子が分かり、私とし
ても感激します。また、学生の父母の方から、
入試前予約採用奨学金「めざせ！ 都の西北
奨学金」（P14参照）に対して感謝のお言葉
をいただいたこともあり、校友会から大学へ
の寄付金が在学生のためになっていることを
実感しました。これからもこういった機会を
大切にしていきたいと思います。

―2010年、校友会は設立125周年を迎えま

す。具体的にどのような取り組みを行っていき

ますか。

福田　校友会設立125周年にあたり、さまざ
まな活動を展開していく中で「ともに世界へ
ともに未来へ」というキャッチフレーズを作り
ました。「ともに世界へ」には、「グローバル化
を推進する母校とともに校友会もグローバル
な展開をめざしていこう」という思いが込め
られています。また、「ともに未来へ」には、「母
校とともに未来社会に貢献できる校友会で
ありたい」という意志が表れています。さらに
二つのフレーズにある「ともに」には、「校友
全員で取り組んでいこう」という意味が込め
られています。本学の校友は校歌にもあるよ
うに「集まり散じて」という意識が高く、「一匹
狼」の精神を持った人が多い。それはそれで
素晴らしい伝統ですが、校友会活動に関して
は、校友同士が手を取り合って未来へ進んで
いきたいと考えています。
　校友会には、地域、海外、職域などに分か
れた約1,300の稲門会がありますが、今後、私
たちが特に注力していきたいことは、年次を
軸とした組織の強化です。従来は、大学側は
卒業後25年目のホームカミングデー招待、校
友会では卒業10年目に年次稲門会10年祭を
開催しており、そうしたイベントが同期生の横
のつながりによる同窓会の開催のきっかけと
なっておりましたが、2010年度からは大学側
が15年目もホームカミングデーに招待するよ

うになるのとあわせて、校友会側でも年次稲
門会5年祭を開催するとともに、在学時から
校友会給付奨学生を中核として地域別にネッ
トワークを形成できるよう支援し、より早い時
期から同期の「横」のネットワークを強固にし
ていくような取り組みを進めてまいります。
本多　大学としても、昨年、若手の職員が中
心となり、「Hello！WASEDA」プロジェクト
を発足させました。若手校友を対象とした企
画では、在学生と校友が一体となり講演会や
勉強会などに参画することで、若いうちから
校友であるメリットを感じてもらい、将来校友
会に積極的に参加していただくことを目的と
した活動があります。
　さらに、各種事業を財政的にご支援願うた
め、毎年度一定額を寄付金として拠出してい
ただく「WASEDAサポーターズ倶楽部」を昨
年スタートさせ、こちらも校友の方々を中心に
大変力強いご支援をいただいています。
福田　「WASEDAサポーターズ倶楽部」につ
いては、校友会でも全面的にサポートしてい
きたいと思います。校友会としては、年間予算
の約半分を奨学金支援を中心とした母校・
後輩の支援に役立てることを目標にしてい
ます。先ほどご紹介した「めざせ！ 都の西北
奨学金」のほか、海外で学びたい学生のため
の「校友会海外派遣留学奨学金」、図書館の
運営に使われる「早稲田大学図書館指定寄
付」、各種寄付講座などの形で大学に寄付さ
れ、在学生全体が恩恵を受けられるのです。
大学を支援していくのは、校友会の大事な使
命。こうした財政支援だけでなく、豊富な人脈

ともに世界へ、ともに未来へ

早稲田大学校友会とは

　早稲田大学校友会は、会員相互の親睦を
深めること、会員と大学との密な関係を維持・
発展させること、大学の事業を援助することを
目的に、第1回卒業生が出た翌年、1885年に
発足。以来、日本全国世界各地に組織を広げ、
約55万人の校友が所属しています。大学を卒
業すると同時に全員が校友会員となり、退会
という概念はありません（学部在学生は準会
員）。校友会の規則に則り、特に会費納入者の
方へのサービス充実に努めています。校友会

は校友の参加によ
り運営されており、
校友は校友会を通
して、大学の運営
にも参画できます。
　2010年、校友会は設立125周年を迎える
にあたり、さまざまな記念イベントや企画を予
定しています。詳細は特設Webサイト（http://
www.waseda.jp/alumni/125/）で順次発表
します。

〈2008年度校友会費の使途〉

母校・
在学生の支援
45％

同窓会活動支援
11％

校友会運営費
11％

会員への
サービス提供
33％

※母校・在学生の
　支援を 50％まで
　引き上げることを
　目標にしています。

校友会125周年
記念ロゴ

「全員で早稲田を発展させていこう」という意識を、
これまで以上に醸成していかねばなりません。 （本多）
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を駆使した人的支援など、有形無形の支援を
充実し、今後も大学発展の一助となれるよう、
力を入れていきます。
　校友会シンボルマーク（P10下段参照）は、
実った稲穂、黄金色に輝く大隈講堂の前で
しっかり握り合った手と手を早稲田カラーの

「W」にデザイン。校友会における人と人の強
い結びつきを表現しています。さらには、校友
会設立125周年の記念碑を建てたいと考えて
います。校友であること、今後校友になること
を実感できるような、卒業生と在学生のシン
ボル的存在になればいいですね。　

―今後、本学が発展していくために、大学と

校友会でどのように連携を取っていくべきで

しょうか。

本多　校友会のネットワークをさらに校友の
皆さんに利用していただくために、協力して取
り組んでいきたいです。校友会100周年の時、
稲門会の数は約550くらいでした。そこから
活動を強化し、25年後の125周年には約1,300
まで増えました。これは目覚ましい発展です。
まだ学生の頃は、校友会のことを「卒業生が
昔を懐かしがっている会」としか思わないか
もしれません。しかし、社会に出てからその
存在意義に気付くでしょう。就職して転勤す
ると、当初その地でのネットワークを作るのは
なかなか難しい。しかし、海外も含め、転勤先
の近くには稲門会があるはずです。ぜひ活用

していただき、さまざまな世代の校友と幅広
い情報交換を行ってもらいたいです。
福田　今はメールで簡単に連絡が取れる時
代ですからね。また、在学中にも校友ネット
ワークを生かしていただけるように働きかけ
ていかねばならないと思います。就職活動の
OB・OG訪問、留学時に海外の校友会のネッ
トワークを活用することにより、特に早大生で
あるメリットを感じられるでしょう。校友ネッ
トワークは大学の決算書には出てこない大切
な価値ある「財産」です。これをもっと在学生
に見える形にしていきたいと考えています。
本多　校友にも在学生にも、本学の情報をさ
らに提供する必要性も感じています。例えば、
現在、全校友を対象に毎年秋発行している広
報紙『西北の風』や、校友会発行のコミュニ
ケーション誌『早稲田学報』を通して発信し
ていくのも一つの方法です。校友ネットワー
クの価値を伝えていけば、次の世代のネット
ワーク構築に一役買ってくれるはずです。つ
まり「親善大使」のように、校友の皆さん自ら
が本学の良さを伝えてくれるということ。そう
なっていただけるように私たちは努力してい
かねばなりません。
　大学の本来の事業は教育・研究活動です。
しかし、私立大学である本学は、それだけで
は真の発展は望めません。大学が校友と連携
してできる教育的社会貢献活動は数多くあり
ます。もっと大学側の意識を高めたいですね。
海外の大学には、校友をイコールパートナーと
して「国の将来のために永続的に人材を輩出
していかねばならない」という共通認識とシ

ステムが日本以上に定着しているように感じ
ます。私たちも「大学、学生、校友、父母がタッ
グを組み、全員で早稲田を発展させていこう」
という意識をこれまで以上に醸成していかね
ばなりません。
福田　私は校友会代表幹事だけでなく、大
学の理事も兼任しています。就任してから、理
事会に所属する方々が本当に一生懸命大学
の発展に取り組んでいることが分かり、感動
しました。私たち校友会もその思いを同じく
していかねばなりません。大隈さんは本学を
創立しただけでなく、校友会活動にも力を入
れました。他の大学とは結び付きの強さが違
います。
　本学の校友は愛校心が深い人が多く、私も
そのうちの一人です。校友であることを心か
ら誇りに思っています。これからも本学出身
であることを誇りに思う校友を輩出し、活動
の面からも財政の面からも支援者が増えるよ
う、大学と校友会で一層連携の強化に取り組
んでいきましょう。

校友ネットワークは
早稲田の「財産」

校友会事業3つの柱

　校友会は、校友の親睦を深め、母校・後輩
を力強く支援するとともに、会員の人生を応
援するサービスの充実に努めています。事業
は大きく分けて3つあります。
❶「校友の人生を応援する」
　�一例として、校友を元気にするコミュニ
ケーション誌『早稲田学報』の発行があり
ます。年6回発行で、早稲田魂を揺さぶる
話題が満載です。

❷「母校・在学生を力強く支援する」

　�地方性を重視して、経済的援助が必要な
学生を奨学金で支援。その他にも各種寄
付講座やキャリア支援、「早稲田大学図書
館指定寄付」といった寄付金により母校
を応援しています。

❸「人脈を築き、親睦を深める」
　�中心事業は、同窓会の活動支援。登録稲
門会には、大学資料送付や広報活動の
協力などの支援を行っています。また、毎
年本学の創立記念日（10月21日）に近い

日曜日には、ホームカミングデーとともに
「稲門祭」を開催しています。

『早稲田学報』。本学が輩出した人材の豊かさを改めて知る
ことができます

校友であることを心から誇りに思っています。
大学と校友会で連携の強化に取り組んでいきましょう。 （福田）

校友とともに築く早稲田
Special Report



校友ネットワークと母校支援に見る
“早稲田力”

Part.2

早稲田大学の校友による親睦団体「稲
と う も ん か い

門会」。
現在登録されている稲門会は、地域稲門会、海外稲門会、職域稲門会など1,300以上に及びます。
ニューヨークに住む校友ネットワークの基軸となっている「ニューヨーク稲門会」、四士業の専門性を活かして提携･協働を図り、
教育面から積極的に母校支援に関わっている「稲士会」にお話をうかがいました。

ニューヨーク稲門会
自由と個性を尊ぶ街で心地よい紐帯を形成
　イェール大学校友会との交流拡大も計画中

　1970年設立のニューヨーク稲門会は、現在、
会員数約300名。世界最大規模の海外稲門会
です。年初の年次総会をはじめ、良きライバル、
ニューヨーク三田会（慶應義塾大学同窓会）と
の交流会や文化講演会、野球観戦会などの各
種レクリエーションを年間を通して開催、世代
と業種を超えた会員同士の交流を図っていま
す。また、1993年、帰国会員によるニューヨーク
稲門会東京支部も発足しています。
　早稲田大学校友会設立125周年記念事
業のひとつとして、稲門会とイェール大学校
友会との交流拡大を図り、その一環として、
イェール大学校友会の地域ボランティア活
動への参加を計画中です。この活動は、“Yale 
Day of Service”と呼ばれ、5月の第3土曜日
にAssociation of Yale Alumni （AYA）
リードの下、世界各地の同大学校友が地域
の人道的活動に参加するもので、交流のあ
る各国提携大学の校友や非営利団体の協
力も得ながら、ボランティア活動を通して人
脈を拡げることを目的とした活動です。当
会としてもこの活動を通して、日頃生活をし
ている地域社会への恩返しと新たな出会
いの場を作っていくことができるのではと
考えて います。（Webサイト：http://www.
yaledayofservice.org/）
　世代もさまざまな会員は次のように当会に
ついて語っています。

「ニューヨーク稲門会に入会して、自由闊達

な心意気を持った、素敵な人生の先輩・後

輩に出会えました。大学にいた頃、また日本

にいた頃以上に、『早稲田に入って良かった』

と実感しています」

� 北川まいこさん（1999年第一文学部卒）

「ニューヨーク稲門会は年次に全く無頓着、

新入会員が翌日には幹事となり、公式行事

以外に小規模のワセダ呑みも盛んです。都

の西北で良い意味の“いい加減さ”を身に

つけた校友は、自由と個性を尊ぶ街で心地

よい紐帯を形成しています」

� 星野剛さん（1985年第一文学部卒�）

「会員の活動が多様なニューヨーク稲門会

は、20代半ばの私にとって貴重な人脈作り

と日本では得難い情報の交換ができる絶好

の場です」

三原卓也さん（2007年人間科学部卒）

　ニューヨーク稲門会としては、激動の日々
の生活をしばし忘れ、早稲田のDNAを再認
識できる活動を追求して行きたいと思ってい
ます。早稲田大学には、日本の存在感を高め
るためにも、グローバルな場で活躍できる早
稲田らしい人材を数多く育てていただきたい
と願っています。

ハーバードクラブでの年次総会（2009年）

2009年新入会員歓迎会で

12

取材協力＝ニューヨーク稲門会各位　　
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四 士業稲門会「稲士会」

校友会の支援による奨学金制度

校風そのままの結束力で大きな力に
　学生に現実社会との接点を伝え、社会に出てからの道標となる

　稲士会は、早稲田の校友からなる税理士
稲門会、行政書士稲門会、司法書士稲門会、
社会保険労務士稲門会の各士業が提携・
協働し、相互に親睦等を深める場を提供し、
新しい士業のネットワーク作りを推進、発展
させることを目的として2004年10月に発足し
ました。現在、4稲門会合計約900名が所属し
ています。
　発足のきっかけとなったのは、2004年から
四士業合同のいわゆるワンストップサービス
の形態として始めた「無料相談会」です。気
軽に相談できる場を設けることで、私たちの
仕事に対する敷居を低くし認知度を高める、
というのが主な目的でしたが、大変好評を得
ました。その後、大学創立125周年を迎えるに
あたって、母校に教育面で還元できないかと
いう声が上がりました。そこで、「稲士会」四士
業合同による提携講座「企業法務概論」（会
社の起業から会社運営、従業員を取り巻くさ
まざまな問題の解決について、法律と実務的
な観点から実務知識の概要習得を目的とし
た全学部生対象のオープン科目）を、2008年
度より開設することとなりました。
　前期・後期計30回の講義を各士業で分担
するため、講義内容には限りがありますが、ま
ずは我々の仕事について興味を持っていた
だければと思っています。講義の内容がきっ
かけとなり、学生が社会に出て現実社会の問
題に直面した時に、どの専門家に相談すれ
ば合理的な回答を得られるかを判断し、迅
速な行動ができれば、企業での早稲田出身
学生の評価も上がるのではと考えています。

また、校友会事務局に連絡をしていただけれ
ば稲士会へ取り次いでくれるので、気軽に先
輩、後輩として相談を受けることができます。
稲士会が学生にとっての相談窓口としても機
能できれば、という思いもあるのです。
　今後、稲士会としてはさらに大学との連携
を図り、学生との接点をおおいに持っていき
たいと思っています。また、稲士会同士の横
のつながりを広げ、早稲田125年の歴史に恥
じない行動をするため、先人の教えをいつも
心に留めながら、自己研鑽を続けたいと思い
ます。
　早稲田の校歌3番にある「集まり散じて　
人は変われど　仰ぐは同じき　理想の光」
という歌詞そのままの精神が稲士会には生
きています。社会が複雑になり、企業の再生
など、あらゆる士業がかかわらなくてはいけな
い仕事が増えています。稲士会の会員はそれ

ぞれ独立した仕事をしていますが、必要な時
には結束力で大きな力になる。早稲田の校友
として、こうした社会のニーズに対して受け皿
となるネットワークを築くことができれば、こ
んなに素晴らしいことはないと考えています。

取材協力＝酒井健爾（行政書士稲門会・1968年第一文学部卒）、鄭英模（司法書士稲門会・1971年政治経済学部卒）、藤原久嗣（社会保険労務士稲門会・1965年法学部卒）、
� 能登八郎（行政書士稲門会・1963年法学部卒、1968年法学研究科修了）、山口賢一（税理士稲門会・1973年商学部卒）の各氏

2009年稲門祭で開かれた稲士会による無料相談会。
大変好評を得ました

　校友会が支出している奨学金費・母校支
援費の総額は、2008年度実績で年間約1億
8,500万円。これは早稲田大学における団体
または個人からの寄付による学内奨学金の
約42％にあたります。
　2009年度は２つの給付奨学金＊が新設され

ました。１つは、遠隔地から本学への進学希望
者が、経済的な理由により進学を断念するこ
となく、安心して受験に臨めるよう設けられた、

「めざせ！ 都の西北奨学金」（入試前予約採
用給付奨学金）。個性豊かな地方出身者が集
うという本学の伝統を支える奨学金です。

　もう１つが、本学が協定を結んだオッ
クスフォード大学・ケンブリッジ大学ISA

（Individualized Studies Abroad）プログラ
ムへの派遣学生を支援する「校友会海外派
遣留学奨学金」。私費で留学する場合、プロ
グラム費年間約370万円、往復航空費や生活

校友とともに築く早稲田
Special Report

2009年度稲士会総会にて
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奨学金名称 奨学金額
（2010年度）

募集人数
（2010年度） 奨学金の特徴

めざせ！ 都の西北奨学金 40万円（4年間継続） 採用候補者約500名のうち、入学
した者全員

遠隔地域にある国内高校出身で学部の一般入試・センター試験利用入試の受験予定
者が入試出願前に申請。入試前に奨学金採用が予約される。校友会からの寄付と校
友の早稲田カード利用による還元金が財源。奨学金継続審査をクリアすれば4年間
継続可能。

校友会給付
一般奨学金

学部 40万円（4年間継続） 102名（新入生） 各都道府県別の割当により収入状況に基づいて採用する。奨学金継続審査をクリア
すれば4年間継続可能。

学部以外
独立研究科（40万円）・人科通信
（30万円）・高等学院（20万円）・本庄
高等学院（20万円）・芸術学校（15
万円）・川口芸術学校（30万円）

独立研究科（56名）・人科通信
（3名）・高等学院（5名）・本庄高
等学院（2名）・芸術学校（1名）・
川口芸術学校（1名）

修学上特に経済的に困難な学生を支援する奨学金。所定の収入基準・成績基準に基
づいて採用する。

校友会海外派遣留学奨学金 150万円 5名 オックスフォード大学・ケンブリッジ大学ISAプログラムに本学から参加する学生を支
援する奨学金。

校友会給付緊急奨学金 40万円 10名 家計急変者を緊急的に支援する奨学金。

校友会トップアスリート奨学金 年間授業料相当額（約105万円・4
年間継続） 5名 トップアスリート入試により入学した者のうち、各学年5名以内、全学年で20名以内の

学生を支援する奨学金。奨学金継続審査をクリアすれば4年間継続可能。

安部磯雄記念校友会奨学金 40万円 21名（新入生） 高校時にスポーツ分野において顕著な実績をあげた学部1年生を支援する奨学金。

稲門祭奨学金 40万円 33名（前年度の記念品売上実績
により決定）

毎年秋に開催される校友の祭典「稲門祭」での記念品売上による寄付からなる。経済
的に修学困難な全学部の２〜4年生が対象。

早稲田カード奨学金 30万円 6名 校友の早稲田カード利用による還元金からなる。2009年度より附属校生を対象。

校友会関連の奨学金【いずれも給付奨学金】� ※詳細は本学奨学課Webサイトを参照ください�http://www.waseda.jp/syogakukin/

奨学生採用通知が心の拠り所に 文学部文学科1年
飛田陽子さん

　「めざせ！�都の西北奨学金」制度設立の
情報を最初につかんだのは、私自身ではな
く母でした。もともと経済的な理由から両
親に上京を反対されていた私は、落ち着か
ぬ精神状態で無理やり臨んだ一度目の受
験ではあえなく不合格。それでもやはり早
稲田に行きたいと、自宅で虎視眈々と浪人
生活を送っていました。そんな私に、母が新
聞記事の小さな切抜きを手渡してくれた時
には、私の夢はただ頭ごなしに否定されてい
たのではない、心配され、尊重されていたの
だと、家族の愛情を感じ取ることができまし
た。私はすぐに早稲田への2年分の想いを
込めた提出エッセイをしたため、第一期奨学
生として採用していただくことになりました。
　この奨学金制度の最もユニークな点は

受験前に採否を知ることが出来る点です。
経済的な不安を抱えた受験生が試験本番
で常にいつも通りの実力を発揮できればよ
いのですが、彼らが他の受験生以上に、未
来に対する不安や現状への焦燥感を持って
試験場にやって来ることは疑えません。事
実、一度目の受験の時の私もそうでした。し
かし、奨学生採用通知の「晴れて試験に合
格し、本学の学生となられますことを」とい
う表現にふれ、まるで大学側から「早く早稲
田の杜で学びなさい」と言ってもらっている
ような気持ちになり、受験直前期の心強い
拠り所を獲得し、念願かなってこうして早大
生としての生活をスタートさせることができ
ました。
　いま、不況のさなかにあって、大学に進学

することを断念す
る方や、自分の志
望でなくとも、経
済的都合を優先
させた大学選びを
余儀なくされてい
る方が多いと思います。しかし私は、大学と
いうものは、いまの自分を維持するための場
所ではなく、揺るがない未来の自己を模索
し、獲得するための場所だと思っています。
私がたくさんの方々のご支援あって目標を
達成させることができたように、早稲田を志
すすべての受験生が、どんな状況にあっても
自分の夢や目標に目を背けることがないよ
う、学内の奨学金制度が益々充実していく
ことを心から願っています。

費で200万円程度が必要なため、経済的な理
由により断念せざるを得なかった優秀な学
生への海外留学支援が可能になりました。

　本学の奨学金制度の充実度は、国内の私
立大、国公立大でトップクラス。こうした学内
奨学金の整備には、校友の支援が大きく寄与

しているのです。
（＊給付奨学金：返済の必要のない奨学金）

　早稲田カードは、本学が校友会と協力し、大手
クレジットカード会社と提携して発行しているク
レジットカード。早稲田カードで買い物をしてい
ただくだけで、カード会社からの還元金が奨学
金となり、在校生への支援となります。これまで
累計11億8,480万6,182円（2009年9月現在）
が、奨学金原資となっています。さらに、図書館の
入館証として利用できるほか、早稲田スポーツへ

のご招待（抽選）、稲門弁護士ほか士業紹介な
ど、大学オリジナルの特典が付与されています。

「早稲田カード」は本学の校友・父母・在学生を
対象に発行しています。

お買い物が奨学金に！
学生の支援につながる『早稲田カード』

4月よりカードデザインがリニューアルされます

資料請求・お問い合わせ先　
早稲田大学総長室校友課
TEL� 03-3203-6284　
E-mail� wcard@list.waseda.jp
URL� http://tomon.waseda.jp/wasedacard/

※上記以外に稲門会や校友の寄付に基づく奨学金も多数あります
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早稲田スピリッツは世代を超えて

ようこそ　心のふるさと、早稲田の杜へ
ホームカミングデー・稲門祭ルポ

Part.3

校友が集い、旧友や母校との絆を確かめる場。
それがホームカミングデーと稲門祭です。昨年10月18日に開かれた、「第44回早稲田大学ホームカミングデー」

「2009年稲門祭」では約1万人の方々が来校し、秋晴れの1日を懐かしい母校で過ごしました。

ホームカミングデー
記念式典・年次稲門会発足式

　本学が主催するホームカミングデー。今回
は1960（昭和35）年卒（卒業50年目）、1965（昭
和40）年卒（卒業45年目）、1975（昭和50）年卒

（卒業35年目）、1985（昭和60）年卒（卒業25
年目）の校友をお招きしました。当日の朝には、
第二次世界大戦で犠牲になった本学校友や
学生、教職員の御霊を慰めると共に平和を祈
念し、平和祈念碑への献花が行われました。
　記念会堂で行われた記念式典（写真下）

では、白井総長が、「皆さんがかけがえのない
青春を過ごされた早稲田大学の伝統は今も
息づいています。早稲田はいつも、皆さんに
とって心の豊かさをもたらす源泉でありたいと
思っています」と、来場者を歓迎しました。

　それを受けて、招待者代表として
挨拶した大前研一氏（1965年理工
学部卒）は、「卒業生がいつでも母校
に戻って来られるよう、サイバースペー
スを充実させて『ホームカミング・エ
ブリデー』を実現していただきたい」
と述べました。
　続いて行われた年次稲門会※発足
式では、校友会代表幹事の福田秋秀
氏（1964年商学部卒）の挨拶の後、

組織委員長の野﨑敬二氏（1973年第一文学
部卒）が年次稲門会の幹事を紹介しました。
　最後に、来場者全員で校歌を斉唱。会場
いっぱいに懐かしい歌声が響きわたりま
した。
※ 卒業年次ごとの同期の同窓会。今回は1975・1985年

卒業の２つの年次稲門会を発足。

　ホームカミングデーでは、ミニ講義や学生ガ
イドによるキャンパスツアー（写真右上）、入試
説明会といったイベントなどが開催されたほ
か、演劇博物館や會津八一記念博物館、中央
図書館などでは早稲田が誇る貴重な文化財
や学術資料が展示されました。

ホームカミングデー参加者コメント

さまざまなイベントを開催

▶▶▶

この日のためだけにアメリカから帰ってきました
（エイブラハムセンさん）。母校はやっぱりいいも
のですね。学生時代の思い出話に花を咲かせた
いと思います。

ホームカミングデーの参加は初めて。キャンパス
にはたびたび足を運びますが、仕事をしているう
ちはホームカミングデーにはなかなか来られませ
んでした。母校でクラスの仲間に会えるのが楽し
みです。改めて早稲田が自分自身にとってどれだ
け大きな存在であるか実感しました。

45年目
松倉崇さん
　1965年商学部卒

久しぶりにわが家に帰って来られたという感激
で一杯です。式典の一番前の席に陣取って、涙を
流しながら校歌を歌うのを楽しみにしています。
50年目といわず、55年目、60年目のホームカミ
ングデーもぜひ開催してほしいですね。

50年目（左から）
杉木正幹さん
高宮仲一郎さん
小川浩史さん
　1960年法学部卒

25年目（左から）
髙橋昌子さん
　1985年第一文学部卒
エイブラハムセン・　　　　
　　　　 佐野聡美さん
　1985年理工学部卒
遠藤由美さん
　1985年第一文学部卒

校友とともに築く早稲田
Special Report
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稲 門祭
「稲門祭奨学金」贈呈式

　稲門祭は、稲門祭実行委員会（校友会公
認団体）が主催する、校友の校友による校友
のための祭典。誰でも参加できるイベントで
す。従来、1都3県の地域稲門会やサークルな
どの有志稲門会の協力によって運営されてき
ましたが、2010年の校友会設立125周年を前
に、今回から年次稲門会も稲門祭の運営に
加わるようになりました。今回は「昭和45年
卒年次稲門会」と「昭和55年卒年次稲門会」
が運営に参画しました。
　校友会の皆さんには、校友会費を原資とす
る奨学金をはじめ、さまざまな母校支援をい
ただいています。今回の稲門祭でも、記念品
売上の半額（収益の全額）が本学に寄付さ
れ、「稲門祭奨学金」として運用されることに
なります。当日に開かれた贈呈式では谷沢健
一実行委員長から白井総長に目録が手渡さ
れました。また、校友アスリートによる握手会

で寄せられた募金も「スポーツ支援金」とし
て贈呈されました。

　今回の稲門祭の注目はスポーツ企画。オー
プニングでは、「すべてのスポーツをメジャー
に」をテーマに、早稲田のスポーツ文化を支
えてきた44の体育各部の校友の皆さんによ
るパレードが行われ（写真左下）、ユニフォー
ムや道着に身を包んだ往年のスター選手が
沿道の声援に応えました。川淵三郎日本サッ
カー協会名誉会長（1961年商学部卒、本学
特命教授）と岡田武史日本代表監督（1980
年政治経済学部卒）が、早稲田でのサッカー
の思い出や、今年開催されるワールドカップ
南アフリカ大会への意気込みを語ったス
ポーツトークショー「世界を驚かす覚悟があ
る」は、ひと際注目を集めました。

稲門祭参加者コメント ▶▶▶

友人と連絡を取り合って参加しました。大隈庭園
を訪れるのは30年ぶりです。大学の外は様変わ
りしましたが、早稲田は変わらぬ姿のままで迎え
てくれました。懐かしさとありがたさを噛みしめて
います。

今年も大隈庭園に出店し、私たちの活動について
多くの方々にご案内をすることができました。卒業
してもつながりがずっと続いていくのが早稲田の
強み。会として女子学生に支給している奨学金や、
毎年キャリアセンターと開催している女子学生向
けキャリア支援イベントを今後も続けていきます。

石井由紀さん
1968年　
第一文学部卒

（稲門女性ネットワーク幹事長）

稲門祭はいろいろな方 と々のご縁をいただく場。
この場所での出会いを大切にしたいですね。今
日は学徒出陣の碑に献花をさせていただくこと
もできました。これからも早稲田の弥

いやさか

栄をお祈り
しています。

伊藤哲子さん
1956年　
第一文学部卒

（江東稲門会）

足立幸彦さん
1976年　
第一文学部卒

次回から卒業後15年目の校友の方もご招待の対象となります。2010年度�第45回ホームカミングデー、2010年稲門祭は2010年10月17日㈰に開催予定です。
両イベントのWebサイトは、2010年8月上旬オープンの予定です。

INFORMATION

体育各部の校友による
華やかなパレード

2009年稲門祭実行委員長から
早稲田の力の結集
　地域稲門会と年次稲門会が融合して運
営した初めての年でしたが、関係各位のご
尽力により盛会裏に終えることができまし
た。景品・広告のご協賛、奨学金記念品販
売におきましても、多方面よりご支援を賜
り、心より感謝申し上げます。早稲田スポー
ツ、栄光のメンバーが揃ったスポーツ企画。
オープニングでは、まさに応援歌「紺碧の
空」そのものの青空のもと、応援部を先頭
に、競技スポーツセンターの協力を得て、体
育各部のOB・OGがパレードしましたが、ご
来場いただいた皆様のアツイ思いに感激
しました。
　校友音楽祭や伝統芸能祭などのエン
ターテイメント、模擬店出店ほか、各企画に
携わったスタッフ一同が、皆母校に協力で
きたことを誇りに思っています。そして、一
流人のまとめ役たる実行委員長の大任を
果たしたことが、私個人にとっても非常によ
い経験でした。
　今回、約１万人もの方にご来場いただい
たことは、まさに早稲田の力の結集と言え
ます。2010年も、早稲田の杜でお会いしま
しょう。

谷沢健一
1970年文学部卒、2000年アジア太平
洋研究科修了。大学院では、国際的視野
からプロ野球球団経営のあり方を研究。
現在、本学客員教授として、体育実技／
硬式野球とスポーツ論を担当。

スポーツトークショー「世界を驚かす覚悟がある」

◀稲門祭奨学金
　贈呈式

「校友音楽祭」
ジャズやクラシックなど本学音楽サークルの校友に
よる多彩な演奏が繰り広げられました。「紺碧の空」
の作曲者、古関裕而氏の生誕100周年を記念した
「古関メドレー」も披露され、来場者からの喝采を浴
びていました。
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A WASEDA Miscellany

This theme：

Connections   

NEWELL, Anthony

Q： Could you start by telling me something about your background? 

A： I was born in the closing years of the British Empire, when Britain’s colonies were gradually becoming independent. However, 

Britain still had many schools abroad and every year the government sent British teachers out to teach in them. My own parents were 

teachers sent to the then-colony of Malta, and that is where I was born. I wasn’t there for long, as my father was soon transferred 

to Singapore (another of Britain’s colonies), which is where I spent my childhood. It was a wonderful place to grow up—although I 

attended a British school, my playmates were the Malay, Chinese, and Indian children of the neighborhood, and even though we 

spoke different languages, we all had fun playing together. I still remember a lot of the Malay phrases I picked up at the time. Later 

on, in my early teenage years, I returned to Britain, but then my father became the principal of a NATO school in the Netherlands. 

I entered the German Section of the school and my education continued in a German-speaking environment. Finally, I completed 

my high school studies at the International School of Milan—another very interesting experience for me, as we spoke English in 

the morning and Italian in the afternoon. So, as you can see, I was lucky enough to grow up in an international and multilingual 

environment. 

Q：What effect did that sort of background have on you?

A：Well, for one thing, although I have a strong sense of being English, I feel at home in many places outside England. I feel 

that I am a citizen of “the world” as well as of Britain. When I arrived in Japan, everything was new to me, but I soon felt very 

much at home (though that has as much to do with the kindness of the people I met as with my background). I would also say 

my upbringing gave me a love of languages. I am fascinated by their different sounds, their different thinking patterns, and the 

different nuances of their words. This is what led me to take a degree in linguistics and later to become an English teacher abroad. 

To a certain extent, we perceive the world around us through the lenses of our language. The words we learn as children help us 

to divide the world up in different ways. Japanese speakers make many distinctions—types of water (yu and mizu) and types of 

wearing (kiru, kaburu, hameru, haku), for instance—that English speakers do not make at all. On the other hand, English speakers 

make distinctions not found in Japanese, such as that between legs and feet (both ashi) and between a book and the book 

(both simply hon). Native English speakers at first wonder how Japanese speakers can communicate without making such basic 

distinctions—sometimes without even stating the subject or object of a sentence. In response to the question “What about that 

book you were thinking of buying?”, a Japanese speaker could simply reply “Katta.” That’s totally impossible in normal English!

Q：Is this the kind of thing you teach in your courses at Waseda?

A：I do teach this kind of thing, but I should add that I am even more interested in teaching about connections. The course I 

enjoy teaching most is a course on comparative linguistics. There are over 6,000 languages in the world, and in the CL course 

we categorize them in terms of family relationships, with a particular focus on the languages of Europe. Despite their superficial 

differences, over 50 European languages belong together in one big family, having developed from an original source spoken many 

thousands of years ago. Even within languages there are endless fascinating connections to be found. In English, for example, the 

words we use for the part of the body we call “muscle” and for the seafood “mussel” are both related to the little animal we call a 

“mouse.” And in Sanskrit, the word dvijah connects teeth, birds, and even brahmin priests. Why? Because dvijah means “twice-

born”: the teeth of children fall out before growing back; birds are born first as eggs, which then hatch; and brahmin priests, who 

are born as human beings, are later reborn in a spiritual sense. The various languages of the world are full of such fascinating and 

unsuspected connections. 

Q：Is there a message in this for the students?

A：I guess the message is that our world is one of unending interest, full of 

connections just waiting to be discovered. We are born with a great sense of 

curiosity—all children have it—and as we progress through life we should be 

careful not to lose it. By asking questions and seeking answers, we grow both 

in mind and in spirit. The academic world these days is split into many different 

fields, but no field exists in isolation from the others—they are all connected, 

and if we continue to inquire into the world around us, we can not only increase 

our store of knowledge but also take pleasure in the making of unexpected 

discoveries and the finding of countless connections.

Professor 
Faculty of  Political Science and Economics

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/

How languages are connected



　　　　　　　　

　早稲田大学エクステンションセンター
（所長：岩井方男政治経済学術院教授）
は、1981年、大学創立100周年を記念し、
大学が持つ知的財産を広く社会に開放
する（＝Extension）ことを目的として発
足しました。当初は、ビジネス、教養など
の分野の約40講座と、小規模でスタート
しましたが、現在では「文学の心」「日
本の歴史と文化」「世界を知る」「芸術
の世界」「人間の探求」「くらしと健康」

「現代社会と科学」「ビジネス・資格」「ス
ポーツ」「外国語」「江戸・東京」などの
分野で年間約1,400以上の講座を開講。

日本の大学のエクステンションセンター
の先駆けであり、日本一の規模を誇って
います。早稲田と八丁堀の2カ所に校舎
があります。
　エクステンションセンターは、これらの
公開講座の総称である「オープンカレッ
ジ」のほか、「海外プログラム」、「トラベル
スタディ」、場所や時間を問わずに学べる

「eラーニング講座」で構成されています。
　また、特筆すべきこととして独自の単
位制度があり、76単位取得すると大隈講
堂で行われる修了式で総長から「オー
プンカレッジ修了証」を授与されます。

2008年度までに1,244名の修了生を輩
出しました。「稲修会」と呼ばれる修了生
の親睦組織もあり、さらに「早稲田大学
推薦校友」になる道も開かれています。

エクステンションセンターの先駆け

エクステンションセンター

大学として国内最大の
講座数を持つ生涯学習機関

学ぶ意欲のある人たちに、
早稲田大学の教育・研究の成果を開放

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。

MISSION!

大学
の

データ分析により、受講生の視点に立った講座を企画
　エクステンションセンターは、所長と
事務長の緊密な連携のもと8名の専任
職員と、株式会社早稲田総研インター
ナショナルへの業務委託によって運営
されています。講座の企画、運営にあ
たって最も重視しているのは、受講生
の希望です。学期毎にアンケートを実
施し、データを細かく分析することに
よって講座を見直し、限られた教室数
を最大限に有効活用するためのプログ

ラムを組んでいます。そのため、講座の
ラインアップそのものが、受講生の関心
が高い事柄の傾向を示しているといっ
ても過言ではありません。（右表：人気
講座ベスト20）
　高橋圭三事務長は、講座の企画につ
いて「職員は各ジャンルのスペシャリスト
ではありません。しかし、データをしっか
り分析すると、受講生のニーズを反映し
た講座ができるのです。ちなみに最近は、

退職後の男性の受講生が増えており、古
典文学、歴史、仏教美術といった内容の
関心が高まっています」と話しています。

エクステンションセンターは、早稲田の知的財産を広く世の中に開放することを目的とした生涯学習機関で、
学ぶ意欲のあるすべての人たちを応援しています。 エクステンションセンター Webサイト：http://www.ex-waseda.jp/
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—担当業務は？
　「日本の歴史と文化」「世界を知る」「現
代社会と科学」のジャンルに属する講座
企画を中心に、eラーニング講座の全体
企画を担当しています。それからパンフ
レット制作も大切な業務です。講義要項
を年3回作っているようなものです。
—講座企画で注力していることは何で
すか？
　10年以上通われている受講生の中に
は、一つのことを体系的に学びたいとい
うニーズがあります。例えば日本の歴史な
ら、全体を概観した後、時代ごとに深く学

ぶ講座を用意すれば、探求の道筋を示す
ことができます。講師の先生たちと相談
しながら、早稲田で学ぶ醍醐味を味わえ
るような企画へと進化させたいですね。
私自身もこの仕事にやりがいを感じてい
ます。
—読者の皆さんへ一言どうぞ。
　これだけの講座数を揃えている大学の
エクステンションセンターは他にありませ
ん。パンフレットを読めば、誰でも、何かし
ら学びたいことがみつかるはずです！

若手職員に聞く

学びたいことが必ず
みつかる講座ラインアップが自慢

　ここ数年の受講生数の推移を分析
すると、継続受講する既会員数は伸び
続けているものの、新規会員数が微減
しており、全体の受講者実数は変化が
ありません。こうした現状を踏まえ、新
規会員数、特に若い世代や通学が難し
い受講生を増やすための取り組みを
行っています。その一つが、インターネッ
トを利用したeラーニング講座の開設。

2009年度に3講座でスタートして手応
えを掴み、2010年度は23講座開設する
予定です（Information参照）。
　また、早大生の資格取得や就職を支
援するための講座を拡充することも検
討しています。学生にとっては、受講料
が比較的安価で、授業の合間や放課後
に通いやすい場所にあるというメリッ
トがあり、大学の組織としてのミッショ

ンを果たすことができます。
　一方、長年通い続けている受講者の
ニーズをさらに満たすため、より一層深
く体系的に学べるような講座を開設す
るなど、プログラム全体の質を向上する
ことも課題です。今後も大学のエクス
テンションセンターとしての強みを発揮
し、ソフト面、ハード面共に満足度の高
い生涯教育機関を目指していきます。

早大生の資格取得もサポート

長尾洋吉さん

● Information

「いつでも、どこでも、何度でも」学べるを
キーワードに、インターネットを利用して気
軽に学べる生涯学習の場を提供していま
す。ご父母の皆様にも「早稲田の学び」を
体験していただく絶好の機会です。当セン
ターホームページで詳細をご確認のうえ、
ぜひお申し込みください。
○申込期間　３月１３日㈯～５月７日㈮
○受講期間　５月１７日㈪から２ヶ月程度
○�申込方法　 当センターホームページより

お申込ください。
○開講予定講座
　・自分と向き合う心理学
　・早稲田大学建学の理念
　・ ビジネス思考力を高めるトレーニング

方法を学ぶ
　・大学経営の経済分析
　・エジプト考古学入門
　・日常の論理で読み解く、哲学者の名言
　・ギリシア神話
　・仏像鑑賞のための日本史
   他

学ぶ時間と場所を広げる
eラーニング

■ 人気講座ベスト20
順位 ジャンル 講座名・講師名
1 現代社会「09政局裏表—権力闘争の実相を､剥ぐ—」野上 忠興
2 文学 「平家物語を読む」大津 雄一
3 芸術 「仏像鑑賞のための日本史Ⅰ—仏教美術を育んだ時代の要請—」森下 和貴子
4 世界 「世界史上の日清､日露戦争」近藤 申一
5 歴史 「足利尊氏の足跡をたどる」高橋 典幸

6
文学 「万葉集全講」内藤 明
世界 「世界の基層文化とことば—日本･アジア・ケルトの基層文化への旅—」池田 雅之他

8
文学 「古事記に見る古代日本」菅野 雅雄
歴史 「『信長公記』を読む」堀 新

10 資格 「社会保険労務士受験対策講座」秋保 雅男、新井 美和

11
人間 「自分と向き合う心理学」加藤 諦三
芸術 「仏教の「こころ」と「かたち」—文殊菩薩—【午前クラス】」吉村 誠、村松 哲文

13 歴史 「昭和の歴史—政治･思想･社会･文化—」佐藤 能丸
14 人間 「仏典を読む—法華経の世界—午前クラス】」吉村 誠
15 歴史 「日本の近代史—東京専門学校誕生の時代を読む～『明治14年の政変』～」大日方 純夫

16

芸術 「仏像の鑑賞Ⅱ」小林 裕子
人間 「人物と事件から読み解く日本の宗教史—南北朝時代から江戸時代—」正木 晃
世界 「アジア太平洋戦争への道—柳条湖からパールハーバーへ—」小林 英夫

現代社会「宇宙を知る—最新宇宙観測と宇宙誕生理論および地球と人類の未来—」大木 健一郎
総合 「クラシック音楽を生涯の友に」中野 雄
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留学時代の差別が
すべての始まりだった
——「難民を助ける会」設立の経緯についてお聞かせください。
　1970年代後半、インドシナ3国であるベトナム、ラオス、カンボ
ジアから「ボート・ピープル」と呼ばれる難民が数多く流出。し
かし、受け入れに対して消極的だった日本は「難民に冷たい日
本人」と世界から非難を浴びました。そのような声に対して、「憲
政の父」と呼ばれた政治家、尾崎行雄の三女である故・相馬雪
香は「本来、日本人には『困った時はお互いさま』と見ず知らず
の人にも手を差し伸べる善意の伝統がある」と心を痛め、1979
年、「インドシナ難民を助ける会」を設立しました。相馬は活動目
的として、難民支援活動はもちろん、活動を通して日本人の心を
世界に開いていくことも一つとして挙げています。その後、1984

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

特定非営利活動法人　
難民を助ける会　理事長

長 有紀枝さん

［プロフィール］

おさ・ゆきえ
1963年、東京都に生まれ、茨城県で育つ。早稲田大学政治経済学部
政治学科卒業。同大学院政治学研究科修士課程修了。外資系企業に
勤務しつつ、1990年より「難民を助ける会」にてボランティアを開始、
1991年より専従職員となる。旧ユーゴ駐在代表、常務理事・事務局
次長を経て、専務理事・事務局長（2000 〜 2003年）。この間、紛争
下の緊急人道支援や、地雷対策、地雷禁止国際キャンペーン（ICBL）
の地雷廃絶活動に携わる。2007年東京大学大学院総合文化研究科
「人間の安全保障」プログラム博士課程修了（博士）。2008年7月より
難民を助ける会理事長。2009年4月より立教大学大学院教授。著書
に『スレブレニツァ　あるジェノサイドをめぐる考察』（東信堂）。
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年にアフリカにも活動を広げ、「インドシナ」を取った「難民を
助ける会」という現在の名称となりました。

——具体的にどのような活動をしているのでしょうか。
　活動は5本の柱によって成り立っています。災害や紛争時の

「緊急支援」、地雷被害者などへの「障害者自立支援」、地雷や
不発弾の被害にあわないための教育などの「地雷・不発弾対
策」、HIVやマラリアに対する「感染症対策」、イベント開催や
訪問学習の受け入れなどの「啓発」です。
　当会は、特定の思想、宗教に偏ることなく不偏不党を旨とし
て活動しており、政府や国連などの公的資金だけでなく、個
人、団体の方々からの寄付やチャリティイベントの収益が活動
資金の中心となっているのが大きな特徴でもあります。

——長さんは、なぜ国際支援の活動を行うようになったの
でしょうか。
　大学２年生から３年生にかけて、交換留学生としてアメリカ
に滞在したことがきっかけです。留学先は、白人学生が9割以
上を占める大学で、黒人学生やアジアの留学生に対する差別
もあり、嫌な思いを沢山しました。「なんてアメリカはひどい国
なんだ」と憤って帰国しましたが、戻って再びショックを受けま
した。日本にもアメリカと同様に、在日外国人やアイヌ民族など
への差別があることに気付いたからです。こうした経験がきっ
かけで、民族問題に関心が湧き、大学院で先住民について研
究した後、難民問題も広い意味での民族問題と考え、偶然紹
介された難民を助ける会で働くようになりました。

——このお仕事を長く続けていらっしゃる理由は何でしょうか。
　私は「人を助けたい」と思って活動をしているわけではあり
ません。「同じ時代に生まれた同じ人間なのに、どうして、こん
なにも差があるのだろう」という素朴な疑問が原点にあるから
です。そのギャップを埋めるために活動をしているのだと思い
ます。
　難民支援に加えて、地雷対策や地雷禁止国際キャンペーン
の地雷廃絶活動に力を入れてきたのも、そのギャップを確実
に埋められることが理由です。私たちの仕事は、時に砂漠に
水をまくような仕事で、すぐに効果が出るわけではありません。
でも地雷は、一つでも除去できれば、誰かが被害にあわなくて
済みます。誰かの手足、誰かの命が確実に助かる。こんなに確
実な支援はないと思い、90年代半ばに地雷対策を開始しまし
た。現在も難民を助ける会の中心的な活動の一つです。

やりがいよりもむしろ
後ろめたいことの方が多い
——「活動を続けていて良かった」と感じるのはどんな時で

しょうか。
　もちろんやりがいを感じる瞬間はたくさんありますが、むし
ろ後ろめたい思いにかられることの方が多いです。自分自身
は活動を通じて、思いを同じくしている人々に出会い、素晴ら
しい経験ができます。しかし、現実は「できたこと」よりも「で
きなかったこと」の方が圧倒的に多いのです。今から15年前、
ボスニア紛争時、スレブレニツァという町でジェノサイド（特定
の人種や民族に対する集団殺害）が起こった時、私は事件現
場近くの地域で仕事をしていました。でもその時、私は何もで
きませんでした。現在、NGOの実務家と、大学教員という二足
のわらじをはいていますが、ジェノサイドで亡くなった人々の
研究を続けなければ、スレブレニツァのような事件は忘れ去ら
れてしまう─。その思いから、これからも研究とNGOの実務を
両立していきたいと考えています。

身近でできる国際協力は
いくらでもある
——国際協力の仕事を志望している学生たちへのアドバイ
スはありますか。
　まずは、学生の時から英語の勉強をきちんとしておくこと。
これは絶対に必要なことです。あとは、自分自身の経験から
ですが、一度社会人になっておくことをお勧めします。国際協
力でも他の仕事と同様で、人として、社会人としての基本的な
ルールが守れないと、良好な対人関係が築けません。
　また、志望していた仕事に就けなかったとしても、諦めない
でください。海外で活動することだけが国際協力ではありま
せん。普通に日本で働いて税金を納めること、稼いだお金で
寄付をすること、国際協力に関心を持ち続けることも大切な国
際協力です。社会貢献に力を入れている企業を志望するのも
一つの方法です。そうしたことをしていない会社だったら、自
分から上司に提案するのも良いでしょう。身近にできる国際協
力はいくらでもあります。

——最後に、学生を育てる大学および父母の方々にメッ
セージをお願いします。
　「無関心は、長期的には、弾丸と同じように人を殺す」という
言葉があります。無関心の原因の一つは想像力の欠如ともい
われます。海外の事件をニュースで見て「もし自分の家族や恋
人がその場にいたら……」と考えられる想像力を持つことが、
行動の第一歩だと思います。その力は読書はもちろんですが、
海外でいろいろな経験をすることで身につくはずです。大学に
は、学生がそうした経験ができるような機会を提供していた
だきたいですし、父母の皆さんも、お子さんが「海外に行きた
い」と言ったときには、安全には十分注意した上で、ぜひお子さ
んの背中を押してあげてほしいと思います。
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文学学術院

小田島恒志教授

プロフィール
おだしま・こうし
1984年早稲田大学第一文学部
英文学専攻卒業。1991年同大学
院博士課程単位取得満期退学、
ロンドン大学修士。中央大学専任
講師、助教授を経て、96年早稲田
大学文学部専任講師、97年助教
授、2003年同文学学術院教授。
D.H.ロレンスの小説・戯曲、戯曲
翻訳の実際、現代英米演劇などを
研究、翻訳・舞台翻訳など多数。父
は英文学者で、坪内逍遥に続いて
シェイクスピアの全戯曲を翻訳し
たことでも知られる小田島雄志。

の父は、シェイクスピア作品をはじ
めとした英文学の研究者です。一

方で、高校の頃の私は、根っからの理系少
年で、英語の成績も10段階評価で5でし
た。そこで「父にはできないことをやろう」
と真空管でラジオを作ったり無線をやった
り、いろいろ模索しました。無意識のうちに
反発していたのかもしれません。しかし、父
への反発は、次第に憧れへと変わっていき
ました。父の友人である著名な作家や、アウ
トローな文学青年が家に遊びに来たり酒
場に集まったりして、いつも楽しそうに文学
論を戦わせているのを見て、「文学の研究
者になれば、こんな面白い仲間ができるの
か」と思うようになったのです。そこで、私
は本学の第一文学部に入学。いつしか父
と同じ道を歩み始めていました。
　私の研究対象は、主にD.H.ロレンスの
作品です。日本では戦後に『チャタレイ夫
人の恋人』の翻訳本が「芸術か、猥褻か」
で論争になったことでよく知られています。
ユーモアに溢れたシェイクスピアと違い、
D.H.ロレンスの作風は硬派で真面目。その
点は私にとって最後の抵抗だったのかもし
れません。D.H.ロレンスは小説家として知
られていますが、私は今、彼が若い頃に書
いた10本程の戯曲に焦点を当てて研究し
ています。彼の感性は、実は戯曲の執筆に
よって磨かれた部分が大きいと思うからで
す。それを多くの人に知ってもらうことが、
演劇の現場に出入りしている私の使命だ
と考えています。
　ゼミのテーマは、異文化受容における
様 な々ずれとそれを埋める工夫について。
私はD.H.ロレンスの研究とともに、日本で上
演されるさまざまな外国戯曲の翻訳を手掛
けています。異文化で書かれた脚本を日本
語にそのまま訳しても、日本人の観客には
伝わりません。そこで、なぜ伝わらないのか、
伝わらないならどんな伝え方があるのかを
学生たちに考えてもらい、その楽しさを教え
ています。ゼミでは演劇に限定せず様 な々
文化表象について考察しますが、私が直接
体験から語れるのは演劇現場のことになり
ます。例えば、南アフリカの作家A.フガード
の『ハロー・アンド・グッドバイ』を訳したとき

のこと。登場人物は、貧しい白人家庭に生ま
れた主人公の男性と姉。主人公は父親を尊
敬し、父親が口にするキリスト教の教えに
従い、神を崇拝していた。その父親が死に、
母もとうに亡くなり、ひとりぼっちになったと
ころに、15年前に家を出た姉が帰ってくる。
姉はもともと父親に反発して家を出て行っ
たのです。二人の会話の中で、姉は父親を
否定し、同時にキリストや神を批判する。し
かし、宗教観が根付いていない日本におい
て、そうした状況や含意を台詞だけで観客
に伝えるのは難しい。そこで、私の翻訳を読
んだ演出家の栗山民也さんは、家の中に細
くて今にも倒れそうな柱と傾いた梁をつくっ
て十字架に見立てました。ディべートの場
面で、姉に言い負かされそうになった弟が柱

（＝十字架）にしがみつくなど、二人の立場
が一目で分かる工夫ができるようになった
のです。ちなみに、この舞台美術を実際に
効果的に作ってくれたのは、『少年Ｈ』でも
お馴染みの妹尾河童さんです。
　しかし近年、そういった「伝える工夫」を
省略し、作品のコンセプトだけ抽出して日
本人用に書き換えた「上演台本」が演劇界
で増えています。その興行意義まで否定は
しませんが、日本でその手法が主流になっ
てしまったら、翻訳家として寂しい限り。作
品の会話を活かし、その面白さをいかに伝
えるかを工夫しなければ、真の作品の良さ
は伝わらないと思うからです。
　私は、これまで通りD.H.ロレンスの研究
を進めると同時に、演劇の現場で実践的
な活動を続けていきます。学生たちにも

「授業さえ出ておけば一安心」と考えるの
ではなく、自分の興味のあることに能動的
に挑戦し、自ら実践することまで意識して
もらいたいです。

私

▼

�イギリスで買い求めたロンドン地下鉄路
線図のタオルとマグカップ
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�写真（上）：�訳書もあるMr.ビーンのポス
ターの前で
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Events
3 march

Books

今号のオススメ

■  『日露戦争と新聞―「世界の中の日本」をどう論じたか』
     片山慶隆（政治経済学術院）著　講談社　2009年11月刊

■  『Großes japanisch-deutsches Wörterbuch（Wadokudaijiten） 第1巻』
    シュレヒト・ヴォルフガング・エーバハード（理工学術院）ほか 編　
　 IUDICIUM出版社　2009年11月刊

■『トップスポーツビジネスの最前線2009―ドリーム・ジョブへの道』
　  平田竹男・中村好男（以上、スポーツ科学学術院）編著　講談社　2009年11月刊

■『愚行の世界史―トロイアからベトナムまで』（上）（下）
    大社淑子（名誉教授）訳　中央公論新社　2009年12月刊

■ 『21世紀の知識人―フランス、東アジア、そして世界』
　 立花英裕（法学学術院）編　藤原書店　2009年12月刊

■ 『かいじゅうたちのいるところ』
    小田島恒志（文学学術院）訳　河出書房新社　2009年12月刊

■  『ジェンダー視点から戦後史を読む』
     大日方純夫（文学学術院）編著　大月書店　2009年12月刊

■『「逐条解説」子どもの権利条約』
    喜多明人（文学学術院）編　日本評論社　2009年12月刊

■  『コミュニケーションの社会学』
    長谷正人（文学学術院）編　有斐閣　2009年12月刊

■『マーシイ』
　 大社淑子（名誉教授）訳　早川書房　2010年1月刊

■ 『マラソン100回の知恵―サブフォーをめざす市民ランナーへ』
　 原章二（政治経済学術院）著　平凡社　2010年1月刊

■『美女と機械 ― 健康と美の大衆文化史』    
　 原克（教育・総合科学学術院）著　河出書房新社　2010年1月刊

■『シャネルの戦略―究極のラグジュアリーブランドに見る技術経営』
　  長沢伸也（商学学術院）編著　東洋経済新報社　 2010年1月刊

■『Excelソルバー多変量解析―ポジショニング編』
　  長沢伸也（商学学術院）監修　日科技連出版社　2010年1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

『ラフカディオ・ハーンの日本』
池田雅之（社会科学総合学術院）著　角川学芸出版
2009年12月刊

作家ハーン（小泉八雲）はかつて本学の文学部教授であった。
本書は100年後の同僚（？）教授によって書かれた人間ハー
ン・再評価の書。21世紀のワセダマン必読のメッセージが満
載。今年は生誕160年。ハーンの言葉に耳を傾けてみよう。

『企業法学の歳月』
奥島孝康（法学学術院）著　早稲田大学出版部
2010年1月刊

本学前総長で、この3月に定年退職を迎える筆者が、専門誌等
に執筆してきた法律小篇やエッセイを、1月の最終講義に参集
した教え子たちへの記念としてまとめたもの。その多くが、筆
者が大学行政に関わり極めて多忙であった1980-90年代に
書かれたものであり、専門の商法に関する原稿から法律とその周辺の雑感まで多
岐にわたっている。

『それでも強い　ルイ・ヴィトンの秘密』
長沢伸也（商学学術院）著　講談社
2009年12月刊

創業以来156年間一度もセールをしたことのないブランド
「ルイ・ヴィトン」ばかりがなぜ売れるのか？　高級ブランドの
代名詞「ルイ・ヴィトン」の圧倒的成功には理由がある。他に
ないブランド価値を創出するナンバーワン・ブランドの卓越し
たビジネス戦略を『ルイ・ヴィトンの法則－最強のブランド戦略－』の長沢教授が
解き明かす。同教授の最新刊『シャネルの戦略－究極のラグジュアリーブランドに
見る技術経営－』も併せて読むことをお勧めしたい。

本学で2010年4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。

「書の美」展

会場  早稲田キャンパス２号館
　　會津八一記念博物館１階富岡重憲コレクション展示室
日程  2010年３月１日㈪～４月24日㈯　
 2009年度最後の展覧会は「書の美」と題し、当コレクションから手鑑「文彩」、古
写経手鑑「ちり蓮」、勝家文書などの折本をはじめ、古筆切、書簡、墨蹟を展示する。
問   會津八一記念博物館　TEL：03-5286-3835
  http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html

会場  ①２階 企画展示室Ⅰ　②１階・六世中村歌右衛門記念特別展示室　
　　③３階 現代演劇コーナー
日程  ①3月1日㈪～ 4月28日㈬　②3月25日㈭～ 4月25日㈰　
　　③Part1. 3月1日㈪～ 8月2日㈪、Part2. 6月1日㈫～ 8月2日㈪　
　　※いずれも月～日曜10：00 ～ 17：00（火・金曜日～ 19：00）
　　　休館日、要問い合わせ
① ロシア・アヴァンギャルド演劇の旗手、メイエルホリドの実験は現代演劇に何を

もたらしたのか？ その革新性を多数の写真やポスターなどから振り返ります。
② 2010年4月の興行を最後に、新築工事のため休館となる歌舞伎座。それをう

け、本年の六世中村歌右衛門展は、“歌舞伎座と歌右衛門”をテーマに収蔵品
をご紹介します。

③ 21世紀の演劇界をリードしつづける戯曲家・演出家である松田正隆の輝かし
い業績とその作品の魅力をたっぷりと展示いたします。

問   坪内博士記念演劇博物館　TEL：03-5286-1829　
 　　　　　　　　 ｈttp://www.waseda.jp/enpaku/

演劇博物館　企画展
①メイエルホリドの演劇と生涯 ―没後 70 年・復権 55 年―　
②六世中村歌右衛門展　―歌舞伎座との歩み―  
③現代演劇シリーズ第 35 弾　松田正隆展（仮題）

会場 早稲田キャンパス2号館1階企画展示室
日程 3月25日㈭～ 4月17日㈯
立会演説会でのその衝撃的な死から半世紀を迎える、政治家浅沼稲次郎

（1898 ～ 1960年。1923年政経卒）の企画展示を開催します。
問   大学史資料センター　 TEL：03-5286-1814　FAX：03-5286-1815
 archives@list.waseda.jp

浅沼稲次郎とその時代

お悔やみ
　本誌に「山岸駿介が時流を読む“Trend Eye”」を連載中の教育ジャー
ナリスト・山岸駿介氏が、去る1月10日急逝されました。氏には、朝日新聞
編集委員（教育担当）等を務められたご経験を生かし、本誌1996年7・8月
号より長年にわたって同コーナーをご執筆いただきました（連載開始時の
コーナー名「Trend Eye－視点－」）。
　本学に対するご貢献に感謝するとともに、心よりご冥福をお祈り申し上
げます。

会場 総合学術情報センター 2階展示室、3階市島記念室
日程 3月5日㈮～ 4月21日㈬　日曜・祝日閉室
　　展示室＝10：00 ～18：00　記念室＝10：00 ～17：00（土曜日～14：00）
　　※記念室は会議等で利用する場合、閉室いたします。
早稲田大学図書館となってからの初代図書館長であり、早稲田草創期の恩人で
ある市島春城の生誕150年を記念して開催する展覧会です。会期初日（3月5日）
午後1時より、総合学術情報センター 2階ホール（中央図書館入口前）に新たに
設置される「春城市島謙吉像」の除幕式が挙行されます。
問   早稲田大学図書館　TEL：03-3203-5581
   http://www.wul.waseda.ac.jp/index-j.html

生誕150年記念　市島春城展



『CAMPUS NOW』は WASEDA ON LINE でもご覧になれます。

小誌へのご意見、ご感想をお待ちしています。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
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田

再 発 見

文学学術院のある戸山キャンパスには、かつて181という大教室がありました。

その外観から「国連ビル」とも呼ばれる33号館高層棟１階のピロティに接し、

今の第二研究棟（39号館）方面に向かって建てられていました。

この大教室の側面と、高層棟に直交する33号館中層棟とのあいだのスペースが

小さな庭となっており、その突き当りにこのタイルレリーフは設置されていました。

（その後、現在の場所に移設されました。）

1962年文学部校舎竣工時の建築雑誌をひもとくと、「中庭の独立壁」と記されています。

作者は鳥取出身の彫刻家、辻晉堂（1910 ～1981）。

文学部校舎は、本学名誉博士で日本の代表的建築家、村野藤吾（1918年理工卒）の設計ですが、

村野は辻の才能を高く評価し、代表作の横浜市庁舎の内部壁面装飾にも起用しています。

戸山キャンパスには他にも、辻のレリーフ数点をはじめ、

著名作家の手になるモザイク画やガラス窓などの作品が配されています。

抽象との思わぬ遭遇。

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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