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多岐にわたる分野の功績が讃えられ

本学の教員が各種栄誉を受賞
文部科学大臣表彰 受賞

紫綬褒章 受章

理工学 術院の大 石進一

「界面電気化学の確立に

教授が「精度保証付き数値

よる高密度記録用小型磁気

計 算学の確 立のための研

ヘッドの開発」の発明改良

究」で、平成22年度科学 技

功績が讃えられ、理工学術

術分野の文部科学大臣表

院逢坂哲彌教授が、
紫綬褒

彰を受賞しました。

章を受章しました。

同賞は、科学技術に関す
理 工学 術 院

大石進一 教 授

る研究開発、理解増進など
において顕著な成果を収め
た者について、その功績を

長年、電気化学をベース
理 工学 術 院

逢坂哲彌 教 授

一部が 磁気ヘッドとして実
用化に結びついた成果が評

讃えることにより、科学技術に携わる者の意欲の向上を

価されたものです。逢坂教授は「大学の教育・研究にかか

図り、国の科学技術水準の向上に寄与することを目的と

わるものが、
このような成果を認められたのは大変光栄で

したものです。

す。多くの研究室卒業生諸君と共同研究してきた仲間との

大石教授はこれまでも丹羽記念賞、大川出版賞、船井

成果が実った結果と感じ、
感謝しています」と述べました。

情報科学振興賞、電気通信普及財団テレコムシステム技

受賞対象の磁気ヘッドの開発はすでにいくつかの企業

術賞をはじめ、学会賞など多数の賞を受賞しています。

第23回三島由紀夫賞 受賞

で利用実用化されています。

第21回 伊藤整文学賞（評論部門） 受賞

文学学 術院の東浩紀教

文学学 術院の宮沢章夫

授が、
長編小説「クォンタム・

教 授 が、
「時間のかかる読

ファミリーズ」で第23回三島

書 横光利一『機械』を巡る

由 紀 夫 賞 を 受 賞し、
6月25

素晴らしきぐずぐず」で伊

日、
東京のホテルオークラで

藤整文学賞（評論部門）を

贈呈式が行われました。

受賞しました。同賞は、小樽
市出身である伊藤 整 の没

同賞は、
新潮文芸振興会
文学学術院

東浩紀 教 授

が主催し、
1年間に発表され
た小説、評論、詩歌、戯曲の
中から、文学の前途を拓く

新鋭の作品に贈られるものです。
東教授の専門は現代思想、
表象文化論、
情報社会論。
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に研究を続け、
その内容の

文学学術院

宮沢章夫 教 授

後20年を契 機に創設され
た文学賞で、小説・評論・詩
などが対象。これまでに大

江健三郎氏や柄谷行人氏、本学国際学術院の加藤典洋
教授などが受賞しています。宮沢教授は劇作家、演出家、

文化構想学部他でウェブ文学論や小説表現などの授業を

小説家として活躍しており、92年には岸田國士戯曲賞を

担当しています。これまで批評家としての活動が中心でし

受賞。文化構想学部などでサブカルチャー論をはじめと

たが今回は長編小説での受賞となりました。
「驚くとともに

する授業を行っています。

たいへん光栄なことだと思っております。これからも評論

宮沢教授は、
「実作者ですので評論部門での受賞には

とともに小説を書き続けていきたい」と述べており、
今後さ

たいへん驚きました。賞に後押しされ、さらにいい仕事を

らなる活躍が期待されます。

しなければと思います」と今後の意欲を述べました。

U 大学全般

P 受賞

R 研究・教育

A 学内活動

U 国際系3大学と連携協定締結
グローバル時代の教育充実を目指して

UNIVERSITY

本 学 は、
4月16日、国 際 教 養 大 学

ディベロップメント（FD）
・スタッフディ

（AIU）
・国際基督教大学（ICU）
・立命

ベロップメント（SD）の共同運用などを

館アジア太平洋大学（APU）の3大学

行っていく予定です。

と連携協定を締結しました。これまでも

同日、
4大学の総長・学長に識者が加

各大学は国際的人材の育成を目指して

わり、
「日本の大学教育は世界に通用す

先導的な取り組みを実践してきました

るか〜グローバル社会で活躍する人材

が、
今回の協定により、
教育環境の整備

の育成を目指して〜」と題したシンポジ

や教育の質の向上に協力して取り組ん

ウムを実施。今後の大学教育のあり方

でいきます。今後、
学生の交流、共同教

や大学が果たすべき役割などについて

育の実施、
キャリア支援やファカルティ

活発な議論が交わされました。

左から、
スノードン本学国際教養学部長、
白井総長、
是永APU学長、
中嶋AIU学長、
鈴木ICU学長

U「清華大学デー」開催

永年にわたる学術交流の成果を広く社会に発信

挨拶する白井総長

UNIVERSITY

5月13日、大 隈 小講 堂にて清 華大学

大学が実施してきた人材交流・人材育

デーを開催しました。オープニングセレモ

成の実績を公開することを通して、
日中の

ニーの後、
清華大学（北京市）の劉江永

大学における協働のあり方の一例を示し

国際問題研究所副所長による「東アジ

ました。

ア共同体への道」と題した特別講演会、

今後も両大学の教育・研究力の向上

清華大学の著名研究者を交えた合同

を目的に、
12名の学生を受け入れてい

ワークショップや研究分科会などの学術

る交流プログラムに加え、
学生の共同育

交流を実施。各イベントとも参加者が熱

成、
理系分野での先端技術の共同開発、

い議論を交わし、
引き続きの交流を確認

産学連携事業など、
幅広い領域での、
新

しました。今回の開催により、
これまで両

規事業に取り組んでいく予定です。

こ へいりん

顧秉林清華大学校長（本学名誉博士）と

R 理工学術院の教員・学生が宇宙に挑む

RESEARCH
&
EDUCATION

宇宙航空研究開発機構（JAXA）のプロジェクトに選定

鳥居祥二理工学術院教授提案のミッ

るロボットアームによって設置されます。

ションが、
国際宇宙ステーション実験 棟

一方、
宮下朋之教授・山川宏教授両研

「きぼう」での第2期船外実験に選定され

究室の学生たちが主体となって設計・開

ました。同ミッション「高エネルギー電子、

一 辺 約10cm、重さ
約1kgの「WASEDASAT2」
（JAXA提供）

発した小型衛星「WASEDA-SAT2」が、

ガンマ線観測装置」は、
宇宙線中の高エ

JAXAによる相乗り衛星公募4機のひと

ネルギー電子線・ガンマ線等の観測によ

つに選ばれ、
5月21日、
金星探査機「あか

り宇宙電子の起源、
暗黒物質の探索や宇

つき」
とともに種子島宇宙センターから打

宙線の加速・伝播機構の解明、
宇宙線強

ち上げられました。現時点では宇宙空間

度の変動をモニターするものです。
打ち上

での実験は成功に至っていませんが、
構

げは2013年度を想定。装置はJAXAが

体・熱制御・電源・通信・データ処理等々

開発した宇宙ステーション補給機HTVで

に全力を尽くしてきた学生たちには次に

「きぼう」
に運ばれ、
宇宙飛行士の操作す

つながる大きな経験となることでしょう。

鳥居教授がミッションリーダーを務める
観測装置CALET概要図
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R チリ津波調査隊が調査結果を報告

RESEARCH
&
EDUCATION

4時間以上続いた津波

（行方不明者を含め約4万名の犠牲者）

民が高台に避難したこと、地震の規模

は、
2月27日に発生したチリ地震津波の

に比べ、地震と合わせても死者が350

が大きく、
住民にとって具体的に津波の

災害調査のため、
柴山知也教授を隊長

名と少なかった要因が判明。
1960年チ

来襲を感じることができたことなどが理

とする「チリ津波調査隊」
を4月2日〜 11

リ地震、
2004年インド洋津波を契機とし

由として挙げられました。

日の日程で派遣し、
チリ第2の都市で震

て津波教育が行き渡っており、
多くの住

理工学術院の海岸環境・防災研究室

源地に近いコンセプシオンをはじめとす
る沿岸域の津波被災の実態を調査しま
した。
その結果、
沿岸部に閉じ込められた
（トラップされた）津波が4時間以上に
わたって何度も襲ってきたことがわかり
ました。また、
2004年のインド洋津波の
際にスリランカ南部に押し寄せた津波

調査隊記者会見で報告する柴山教授（右）

現地の様子

R 次世代電気エネルギー社会が目指すもの

RESEARCH
&
EDUCATION

スマートグリッド最前線

早稲田大学など電気・エネルギー関

決を目的に実証事業を実施します。

係28法人（プロジェクトリーダー：国立

今後、
参加事業者の大学・企業・電力

大学法人東京大学）は、
経済産業省資

会社が共同で、
大規模電源から家庭ま

源エネルギー庁が公募する「平成22年

で発電・送電・配電システム一体となっ

度次世代送配電系統最適制御技術実

た全体制御・協調による高信頼度・高品

証事業（以下、
実証事業）
」の参加事業

質の低炭素電力供給システムの実証を

者として採択を受けました。
2010年度か

実施。さらにこのシステムは、
政府が掲

理工学研究所のシンポジウムでは
最先端の研究を披露

ら2012年度までの３年間で、電力系統

げる2020年度までに太陽光発電2,800

昇・余剰電力発生などを解決するため

への再生可能エネルギー大量導入と系

万kWの導入目標の達成に向けて必要

の技術確立や機器開発などに系統側・

統安定化を両立するための諸課題の解

不可欠となるものです。配電線電圧上

需要側両面で取り組みます。

R 低消費電力の次世代ハイビジョン用ビデオ復号LSIを開発

RESEARCH
&
EDUCATION

高品質な家庭用ビデオカメラなどに期待

理工学術院（情報生産システム研究

が極めて大きいために、
1/10 〜 1/20程

の小さなLSIを開発できたことで、
高品

科）の後藤敏研究室は、
上海交通大学

度の圧縮処理を行い、
転送後、
伸張処理

質な家庭用ビデオカメラなどのマーケッ

のペイリン・リュ研究室と共同で、
世界に

でデータを復元することが行われます。

ト開拓が期待できます。

先駆けて次世代フルハイビジョン（4096

ハイビジョン用ビデオは家庭用ビデオレ

×2160対応）向けのH.264復号LSIを低

コーダにおいて広く使われてきており、

消費電力で実現することに成功し、
6月

圧縮方式としてMPEG2と呼ばれる世

18日に米国で開催されたVLSIシンポジ

界標準規格が使われてきましたが、圧

ウムで成果発表しました。

縮度約2倍に向上させたH.264規格が

ビデオは、
そのままのデータはサイズ
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登場。極めて低消費電電力で回路規模

開発したチップ
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A 学内活動

A カンヌ国際映画祭に学生作品が正式招待
映画『The Tiger Factory』

ACTIVITY

国際情報通信研究科・安藤紘平研究

なお、
2009年に発表された楊さんの

室で学ぶマレーシア人留学生、
エドモン

監督作品『Kingyo』
も第66回ヴェネチア

ド・楊さんが企画・脚本などを手掛けた、

国際映画祭短篇コンペティション部門で

安藤研究室とマレーシア・グリーンライト

入選しており、
次回作が待ち望まれます。

ヨウ

企画・脚本を手掛けた
エドモンド・楊さん

ピクチャーズとの合作映画『The Tiger
Factory』が、
フランス・カンヌで開かれた
2010年カンヌ国際映画祭の監督週間部
門に正式招待されました。
同映画は安藤教授の指導のもと、
楊
さんが企画から脚本、
キャスティング、
撮
影、
編集、
ポストプロダクションを担当し、
マレーシアの友人の映画監督ウー・ミン
ジン氏が監督として指揮をとりました。

主人公は日本へ行くことを夢みる19歳の少女

A イベントを通して日米同盟の今後を考える
日米安保条約改定から50周年

ACTIVITY

日米安保条約改定から50周年を迎

海外の大学などとも協調し、諸問題に

築の課題と沖縄基地の役割―」を松尾

える今年、早稲田大学でもさまざまな

関して可能な限り追究していく」と挨

文夫元共同通信論説委員を講師に開

安保関連イベントが開催されました。

拶しました。基調講演ではマイケル・ア

催。日米同盟の実像と今後の課題を、

5月28日には、本 学 が 京 都大 学、慶

マコスト元駐日大使が「安保問題では

現在の東アジア情勢全体の中で正確

應義塾大学、東京大学、立命館大学と

二番手の課題である基地問題で日米

に把握する機会となりました。

共同でワシントンD.C.に設立した米国

の信頼関係を侵食してしまった」など

NPO法人の日米研究インスティテュー

と指摘。パネルディスカッションでも、

部が「60年安 保、50周年を迎えて」と

ト（USJI）が、記念シンポジウム「安保

アジアの安全保障に関わる日米同盟の

題した記念講演会を開催。同時期に開

50周年と日米関係」を大隈講堂で開催

重要性と沖縄の基地問題、北朝鮮問題

催された報道写真展（写真右）には約

し、基調講演・パネルディスカッション

などについて約900名の聴衆を前に白

1,300名が来場しました。

を行いました（写真左）。冒頭で、USJI

熱した議論を展開しました。

理事長でもある白井総長は「地球全体
の抱える大きな問題を考えていくため、

さらに続く6月15日には国際教養学

それぞれのイベントはさまざまなメ

6月4日にはアジア太平洋研究科主催

ディアに取り上げられ、
問題の重要性に

で講演会「日米同盟と東アジア―再構

ついて広く周知することとなりました。

アマコスト氏、
米外交問題評議会のシーラ・スミス氏、
植木千可子本学国際学術院
教授ら含む8名のパネリストによるパネルディスカッション

写真家濱谷浩氏の作品をはじめ、
多くの写真が展示されました
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A 「早稲田学生文化・芸術祭開催」
早稲田の学生サークルが彩る11日間

ACTIVITY

6月9日〜 19日の11日間、
「早稲田学生
文化・芸術祭2010」を開催しました。
同イベントは本年度が初めて。大隈
講堂を発信の中心地として、学生団体

写真展などを実施。各イベントに来場
された方々は、
さまざまな多様性を持つ
早大生から成り立つ早稲田のサークル
文化を思う存分体感していました。

が日ごろ個別に行っている文化普及活

エンディングイベントには一般の方も

動、正課活動、課外活動の成果を発信

含めて約500名が訪れ、盛況のうちに

することを目的としています。

幕を閉じました。

期間中は、
音楽コンサート、
弁論、
チア
リーディング、生花イベント、映画上映、

エンディングイベントのフィナーレ

A 歴史的事件、よみがえる名人芸から現代アートまで

大学史資料センター、會津八一記念博物館、坪内博士記念演劇博物館で各種企画展

ACTIVITY

『没後50年―浅沼稲次郎とその時代』
（3月25日〜 4月22日）
大学史資料センター
日比谷公会堂で演説中に右翼少年

『尾崎文彦の元気 無垢の眼II』
（5月6日〜 5月29日）
會津博物館
障害を抱えながら創作を続けている

『川崎九淵 五十回忌記念展 よみがえる
名人の芸〜愛蔵の鼓胴を中心に〜』
（5月22日〜 8月2日）
演劇博物館

に暗殺されるという衝撃的な死を遂げ

アーティスト・尾崎文彦氏の作品を展示

演劇博物館では、
明治・大正・昭和に

た政治家浅沼稲次郎（校友）の生涯を、

しました。
33点のうち24点が、
犬や猫など

わたり、
抜群の技と芸に対する厳しい姿

彼自身が生きた時代とともに紹介しまし

の動物を描いた作品。シンプルな絵と鮮

勢で、
多くのファンを魅了した能楽大鼓

た。日米安保条約改定問題で日本中が

やかな色で描かれた動物たちは、
見るも

の名手、
川崎九淵の記念展が開かれま

揺れた1960年に起きた浅沼刺殺事件

のをほのぼのとした気分にさせつつ、
強

した。昨年、
演劇博物館に寄贈された九

は、
戦後政治の流れに大きな影響を与

烈な存在感を放っていました。

淵愛蔵の大鼓胴や、
さまざまなゆかりの

えたとも言われています。企画展では、
穴

品々を展示し、
往年の名人の芸をしのび

の開いたスーツや血がにじんだシャツと

ました。

いった生々しい遺品や、
演説原稿など約
100点の資料が展示されました。

事件の瞬間を捉えた写真（ピューリッツァ賞受賞）のパネルも展示
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尾崎文彦 無垢の眼II

川崎九淵愛蔵 大鼓皮

U 大学全般

P 受賞

R 研究・教育

A 学内活動

A シェイクスピア・カンパニー「破無礼〜奥州幕末のハムレット」
早稲田大学校友会設立125周年記念イベント

ACTIVITY

「すっか、すねだが、なじょすっぺ…。

破無礼（はむれ）の葛藤と狂気を、古典

出演した「早稲田 狂言の夕べ」も行わ

（To be or not to be, that is the

的な仙台の言葉で激しく、そして悲し

れました。

question.）」

く語る、シェイクスピア・カンパニーの
代表作です。上演前には主宰の下館和

シェイクスピア・カンパニーは、東北

巳氏による特別講演があり、日本にお

地方の言葉と歴史を生かしたシェイク

けるシェイクスピア翻訳のパイオニアと

スピアの翻案手法で有名な、仙台の人

なった坪内逍遥についてのお話をいた

気劇団です。

だき、いっそう深みのある公演となりま

6月19日、同劇団の「破無礼〜奥州幕

した。
今回のイベントは、本学 卒業生の集

末のハムレット」が大隈講堂にて上演
されました。

まりである早稲田大学校友会が本年

同作品は、歴史の転換点にあった幕

設立125周年を迎えることを記念した

末の奥州を舞台に、仙台藩主の嫡男・

もので、4月には校友の野村万作氏らが

U エジプト日本科学技術大学の開設・運営に貢献
エジプト政府の要請に応えて

UNIVERSITY

日本の政府や大学の支援を受けて、

事大学3校のひとつとなっています。

最先端の科学技術を教えるエジプト日

橋本周司理工学術院教授が国内支

本科学技術大学（E-JUST）がアレクサ

援委員会の委員長を務め、
7つある専攻

ンドリア近郊に開校し、
6月3日、本学の

のうちメカトロ・ロボティクス専攻を理工

太田正孝常任理事なども出席して開校

学術院の山川宏教授が、
コンピュータ・

式が催されました。

情報工学専攻を上田和紀教授が、
また

E-JUSTは、
本学はじめ九州大学、
京

同校のキャンパスデザイン分野では中川

都大学、
東京工業大学など12大学がエ

武理工学術院教授がその中心を担っ

ジプト側と協同でカリキュラムを作成し

ています。白井総長も昨年5月に同地を

教員を派 遣するなど、全面的に運営を

訪問し、
同国スタッフとの意見交換や植

支援するもので、
早稲田大学は総括幹

樹を行いました。本学は、
日本の新しい

国際展開の形でもある同事業に、
今後
も尽力していく予定です。

ハイリ学長代行からE-JUSTの記念品を
贈呈される白井総長（2009年5月）

■ 第16代総長に鎌田薫法学学術院教授
早稲田大学では、
6月15日、
現白井克彦総

職 員793名、学 外 者193名、計2,379名 ）に

長の任期満了（2010年11月4日）に伴う総長

よる投票の結果、鎌田教授が1,028票、小

決定選挙を実施し、
鎌田薫法学学術院教

山教授が844票を獲得しました。投票総数

授（写真）を選出しました。任期は、
2010年

（1,922票）の過半数（962票以上）の得票

11月5日から2014年11月4日までとなります。

者である鎌田教授が当選者となり、
総長選

今回の総長決定選挙の候補者は、
鎌田

挙管理委員会による意向確認に対し、
鎌田

教授と小山慶太社会科学総合学 術院教

教授が総長に就任することを受諾したもの

授の2名。選挙人（専任教員1,393名、専任

です。
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think ecology at waseda
環境問題への関心が世界的に高まる一方、
早稲田大学では1979年から長きにわたって
環境教育・研究に取り組んできました。
教育・研究を担う大学として、
環境問題の解決にどのように寄与できるのか。
大学内での環境への取り組みと、
環境教育・研究の一部を紹介します。

PART

1

常

トップマネジメントが 語る早 稲田のエコ

目の前のエコに取り組

早 稲田大学の環 境 施 策を統括する田内常 任理事に、

に時代の先頭を走ってきた
早稲田のエコ

― 早稲田大学における環境活動の経緯についてお聞かせくだ
さい。
早稲田大学の環境活動を振り返ると、最も大きな転換点となった
のは1979年の環境保全センターの設立です。国内の大学としては初
めての環境問題に関する組織でした。環境保全センターは「教育・
研究活動等に伴い発生する環境汚染の防止と環境負荷を低減し、
学生・教職員および周辺住民の生活環境の保全をはかる」ことを目
的に学内で発生する実験系廃棄物の無害化を徹底しました。世間
では公害問題に対する行政の対応不足が指摘される中、地域への
配慮を盛り込んだ内容はとても先進的だったと思います。
組織の設立という観点からお話ししましたが、実はそれ以前にも
本学では環境への取り組みが行われていました。代表的なものを
挙げると、1890年代の足尾鉱毒事件にまで遡ります。この問題解決
に早稲田大学関係者が大きな役割を果たしました。また1960年に
三陸地方でフェーン現象による大規模な火災が発生した際は、商学
部の故小田泰市教授が学生を引き連れて岩手県田野畑村で植林の
復興に立ち上がりました。以来「思惟の森の会」という学生サーク
ルが、毎年、植林・育林活動を行っています。本学には社会的な関心
が高まるはるか前から環境問題に取り組む先達が存在し、その伝
統は今でも息づいているのです。
環境保全センター設立以後の主な動きとしては、1996年に財政
改革推進本部を設置したことが挙げられます。経費削減の視点
から省エネやごみの削減への取り組みをスタートさせましたが、
環境活動としても大きな成果を残しました。その後は1998年にエ
コ・キャンパス推進本部を立ち上げ、環境マネジメントシステムEMS
（Environment Management System）を導入。さらに2000年には
西早稲田キャンパス（現早稲田キャンパス）でISO14001の認証取得
と、
環境問題に対する取り組みをますます加速させていきました。
こ
の時点で大学によるISO取得はわずか4校。早稲田大学はいつの時
代も先頭に立って環境問題に取り組んできたと言うことができるの

早 稲 田大学常 任理事

田内秀昭
PROFILE

たうち ひであき

早稲田大学社会科学部卒業。早稲田大学に就職後、システム科学研
究所事務長、教務部教育研究助成課長、人事部人事課長、アジア太
平洋研究センター事務長、大学院アジア太平洋研究科事務長（兼務）
、
学生部事務部長、総務部長等を歴任し、06 年より常任理事に就任。
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ではないでしょうか。
環境活動の本格化に伴い、学内には環境問題に関するさまざま
な組織や附属機関が生まれました。特に2003年に設置された環境
安全管理課は、さまざまな組織・機関と連携して環境活動を行う部
署であり、環境や安全に関する情報の一元管理や諸施策の一貫性
を確保する役割を担っています。

みながら、未来の環境を担う「地球市民」
を輩出していく

、現在の取り組みや今後の展望について語っていただきました。

大

学が果たすべき使命を追求し、
最適なマネジメントシステムを構築

Wa s e d a E c o Fu t u r e

―現在展開する環境活動の中で重視しているのはどのようなこと

法遵守

ですか。

環境リスクの
低減

早 稲田大学の環境保全 活動

地域環境への
貢献

環境教育
および
研究の推進

社会的責任の
達成

ISO14001の導入により環境負荷の削減やEMS運用ノウハウの
習得など、一定の効果を上げることができました。しかしさらなる
パフォーマンスの向上と「大学でしかできないこと」を追求した結
果、2006年からは独自に作り上げたWEMS（Waseda University

確保する一方で、大学での学術的な活動や学生との協力体制の構
築、地域との共存共栄といった活動を実践し、次なるステップへ進
む上で最適なシステムを目指したものです。WEMSの導入により、
大学全体で組織的・体系的な環境マネジメントが可能となり、現在
積極的に運用されています。大学内の問題解決はもちろん、早稲田
大学が社会で果たすべき役割までも考慮に入れた環境活動指針

（Waseda University Environmental Management System）

学生の
ボランティア
活動支援
近隣住民・
自治体との
協同

アカデミックな
活動の展開

組織的な
環境保全活動

なのです。

学外者評価による客観性の確保

WEMSは外部評 価を継続するなどISO14001と同様に客観性を

環境報告書による説明責任達成

Environmental Management System）を導入しています。この

早 稲 田大学環境マネジメントシステム
“WEMS”

―WEMSでは具体的にどのようなことを実施されていますか。
まず、省エネ・CO₂削減については、エレベーターの照明や自動販
売機の省力化などを行っています。無理を強いるのではなく、教育

ら学生が集う早稲田大学が社会に与える影響の大きさを改めて実

研究活動の質の維持・向上ならびに大学キャンパスの安全を確保し

感した出来事です。

ながら小さな努力を全員で実践することが重要です。私もオフィス
の照明やパソコンの電源にはかなり気をつけています。早稲田大学
には学生や教職員など6万人を超える人々が在籍しています。これ
だけの人数がいれば、一人ひとりが自分にできることを行うだけで

地

域とともに歩み続ける
大学でありたい

大きな効果が生まれるのです。背伸びをすることなく、まずはできる
ことから始めることが大切だと思います。

―今後の課題や新たに取り組むべきことはありますか。

教育面については、全学部共通のオープン科目として環境に関す

地域の皆さんとのつながりをさらに強めていきたいですね。地球

るテーマスタディが選べるほか、ボランティア科目としても環境につ

にやさしい行動を取ると「馬力」という紙幣がもらえる「アトム通

いて学ぶことが可能です。また実験を行う理工系の学生に関して

貨」は早稲田・高田馬場一帯の商店街で流通する地域通貨ですが、

は注意点を学べる安全e-learningを整備するなど、学生が環境問

今年から北海道をはじめとして全国9つの都道県でも展開されるこ

題に触れる機会はかなり多いのではないでしょうか。環境活動にお

とが決定しました。地域の皆さんと生み出した環境活動が、全国へ

いて大学が果たすべき最も重要な役割は人材の輩出。今後も次の

と広がりを見せているわけです。これは素晴らしいことだと思いま

時代を担う学生たちの環境に対する意識が高まるような働きかけ

す。早稲田大学は創立から128年間、地域の皆さんとともに発展し

を強化していきたいと思います。先日、本学に留学した学生が故郷

てきた大学です。キャンパスの周りは高齢者の方が多い地域ですか

のモンゴルへ帰国し、遊牧民のために太陽光発電の普及に取り組

ら、環境施策はもちろん、大規模災害時の協力体制についてもさら

んでいるというテレビニュースを目にしました。100に近い国・地域か

に一歩踏み込んだものにしていきたいと思っています。
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環境活動の底力「エコ・キャ
早 稲田大学の「エコ・キャンパス」の取り組みについて、
「 キャンパス内の取り組み」と「学生の活動」の2 つの 視 点で紹介

キャンパス内の取り組み

環境保全センターの取り組み

環境活動の土台を支え、
エコ・フューチャーへと導く組織
環境 保全センター

黒田一幸

所長
理工学術 院 教授

常に時代の先駆者であり続ける
環境保全センター

て参加しており、
賛助会員も60社を数えるまで発展を遂げています。

求められるのは、最先進大学としての
ビジョンと行動

日本では1971年に環境庁が設立され、
徐々に廃液管理・処理のシス
テム整備が進みました。その後、
大学にも下水道法の規制が適用され、
1970年代半ばから国立大学で実験系廃液処理施設の建設が始まる

環境保全センターの仕事は、
そのすべてが早稲田大学の環境活動

ようになります。
この流れを受け、
早稲田大学でも1979年に環境保全セ

につながっています。分析や調査がなければ実験を行うこともできず、

ンターが設立されました。

環境保全活動の効果を測ることもできません。私たちの活動はまさに

このような時代に単なる「廃液処理施設」でなく、
その後の幅広い

大学の環境活動に直結しているのです。またWaseda Eco Futureの

活動を見据えて「環境保全センター」という名称をつけた点、
また教育

事務局として環境目標や実施計画の策定、
さらに内部監査員を務める

的視点を考慮し、
主管箇所を総務部ではなく教務部にした点も非常に

など、
学内における環境情報の集約・発信を担う組織としても大きな役

先進的だったと言えるでしょう。

割を果たしています。

環境保全センターの主な業務は、
実験系廃棄物の適正管理、
環境

今後は事故を未然に防ぐことを目的とした安全講習プログラムの内

保全のための環境分析および排水の監視、
化学物質管理システムの

容の充実や国際化に対応したセンター運営が課題となるでしょう。研

有効活用、
環境保全・安全説明会やe-learningプログラムによる利用

究・教育、
キャンパス整備、
安全・安心など環境に関連したすべての面

者への環境保全意識の徹底や安全な研究活動の周知、
環境保全・安

で、
私たちには最先進大学であり続けるためのビジョンと行動が求め

全にかかわる教育研究支援など多岐にわたります。

られているといっても過言ではありません。教育・研究支援、
分析業務、

また1985年には全国の私立大学の廃棄物問題、
環境関連の情報交

学内実験系廃棄物対応業務のみならず、
安全・安心のキャンパス創造

換などを行う「私立大学環境保全協議会」を発足させ、
その指導的役

に向けて、
先導的な役割を果たしていくことが私たちの使命だと考え

割と事務局運営業務も担ってきました。
現在では150大学が正会員とし

ています。

回収した廃棄物は委託業者によって
処理されます
環境保全センターがある西早稲田キャンパス55号館
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実験を行う学生へ説明会を
行っています
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します。
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自販機省エネプロジェクト
早稲田大学には、多くの自販機が設置され、
24時間電力を使用し
ています。そこで総務部総務課を中心に理工学術院の永田勝也教
授と小野田弘士准教授の協力のもと、自販機省エネプロジェクトが

早稲田大学オリジナルの消灯中シール

始まりました。小野田准教授が開発した自販機の最適配置運用評価

省エネ設定による効果測定 （消費電 力量

ツールを使用し、早稲田と西早稲田の両キャンパス内の自販機の電

kWh/週）

※2 段階の省エネ設定により、合計 15% の削減に成功
運用状態に合わせた省エネ設定
（2009 年 1 月）

消灯の実施
（2009 年 6 月）

1,600

1,200
1,515

1,500

4.0% 削減

1,400

1,300

夜間の消灯を実施した結果、電力量を5 〜 10%削減。さらに省エネ
11.2% 削減

1,100
1,045

依頼後

900

消灯も実施しています。その他、自販機の設
置容量・台数の適正化も図っています。これ
量が大幅に削減されました。

消灯前

自販機の最適配置運用評価ツールを
開発した小野田弘士准教授

消灯後
消費電力量

3

化を図るため、自販機の周囲温度や日射量の影響を検証し、昼間の

らの取り組みにより、
自販機全体の消費電力

1,000

依頼前

た。この無駄を削減するため、大学内のさまざまな自販機業者に対
し、
売上を減らさずに電力削減する方法を提案しました。まず初めに

1,177

1,453

力量を測定し、
設置場所を検討。その結果、
多くの無駄が分かりまし

kWh/ 週

新築校舎の環境性能
早稲田大学の建物、特に新築校舎には環境への配慮が施されて

います。また、既存の建物でも、照明の間引き点灯や、太陽光パネル
の設置、蛍光灯をLED電灯にするなど、さまざまな環境への取り組
みが行われています。

グリーン・
コンピューティング・
システム
研究開発センター
IT技術研究を中心としたイノベー
ション拠 点として2011年 春に竣
工予定の建物です。太陽光発電設
備、共用部のLED照明、自然換気
システム、雨水のトイレ洗浄水利
用、窓面の環境ブラインドパネル
をはじめとした各種の工夫が施さ
れる予定です。

早稲田キャンパス新11号館
2009年3月に竣工した早稲田キャンパス新11号館は、
環境性能に優れた建物です。アト
リウム最上部にはトップライトを配置し、
共用部の自然採光を促しています。
1階からの吹
き抜け空間を利用して自然通風を促し、
教室の余剰空調をうまく利用することで省エネ
化を図っています。他にも照明制御などを行い、
CO₂の年間排出量を削減しています。

自然と調和するキャンパス（屋上緑化・壁面緑化）
早稲田大学では、さまざまな自然環境保護活動を実施し、特に建物の屋上緑化・壁面緑化に積極的に
取り組んでいます。早稲田キャンパスの8号館、大隈ガーデンハウス、所沢キャンパスの101号館などの建
物の屋上を緑化することで、ヒートアイランド化の抑制、
CO₂排出量削減に貢献。他にも、今ある緑を別の
場所に移し、
建物ができた時に元に戻すといった取り組みなども行っています。
大隈講堂前のヒマラヤスギは新宿区による「みどりの新宿30選」に指定され、
緑豊かな所沢キャンパス
では、
1987年に自然環境調査室を設置し、
自然環境保全のために活動しています。

所沢キャンパス101号館の屋上緑化
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学生の取り組み

早稲田祭で、ごみを出さない工夫・分別を徹底

毎年多くのごみが発生する早稲田祭。昨年は、
合計約16tのごみ
が発生しました。もっとも多いごみは木材（26%）で、
続いて段ボール
（22%）
、
燃えるごみ（14%）となっています。対策として、
ごみを細かく分
別･回収して、
積極的にリサイクルする活動をしています。昨年より9分
別した結果、
リサイクル率80%以上という高い水準に到達しました。分

「来場者にもわかりやすい
ように工夫しました」
①燃えるごみ ②燃えないごみ ③カン
④ビン ⑤ペットボトル（キャップとラ
ベルも分別）⑥きれいな紙 ⑦ 生ごみ
⑧割り箸 ⑨エコ容器の9つに分別。

別は苦労しましたが、
やりがい・達成感は本当に大きいものでした。
また、
例年早稲田祭は、
来場者や参加団体の環境保全に対する理
解や実践活動を促進する良い機会です。このような理由から、
積極的
にごみを出さない工夫を行っています。その一つが、
エコレシピ。飲食

「ごみの分別を
チェック中」

物販売企画の食べ物の包装を簡易化して、
出るごみの量を減らすよ

参加団体の方が持ってきたごみがき
ちんと分別されているか、一つひとつ
チェックします。

う、
参加団体の方々に簡易包装を呼び掛けています。


早稲田祭2010運営スタッフ 森 菜月（商学部2年）

2

平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）の取り組み
将来にわたって社会貢献活動の先頭に立てる人材の育成を目

を往還しながら学びを深めます。そして、学生が体験だけで終え

指して、
WAVOCは設立されました。具体的には、体験的学習と社

るのではなく、ボランティア活動を通して感じたり学んだことをふ

会貢献活動をキーワードに「オープン科目」と「ボランティアプロ

りかえり、言語化して社会へ発信することにWAVOCでは力をい

ジェクト」を提供し、開設から8年間で10万人を超える学生らが参

れています。

加してきました。
学生は、オープン科目において学術的な知識を獲得し、ボラン

ボランティアセンター

「環境意識の啓発を目的に
早稲田打ち水大作戦を実施」
WAVOCでは大学 生への環 境 意 識の啓発を
目的に、アトム通貨の活動の一つとして「早稲
田打ち水大作戦」を毎年夏に実施しています。
地域加盟店へのマイバック持参や地産地消メ
ニューの注文など、
社会・環境にやさしい活動に
参加した際に、
地域通貨であるアトム通貨をも
らえます。他にも、
キャンドルナイトなどのイベン
トを通じて学生のエコ意識を育てています。

「ごみレンジャーと一緒に
ごみ拾い」
WAVOCのプロジェクト活動の一つに、
ボルネオ
の移民集落でのゴミ問題への取り組みがありま
す。海上に作られたこの集落には行政サービス
が行き届かず、
付近の海岸にゴミが集積していま
す。そこに学生扮する「ゴミレンジャー」が登場！
子供たちを集め、
皆で一緒にゴミ拾いをします。
自分たちできれいな環境をつくることの大切さ
を伝え、
環境保全活動を啓発しています。

学生による環境活動運営体制
エコフォーラス代表

富原麗美 さん（教育学部 5 年）

早稲田大学では、
3つの学生団体が学内で役割を分担し協力し合い、環境活動の効率化を推
進しています。企画によって社会に環境活動を広める「環境ロドリゲス」
（学生NPO団体）
、
シン
クタンクとして学術的な面から環境活動を広める「WELC」
（早稲田環境コンソーシアム：環境
総合研究センターが行っているプロジェクトの一組織）
、
ネットワークづくりと情報発信をするこ
とによって環境活動の合理化を図る「ecoforus」の3団体が協力し合うことによって、
専門性を持
ちつつ、
活動の相乗効果をもたらしています。今後は大学で環境に関わるすべてのネットワークを
つなぐ「学内連絡会」構想を段階的に進め、
大学が一丸となり環境先進大学をめざした体制を構
築していきます。
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事務 長

外川 隆

ティアプロジェクトに主体的に取り組むことを通して、教室と現場

「地球環境グローバルサ
ミット（Global Summit
for Ecology）
」での発表
の様子
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環 境 を 考 え る

think ecology at waseda

全学共通副専攻（テーマスタディ）による環境教育
環 境への関心が 高まる反面、環 境に関する学問はますます複 雑 化、多様 化しています。
早 稲田大学では全学 共通 副専 攻（テーマスタディ）の一つとして、
「 戦略的環 境研究」というテーマを設 置。
① 環 境に関する学問体 系を包括的に学習する場を提 供し
② 環 境をとらえる広い 視 座を獲得するための場を提 供しています。
各 授業では、さまざまな専門 分 野を持った教員が 研究の道 筋を伝え、
学生は自分の専門や興味にあわせた授業の選 択が 可能です。
Par t . 3では、このテーマスタディの講義で 教鞭をとる6人の先 生に授業内容についてお話を伺いました。

講座1

環境問題と
持続可能な
社会

本質を見抜く目を持ち、環境問題の実態を知る
環境問題の解決は「持続可能社会の構築」に
あると言えるでしょう。

社会科学的に環境問題を見るとき、
貧富の差、
南北問題、
ジェンダー、
宗教・因習文化の違いなど

この授業では3人の教員が、
政治学、
経済学、
行政

の要因が必ずついてきます。同時に自然科学的に

学の3つの社会科学的視点で環境を俯瞰し、
環境リ

見ると、
人口増加などの要因により地球の資源は

テラシーとしての基礎教養について講義します。例

枯渇しており、
このままでは地球を維持することが

えば政治学の視点では、
持続可能性の理念が世界

できません。社会科学的視点と自然科学的視点を

に定着するまでの歴史的な経過をたどり、
気候変動

もとに全体を俯瞰し、
さまざまな差別をなくした公

問題（地球温暖化問題）をひも解きます。また、
アジ

平な社会を作ることが大切です。

ア諸国が直面している開発と環境保全の間での葛
藤を学び、
人類社会のサステイナビリティの確保に向
けた取り組みと現実的な課題を俯瞰します。
理工学術 院

吉田徳 久 教授

持続可能な
社会の構築

低炭素社会の
形成

持続可能な
社会の構築

私は環境施策（行政学）の分野を担当していま
す。例えば水俣病が、
どのような原因で半世紀にも
わたる不幸につながったのかなど、
環境政策の実
態を教えることで、
本質を見抜く目を養います。

持続可能社会
への3つの
政策課題

循環型社会の
形成

自然共生社会の
形成

講座2

やさしい
『環 境 と
エ ネ ル ギ ー』

文理のサイエンスコミュニケーションのために
いまや「環境」は、世紀の関心事。学生時代、

ケーションをとることを目的としています。科学の

かつて公害問題が騒がれたころ、私も公害を無く

基礎とともに、地球の歴史、産業の歴史、科学の

さなくてはと考え、公害防止に貢献できる化学工

歴史などを踏まえ、
「環境とは何か？」「環境の何

学を専攻しました。大学院では、化学工学の研究

が問題となるのか？」から始まり、石油、原子力、エ

室に入れなかったため、
有機合成化学（医薬や電

ネルギーの変換、炭素の循環、化学物質、地球環

子材料などに使われる機能材料を作る化学）の

境、環境経営、レギュラトリーサイエンス（科学に

研究を始めました。現代において、化学は私たち

基づく規制）について学んでいきます。

の暮らしになくてはならない学問です。化学を活

ただ知識を増やすのではなく、受講生の一人ひ

用して、
豊かな社会を築くために、
「グリーンケミス

とりが社会の中でサイエンスの知識を活かして何

トリー」といわれる考え方で、今まで以上に環境

か判断ができるようになることを期待しています。

に負荷を与えないものづくりを実践することが大
切です。
さて、表題の授業はオープン教育センターの
テーマスタディ「環境戦略」と「知財コミュニケー
ション」を学ぶ学生を対象とし、環境にかかわる
サイエンスを容易に理解し、文理の間でコミュニ

理工学術 院

清水功雄 教授
2008年度オープン科目「実践サイエンスコ
ミュニケーション」の授業（軽井沢セミナーハ
ウス）
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講座3

環境関連
施設
見学演習
（思索篇・実践編）

環境問題に特化した社会状 況を体験し討論する
この授業では、
受講生自身が班ごとに、
環境関連

鉱物中の微小な物体や微量の水などを用いて、
鉱

の施設を選定・交渉して見学し、
その結果や成果を

物や鉱床の生成や変化にかかわる地球科学的環

発表して問題点を全体で討論します。対象は原子

境を解明しようとしています。その途上で、
さまざま

力発電所や風力発電所、
地方公共団体の廃棄物

に関連してくる、
環境汚染や資源確保の観点から、

処理施設、
食品・電機・自動車工場などで、
環境保

このような演習を担当するに至りました。

全への取り組みなどに照準を合わせています。教
室での討論のほか、
合宿なども実施しています。
受講生にとって環境問題に特化した社会状況の
把握は驚きの連続であり、
毎回極めて大きい教育
効果を得ています。開講時刻は夜間であり、
別途に
見学会に出かけたり、
不定期に相談・連絡をするな
ど不利な制約条件が多い中、
受講生は極めて熱心
教育・総合 科学学術 院

円城寺 守 教授

で、
積極的・主体的です。もともとこのような条件を
押してまで集う問題意識の高い学生だからでしょ
うか。授業の形態はともかく、
このような前向きの集
団と楽しい時を分かち合っています。
開講以来、
受講生の所属は多くの学部や他の大
学にまでわたり、
この傾向は今も変わりません。当
初は1年生を主体に募集していましたが、
最近では
高学年の者が多く受講するようになりました。環境
問題を意識し始める時期が、
近年、
微妙にずれてき
ているようです。
私の研究は地球科学や資源科学が専門です。

講座4

さまざまな手法で情報を集め現代の環境問題の全体像をつかむ
「現代環境論」では、これまでの環境問題の歴

で、汚染者負担の原則をはじめ、未然防止と予防

史を概観したうえで、大気や水、土壌、廃棄物、気

的方策との対比や、規制的手法と経済的手法との

候変動など具体的な問題を扱っています。できる

関係などを扱っています。

だけ最近の状況をまとめつつ、環境問題の全体

「環境倫理」では、地球の有限性、世代間の公

像や個々の問題に共通する課題が捉えられるよ

平性、生物の権利、環境問題と社会的公正などの

う努めています。

内容について紹介した後、具体的なテーマを設

「環境政策と計画」では、主として政策面に焦

定しKJ法（データをまとめるための手法）やディ

点を置き、実施主体や政策段階の原則とともに、

ベートを通じて学生が自ら考える機会を持つよう

個別の実施手法などについてまとめます。その中

にしています。

現代
環境論

また、研究室の取り組みのうち、化学物質によ
るリスクコミュニケーションに関する研究では、有
害性に関する情報が不足していたり不確実であ
る場合に、企業や市民、行政など、さまざまな立場
から関係する人々の間のコミュニケーションを通
じたリスク管理手法の開発を目指しています。そ
のため、埼玉県や東京都を中心に具体的な地域
を設定し、実際に会合を開催することで、議論を
深めるために必要となる情報や議論の進め方な
化学物質のリスクコミュニケーションをテーマに
埼玉県川越市で開催した会合の様子
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どを検討しています。

理工学術 院

村山武彦 教授

Special Report
講座5

環 境 を 考 え る

環境
民俗学

think ecology at waseda

昔からの言い伝え、慣習の中にある環境への工夫を研究する
「民 俗学」という学問分 野があります。柳田国
男や折口信夫という民俗学者の名前を出せば、
イ

と注意書きをしても無視されますが、
写真のような
鳥居を置かれると躊躇しますね。

メージできる人がいるかもしれません。民俗学は

授業を受けている学生たちは身近なことなの

庶民が伝承してきた言い伝えや慣習を研究する

で、
とても関心をもって授業を聞いてくれますし、
自

学問です。そのうちの環境に特化して研究するの

分の地方ではこうであったという経験談を語って

が「環境民俗学」です。

くれます。自分の見聞きや経験が学問になる分野

水を例としてあげます。淡水は地球規模でその

なのです。

不足と汚染が問題になっています。けれども江戸
時代で見ると、
都会の大坂では町の中を流れてい
る川の水を飲むことが可能でした。現在でも地方
にいくと、
川の水や湧き水を飲んでいる人たちが少
人間科学学術 院

なからずいます。彼らはどんな工夫をして汚染や水

鳥越皓之 教授

の減少を防いでいたのでしょうか。例えば、
湧き水
があり、
そこに「水神」が祀られていると、
なんとな
く水の無駄使いや、
そこを汚すのがはばかられま
すね。同じ神様の例でいうと、
最近は山にゴミを捨
てる人が少なくありません。そこにゴミを捨てるな

ミニ鳥居の効果でごみがなくなりました

講座6

環境情報
科学

地球気候と生物の織りなす美しい自律システム
春学期開講科目である「環境情報科学」は、
い

と言われる気象予報士の資格試験と重複します

わゆる地球環境問題に焦点を当てたさまざまな研

が、
毎年何人かの学生が受験して見事合格してい

究から、
気候、
エネルギー、
食料、
生物圏の話題を

ます。中には「お天気お姉さん」になった学生もい

中心に提供しています。

ます。このような資格に関わらず、
地球環境につい

秋学期の「地球環境システム論」では、
春学期

て正しい科学的理解をしたいという皆さんには、

の各内容の基盤には「熱収支」と「物質循環」が

ぜひこれらの科目群を履修してほしいと考えてい

あることを理解してもらい、
地球気候と生物の織り

ます。

なす自律的なシステムの美しさを講義します。した

ところで、
私の研究室では現在、
東京近郊のヒー

がって、
この2科目は地球環境に関するトピックスと

トアイランド現象の観測やアジアの水田環境モデ

基礎という分け方ができますが、
どちらから履修

ル、
マラリアを媒介するハマダラカの生息域分布モ

しても差し支えありません。

デルの開発を集中的に取り組んでいます。一見関

秋学期の講義で扱う内容の半分は一般に難関

係なさそうなこれらの共通点も「熱収支」です。

「学問領域統合型アプローチ」で人類の課題に挑む
環境総合研究センター

人間科学学術 院

太田俊二 准教授

NEDOから補助金を受け、
交通安全環境
研究所、
昭和飛行機工業と共同で実施し
た、
先進電動コミュニティバス（WEB3）

同センターは、
2002年、
持続的発展が可能な循環型社会の実現に向けて、
環境問題に対応した先導的な研
究開発を目的として本庄キャンパスに設立されました。萌芽研究から実用化までの一貫した対応を目指し、本
学大学院環境・エネルギー研究科や財団法人本庄国際リサーチパーク研究推進機構をはじめとする学内外の
機関と連携。民（生活市民）
・産（企業市民）
・学（学界市民）
、さらには海外（海外市民）が一体となった「4つ
の市民の共創」による問題解決に取り組んでいます。
また、
CO₂削減目標ひとつとっても立場の違いが現れやすい環境問題ですが、
「大学の中立性」を堅持することで社会からの信頼に応えうる研究
教育を推進。実社会での「現場・現物・現実主義」を徹底し、
「社会のための技術」の確立を目指します。
現在、
｢グリーン水素モデル社会システム｣ ｢先進コミュニティ交通システム｣ ｢政治的意思決定とジャーナリズムによるサステナビリティの確保｣
など各種分野や関係主体との協働による18の研究クラスター、および ｢環境対応型農業｣ ｢人間の安全性・快適性の観点による生活環境評価シ
ステム｣ ｢環境教育プログラムの開発｣など、
焦点を絞ったテーマを対象とする11の研究プロジェクトを展開中です。
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MISSION!

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。

早稲田ポータルオフィス

教育支援の充実と学事的サービスの総合機関

大学生活への付加価値を提供し、
学生サービスの
満足度向上を目指す

AV授業支援

14.0％
研究室訪問

0.5％

早稲田ポータルオフィスは、
全学部・大学院の学生、
教職員を対象に、
IT利用支援や
教室のAV機器利用サポート、
履修相談窓口、
落し物管理など多岐にわたるサービスを提供しています。
早稲田ポータルオフィス Webサイト：http://www.waseda.jp/wpo/

早稲田ポータルオフィス設立の背景
早稲田ポータルオフィスは、
学事に関

必要がありましたが、カリキュラムの複

スを統合し、学生サービスに特化した

するワンストップサービスの提供を実現

雑化や学生の手続き手段の多様化に

機関「学事センター」の構想が立てら

し、学生・教職員の満足度向上を目指

より、業務の進行が難しくなってきまし

れました。当初は、
全学共通のサービス

す機関として設立されました。

た。また、
教育のオープン化によって、
学

として、
PCの利用相談を中心に行って

その背景として、
1991年に大学設置

生が手続きを行う窓口が増え、学生が

いたITセンター、
そしてオープン教育セ

基準が改正されカリキュラムが自由化

ひとつの手続きを行うにあたり、窓口

ンターやメディアネットワークセンター

したことがあります。カリキュラム変更

をたらい回しにされてしまう現状があ

の全学的な科目相談窓口業務を統合

の度に各学部でシステムを対応させる

りました。そこで各学部共通のサービ

する形で始まりました。標準的な業務
を引き受けることで、各学部・大学院
の職員が本来の業務に注力できる環
境整備を目指し、
2006年3月に同オフィ
スが開設され、当時Webを介したサー
ビス提供ツールとして認知されていた
「Waseda-net ポータル」にちなみ、早
稲田ポータルオフィスと名付けられまし
た。一方で、
クレームが多かった窓口対
応そのものについても改善の検討をし
ていきました。

質の高いサービスを提供するために
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同オフィスの特徴として、
第1に「ここ

データ化することで、
組織として誰が対

第3に、多くの学生スタッフも働いてい

に来れば何でも分かる」を目指した総

応しても同じサービスを提供できるよう

る同オフィスでは、業務をマニュアル化

合窓口を設 置し、履修 相談や場所案

にしています。また、データを分析する

し共有することで、
すべてのスタッフが

内、落し物の管理など、あらゆる困りご

ことにより利用者のニーズをつかみ、
即

共通の認識をもち迅速に業務に対応で

との解決のワンストップ化を目指して

座にサービスに反映することで、
更なる

きるようにしています。

います。第2に、対応履歴などをすべて

サービスレベルの向上を図っています。

IT利用支援

29.0％

遠隔利用支援

デジタル教材支援

1.0％

Information

0.5％

新たな出会いと発想の生まれる場所
ファカルティ・ラウンジ
ポータルオフィスの

総合案内

サービス内訳／年

52.0％

2 0 0 9 年度総 件数

本年5月10日にオープンしたコミュニケーションスペース。
コーヒーを飲みながら国境や学問領域の隔たりを超えて
交流することで、
新しい発想が生み出されることを目的と
した空間です。奥には簡単なAV機器を備えたミーティン 手前にコミュニケーションスペース、
グルームがあり、
交流会などを開催することも可能です。 奥にミーティングルーム

3 3 ,6 5 6 件

◦場
所 早稲田キャンパス7号館1階
◦利用対象者 院生（博士後期課程学生）
、
教職員、
研究員
◦利 用 方 法 ミーティングスペースのご利用については、
早稲田ポータルオフィス窓口（TEL：03-5286-9845）まで
お問い合わせください

履修相談

3.0％

学生参加型プロジェクトの推進
同オフィスでは、
学生のために実践型

や、
プロバスケットボールリーグの観客動

をサポートする「こうはいナビ」プロジェ

産学連携プロジェクトを主催しています。

員数を増やすための提案などに、
いろい

クトなどがあります（下覧参照）
。
こうした

大学と企業が連携し、
学生が企業に対し

ろな学部の学生が激論を交し、
そこで生

取り組みを通して、
より充実した大学生

て問題点を提案する「プロフェッショナル

まれたアイデアがビジネスチャンスにつな

活の場を提供し、
一人でも多くの学生に

ズ・ワークショップ」がその一つです。
日産

がるなど、
企業からも好評を得ています。

「早稲田大学に来て良かった」
と思っても

自動車のブランド力を高めるための提案

その他、
学生と職員が協働して新入生

らえるよう努力しています。

若手職員に聞く
理工センター事務部総務課

川合 光さん

実体験をもとに
新入生の学生生活を
サポート

録や科目履修をサポートする「履修ナ

がプロジェクトマネジメントを学ぶ機会

ビ」
、新入生に必要な情報・お得な情報

としても意義があります。

などを在学生の視点でわかりやすく配
信する「こうはいナビBlog（以下、
なび
Log）
」
、
新学期にキャンパス構内をナビ

—読者の皆さんへ一言どうぞ。
今後は企画の質をさらに高め、
「なび

—「こうはいナビ」とはどのような取

ゲーションする「キャンパスナビ」を実

Log」をより見やすく、魅力的なコンテ

り組みですか。

施。
「なびLog」は公開期間の1カ月半だけ

ンツを増やしていきたいです。また受験

「こうはいナビ」は、
新入生に対して在

で約9万件ものアクセスがありました。

生に「こうはいナビ」への入り口として

学生が学生生活のサポートやアドバイ

2010年度は前年度の企画にプラスして、

「なびLog」を周知し、
新入生全員が「こ

スを行うプロジェクトです。新入生が大

新入生のクラスコミュニケーションや

うはいナビ」を活用し、
良い学生生活を

学入学と同時に与えられる情報は膨大

新学期の学生生活をサポートする「ク

スタートできることを目指します。

な量になります。そこで、
在学生が自分

ラスチューター制度」を開始し、
大学の

新入生、
ご父母、
受験生、
活動に携わる

の経験を活かしたアドバイスを行うこ

教育支援システムCourse N@viを利用

在学生、
教職員、
最終的には大学や社会

とで新入生の不安を解消し、
充実した学

した「よろず相談BBS」やクラスの親睦

全体にメリットのあるプロジェクトとな

生生活がスタートできるようにサポート

を深めるため「ランチ会」なども開催し

るよう、
頑張っていきたいと思います。

しています。

ました。また、
「こうはいナビ」のイメー

2008年度の新入生を対象にスタート

ジソングを作るなど広報活動も積極的

し、
3年間サポートを実施してきました。

に行いました。そのかいあって、
「なび

「自分も新入生の時に苦労したから後輩

Log」のアクセス数は公開期間2カ月で15

には同じ思いをさせたくない」など同じ

万件強を超え、
より一層認知度が高まり

目的を持った学生たちが集まり、
若手職

ました。

員の有志と約30名の学生で「何でも相

親元を離れた学生やご父母から感謝

談会」
「キャンパスツアー」を実施しま

のメッセージをいただくこともあり、
や

した。
2009年度は新たに新入生の科目登

りがいにつながっています。また、
職員

こうはいナビの
ポスター

こうはいナビBlogサイト：
https://waseda-mnc.office.drecom.jp/kouhainavi/
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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。

青森大学社会学部教授

見城美枝子

さん

［プロフィール］

けんじょう・みえこ
群馬県館林市出身。早稲田大学教育学部英語英文学科卒業。大学卒業後、
アナウンサーとして活躍し、独立後は、中教審などの政府各種委員を歴任。子
育てが一段落した40代の時に早稲田大学大学院理工学研究科に入学。建
築学の視点で日本人について研究した。現在、青森大学社会学部教授とし
て、メディア文化論、建築社会学、環境保護論を講義。著作、講演、テレビなど
でも活躍中。

M essage to the next generation

早稲田の伝統に誇りを持ち
次の125年に受け継ぐ

教育、
環境、
農業……と幅広い分野に造詣が深く、
青森大学社会学部で教鞭をとる傍ら、

コメンテーターやエッセイストとして活躍されている見城美枝子さん。
大学・大学院時代の思い出や本学に期待することなどを伺いました。

あらゆることに
全力投球した学生時代

もらったり、同じ下宿の人と仲良くしたり、

クールもしていました。学生時代に喫茶

すべてが楽しくて、
まさに青春でした。

店に入った記憶もないくらい、多忙な日々

高校2年生の時にアナウンサーを志し

を送っていました。

て早稲田を受験したので、さっそく放送
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——学部時代の思い出をお聞かせください。

研究会に入部しました。魅力的な先輩、後

——キャスターとしてご活躍の中、本学大

私の学生時代は、
今思い返してみても、

輩と知り合い、先輩を尊敬する気持ちや

学院理工学研究科に社会人入学されたの

とても充実していましたね。早稲田界隈に

仲間との友情を学びました。今になっても

は、どのような思いがあったのでしょうか。

下宿していたのですが、
当時から食べるこ

あの頃の仲間たちと、よく話をします。

社会に出てからは、アナウンサーの仕

とを大切にしていたので、
自炊が出来る家

また、フランス語を学ぶためにアテネフ

事と4人の子育てで、力を出し切る一方で

を探しました。八百屋さんで野菜をまけて

ランセに通い、今で言うところのダブルス

した。45歳の頃には、自分の原資が底を

ついてしまったという感覚がありました。

でしたが、
自分が7人いれば7研究科に行

中味を充実させ、
自分を再生したいと思っ

き、
いろいろなアプローチで日本人につい

たのです。これからもフリーで仕事をして

て学んでみたいです。

いくためには、社会のニーズになる種を持
とうと考え、一番下の子どもの小学校受

——15年前より大学で教鞭をとられてい

験が終わったときに、今度は自分が、大学

ますが、どのような講義をされていますか。

院を受験することにしました。

また、学生に対してどのような思いで教壇

長年の海外取材で、欧米人と日本人の

に立たれていますか。

言葉、発想、行動の違いを実感し、日本人

大学では3つの科目を受け持っていま

のアイデンティティについて興味を持つよ

す。
「メディア文化論」では、情報を分析し

うになりました。相撲には「はっけよいの

て評価するメディアリテラシー、
「建築社

の過程で多くのことを学んだような気が

こった」という掛け声がありますが、
「準

会学」では、住空間が社会的にどのように

します。本来早稲田は、そのような雰囲気

備はいいですか？（八卦良い？）ではどう

人を育んでいるかということを教えていま

の大学ではないでしょうか。今の世の中

ぞ」という意味があります。ボクシングな

す。もう一つの「環境保護論」では、食料

では、女性のほうが男性より選択肢が多

らすぐにでもパンチしますが、相撲では

問題を中心に現場に学生を連れて行って

いですし、
自由だと思います。そのメリット

相手の状況を配慮するのです。これは、

指導しています。

を生かして、社会に役立つ人間になってく
ださい。

結論が最後に来る日本語と結論を最初に

講義のモットーは、大教室でも肉声で

述べる英語の違いにも見られます。感覚

話すことです。そうすると自然と前のほう

で掴んでいた日本人の特性を理論づける

に集まってきてくれます。レポートは手書

—— お母様の立場として、子どもたちに伝

ために、大学院で学ぼうと思ったのです。

きで提出させます。手で文章を書くと、脳

えたいことはありますか。

社会に出てから
リタイアするまでに
必要なことを教えたい

と手が活性化するからです。私自身、パソ

インターネットだけで世界を見たような

コンを使うようになってから何かが欠落し

気になってほしくありません。寺山修司の

ているような気がしてなりません。講義の

「書を捨てよ、町へ出よう」はさまざまな

共通項は人と社会。授業を通して、学生が

ことを示唆してくれる本ですが、内（イン

社会に出てからリタイアするまでに必要

ター）にこもっていないで、外に出かけ五

なことを教えたいと思っています。

感をフルに使ってほしいですね。そもそも
ホモサピエンスは、歩く人という意味だそ

——大学院では、どのような研究をされま

うです。人間は歩くことが大事です。家庭

百聞は一見にしかず
五感を使って行動しよう

では、子どもが小さい時から「百聞は一見

や所作について研究しました。例えば、
日

—— 早稲田大学OGの集まりである「稲

—— 次の125年を歩み出した早稲田大学

本の家はふすまで仕切られているので、
部

門女性ネットワーク」の会長を務めてい

に期待することをお聞かせください。

屋の外の気配を感じる文化があります。そ

らっしゃいますが、女子学生へのメッセー

れに対して欧米の家は、
壁とドアで仕切ら

ジをお願いします。

したか。
7年間、
住宅の番組を担当していたこと
もあって、
興味があった建築学を専攻し、

にしかず」ということを示唆するべきだと
思います。

住空間によって育まれてきた日本人の礼儀

大隈講堂のような建物や、創立者の意
志など、早稲田にはたくさんの伝えるべき

私は早稲田に入って本当に良かったと

ものがあり、それは非常に幸せなことだ

て、
来訪者はノックをして存在を示します。

思っています。卒業して、その良さがさらに

と思います。これまでの125年を誇りに思

日本人が、
日本家屋のDNAを持ったまま

分かりました。在学中に多くのことを吸収

うと同時に、
次の125年に早稲田の伝統を

欧米の家に住むようになると、
ソフトとハー

して、自分のものにしてほしいですね。今

しっかり伝えていってほしいです。多くの

ドのギャップがさまざまな事象を引き起こ

の学生たちは、点と点を一本線で効率的

人を介して伝統は何百年も受け継がれて

す……そういったことを理論づけて多くの

に結ぶことを良しとしているように思いま

いきます。学生にもそのロマンを感じてほ

人に伝えたいと考えました。たまたま建築

す。私たちは、あちらこちら寄り道して、そ

しいですね。

れているため、
完全に外とは遮断されてい
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教室の窓から
「教育の早稲田」と呼ぶにふさわしい質の高い教育を
実践している取り組みをご紹介します。

早稲田大学では、
ファカルティ・ディベロップメント（以下FD）
を推進するため、
2008年にFD推進センター
を設立し、
教育の質を高めています。今回は、
教育・総合科学学術院で教育方法学・教育工学について研
究されている三尾先生に、
授業に取り組む姿勢や授業での工夫についてお伺いしました。
※ファカルティ・ディベロップメント（Faculty Development）……教員が授業内容・方法を改善し向上
させるための組織的な取り組みの総称

教員と学生のコミュニケーションが
学びの効果を高める
教育・総合科学学術院

卒業後10年、
20年先にも役立つ
大学教育を追求し続ける

三尾忠男教授

強く感じます。大学の教員は、自分が学

うしたツールを用いて、学生とコミュニ

生時代に受けた講義を模倣することか

ケーションをとり、学びの関係と空間を

ら始めると言われていますが、
学生の変

築くことが、授業の理解度にも影響を与

社会や生活環境の変化のスピードが

化に合わせて、
より効果のある授業作り

えると信じています。

速くなり、学生からは、卒業したらすぐ

を目指すことが必要だと考えています。

に役立つ知識や体験を得たいという声
があります。しかし私は、大学がすぐ役
立つ実践的な知識だけを教えることに

真摯な態度で
学生に向き合う

は反対です。それだけでは、10年､20年
後にも社会で役に立てるでしょうか。文

教員自身の壁の
乗り越え方
教員は授業の経験を重ねていく過

では、学生の変化をどう察知するか。

程で、学生との間に距離を感じ、壁にぶ

部 科学 省が 打ち出している「学士力」

私は、学生となるべく多くのチャンネル

つかる時があります。壁を乗り越えてい

については賛否の分かれるところです

を持つことだと考えています。私の授業

くために私が取り組んでいるのは、良

が、私立大学情報教育協会のワーキン

では毎回、出席票の代わりに授業の理

い授業を探し、真似してみることです。

ググループで議論した際には、学部教

解度と印象を計るマークシート方式のア

NHKで放送されているハーバード大学

育で今、何を学生に学ばせるのかを教

ンケートを取ります。クラス全体の傾向

教授の授業を見たり、学内の他の先生

員一人ひとりが考える機会として捉えて

がすぐに分かるため、次の授業に反映

の講義を見学したりして、刺激を受けて

いく流れでした。

できることが魅力です。学期末の授業

います。また、同じ科目を担当している

早稲田大学で10年間学生を見てきま

評価アンケート結果についても必ずそ

先生とは、ピアレビューといってお互い

したが、学生の質が変化していることを

の授業でフィードバックし、教員が学生

の授業を見学して批評し合っています。

の意見を受け止めている姿を見せるよ

目指すは、学生がよりよく学べる授業

うにしています。

です。さらに、教員も学生もその双方が

また、皇學館大学の織田揮準先生が

満足できなければ良い授業とは言えま

考案した大福帳と呼ばれるシートを用

せん。理解度と満足度は関連している

いて、授業の感想を書き込んでもらって

ため、学生がよく学べば、すなわち満足

います。ちょっとした交換日記のような

度が高いということだと考えています。

もので、私にとっては学生一人ひとりの

目標は、大教室で対話型の授業を実

考えとその変化を知ることができ、学

現すること。それからやはり……笑いが

生にとっては受講の履歴になります。こ

とれたら最高ですね！

プロフィール
みお・ただお
京都教育大学特修理学科卒業、
鳴門教育大
学教育方法講座修士課程修了。専門分野は
教育工学。
1989年より文部省大学共同利用
機関放送教育開発センター助手、
1997年メ
ディア教育開発センター助手、
1998年同セ
ンター助教授。
2001年早稲田大学教育学
部助教授、
2005年より早稲田大学教育・総
合科学学術院教授。

▲“大福帳”はいわば学生との交換日記
出張中（車内）にも大福帳に答える

▲

大教室での授業風景
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D

oes Time Really Tell Or
Is It Only My Imagination?
“Please write about how you came to be at Waseda University, your research interests, and your impressions of
Waseda students in 800 words or less." This is a tall order, but it is also an opportunity to reflect on 38 years of
living in Japan and 31 years of teaching at Japanese universities. In fact, all of these themes are intertwined, so it
pays to start at the beginning all the way back when I was 19 years old.

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。

At that time it was very important for young men in the United States to have some kind of military deferment
to keep them out of the army and from becoming canon fodder for the Vietnam War. For various reasons I
was unable to maintain one, and due to the draft, I was ordered to report for induction into the U.S. Army in
August of 1969 just missing my chance to head for the Woodstock Festival. I had already been accepted as a
conscientious objector but did not object to serving my country. This meant not being trained to use weapons
to kill people but rather to receive training to become a medical corpsman and a major target on the battlefield
with a red cross on the helmet for a target. Thanks to a quirk of fate, I was one of the few troops in my training
company to escape Vietnam and be shipped off to Okinawa instead.
After a very uneventful stay in that tropical paradise, I returned to school to study Japanese and Chinese
history at the University of Illinois at Chicago. This was before the Japan boom, and my university did not have
any Japanese language classes, my primary interest at the time. That led to my first encounter with Waseda
University as a student of Japanese at the Institute for Language Teaching in a prefab classroom on the roof
of Building 7 where you could watch the Chukakuha and Kakumaruha students fight it out below during the
lunch break. Of course, this was 1972 before the Oil Shock or the lynching of a radical student by members of
his group. Looking at the peaceful campus today, it is hard to imagine the kind of radical behavior exhibited on
campus so many years ago.
After graduating from another private university in Tokyo and a five-year stint as an editor of an English language
paper in Tokyo, I landed my first teaching position at an anonymous university well outside of the confines of
Tokyo. By 1988, I found myself also teaching part-time to students of the Waseda University School of Letters
Arts and Sciences. Things were still pretty noisy on campus with megaphones blaring and giant signboards
protesting this or that.

Nicholas O.
Jungheim, Ed.D.

Professor,
Faculty of Letters,
Arts and Sciences
（School of Culture,
Media and Society ）

At the same time I had a radio show on Bunkahosou as part of the daily English for Millions series. This proved to
be the impetus for my current interest in the second language acquisition of gestures. I was asked by Obunsha
to write an article for their magazine about 33 gestures that English learners should know. An outcome of that
was my first classroom study of the acquisition of gestures, because I was curious if teaching these gestures
would really lead to their acquisition. In short, it didn’t, regardless of the teaching approach. In spite of this, I have
continued studying gesture acquisition from various perspectives in language testing and in pragmatics.
Another link between students and my research involved a study of student attention. I was curious if Japanese
learners of English paid attention to Japanese teachers of English and native speakers of English in the same
way. Analyzing two equivalent periods of teacher-fronted activities in two classes, I found that there was no
significant difference in the percentage of learners’ gaze, or attention, in three directions: teacher, peer, and other.
However, there was a significant difference in the frequency of gaze direction changes, and this was related to the
native speaker asking more questions in English. Every time the native speaker asked a question students looked
at the textbook, then at a friend, then at the teacher, and then repeated this sequence. This information could be
useful to the teacher as feedback about the students’ lack of understanding, or it could mean that the students
are very engaged in the classroom. How should a teacher interpret such behavior, positively or negatively?
Some years ago I found myself misinterpreting a student’s behavior, and discovering the truth was a real eye
opener. A young lady in my required English class was frequently late or absent and tended to fall asleep when
not working with other students. I was concerned that the class was not challenging enough, but she worked
fine in groups and her written work was satisfactory. Only later did she tell me that she had low blood pressure,
making it difficult to get up in the morning and to stay awake in class. There were various options for interpreting
the student’s behavior, and it turns out that the unexpected option was the correct one. We should be cautious
not to jump to conclusions about how our students feel. We are often wrong.
All in all, though, I am very positive about Waseda students these days. I find them to be sociable and
enthusiastic when given challenging things to do. We should be empowering
our student to become autonomous learners. It is unfortunate that just when
they should be developing their interests, they are also being pressured to
start looking for jobs. I do not see this situation improving anytime soon.
In spite of my age, I like to think positively about students. There is a lot of
hope for them, for Waseda, and for this great country of Japan. When things
get me down, I just get out my banjo and pluck a few tunes. Everything
becomes simpler, and I am ready to face another day.

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/
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の
学生が卒業後の進路を選ぶために必要なことは何か、を考えるためのコーナーです。
今回は武田薬品工業の湯浅さんに、就職活動の最新事情や、

学生と進路選択

普段どのような意識で採用活動に携わっているかをお聞きしました。

意欲、適性、人間関係。
就職活動ではすべてが試される
企業との接点が早まり、
採用決定が 4 月に集中

武田薬品工業株式会社
総務人事センター
採用グループ 課長代理

湯浅尚樹
Profile
1995 年早稲田大学政治経済学部
卒業。新卒で国際通信会社へ入社、
営業部門を経て人事部門へ異動。
2000 年以降、小売業界、電機業
界の採用・教育部門を経て現職。

創業は1781年。日本の製薬企業で
ナンバーワンの売上を誇る。グロー
バ ルで は 売 上 高17位。
「高 い 倫 理
観」と「強い 使 命 感」に 基づき、新
薬を研究開発するとともに製造、販
売までを手がける。

キャリアセンターより

行動しながら
考えることが重要
就職活動の早期化で、多くの

また面接をしていて感じることですが、
最近
は授業が終わるとすぐに帰宅する学生が増え

就職活動が大きく様変わりしたことを実感し

ています。私自身は、
大学時代に出会った友人

ています。
まず就職活動の長期化が顕著です。

たちが自分のキャリアや将来の夢を語る姿に

最近は2年生から企業のインターンシップに参

大きく感化されました。ですからゼミやサーク

加する学生も珍しくありません。学生が企業

ル活動など、
視野を広げるせっかくの機会を活

と接点を持つ時期が以前と比べて早くなって

用しないのはもったいないと感じます。良い友

きているのです。当社でも数日間のインターン

人に囲まれているかは面接でも自然と伝わっ

シップや製薬企業の経営が一日で体験できる

てくるもの。
大学では積極的に人間関係を築く

ビジネスゲームコンテストを実施しています。ま

ことをおすすめします。

た職種に向いているかが分かる良い機会で
す。それに、
例えその会社を受けなくても、
本番
の就職活動の前に選考や仕事の厳しさも感じ
ることができ、
自分の課題もわかりますから、

人生の大きな岐路に、
先輩としてのアドバイスを
最近のご父母は子供の就職に口を出されな

できるだけ参加してみた方がよいと思います。

いように思います。面接で学生に尋ねてみると

最近の就職活動におけるもう一つの大きな

「好きにして良いと言われている」と答えるケー

変化は、
採用者を決定する時期が集中するよ

スが多いですから。おそらく「自分たちの時代

うになったこと。大手企業の多くは4月1日から

と勝手が違うから」と考え、
口を挟むことを遠

5月の連休前に採用者を決めています。各企

慮されているのでしょう。しかし子供にとって

業の求める学生が重なっているため、
早い時

就職は人生の大きな岐路。私は、
働く人の身近

点で確保したいという心理が働いているから

なモデルとして、
ぜひご自身の仕事を子供に

でしょう。当社では採用の際に「基礎能力の

語ってほしいと考えています。どんな仕事が良

高さ」
「リーダーシップ」
「現状を変える力」な

いのか、
どんな会社を選ぶべきかについて親

どを重視していますが、
これらを持ち合わせ

子でしっかりと話し合う。
「好きにしなさい」は

択に悩みます。一人で考え続

た学生は、
やはり他の企業からも人気が集ま

その後で言うべき言葉ではないでしょうか。

けてもなかなか答えは出てき

ります。

学生は志望業界や業種の選

ません。自分の強みや弱みを
分析することはできても、実
際 の 仕事がイメージできな
いからです。自己分析は重要
ですが、インターンシップの

意識すべきは「適材適所」

「アドバイスをしようにも、
良い企業かを判断
する基準がわからない」と思われる方もいらっ
しゃるかもしれません。私は、
人材に対する企
業の姿勢を判断する指標として有効なのは

機会を利用したり、積極的に

仕事を選ぶ際には「適材適所」の考えを持

「研修制度の充実度」だと考えます。当社も人

OB･OGに面会するなど、
でき

つと良いでしょう。つまり世間一般の評判だけ

材育成には非常に力を入れており、
今年4月に

で判断するのではなく、
その仕事が本当に自

新卒入社した社員たちは秋まで大阪の施設で

くるようです。パソコンの前

分に合っているのかを考えることが必要です。

研修を受けています。企業を見極めるには年

でネット情報を閲覧するだけ

特に職種については重視すべきだと思います。

収や勤務条件など、
さまざまな条件があります

現状、
学生は「この業界」という形で就職活動

が、
判断に迷われた際に参考にしていただけ

をすることが多いですが、
「海外で働く」
「接客

れば幸いです。

るだけ多くの社会人に接した
学生は自然に志望が固まって

でなく、行動しながら考える
ことが重要です。
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ことも一つの手段です。

私は採用活動を担当していますが、
近年は

た学生にとっては、
自分がその企業や経験し
武田薬品工業株式会社

がしたい」といった具合に職種で企業を選ぶ

B

7-11 月

ooks

E

vents

本学で活躍される先生方の著書をご紹介します。

本学で2010年11月までに開催されるイベントを一部ご紹介します。

※（ ）内は著者・編者・監修者の所属（刊行時）です

詳細は、直接【問い合せ先】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。

今号のオススメ
『
「教育」の常識・非常識

―公教育と私教育をめぐって』
安彦忠彦（教育・総合科学学術院）著
2010年3月刊

学文社

本書は、
一般に「教育」が誰にでも口を出せるテーマだとい
う思いこみに対して、
それは「私教育」の場合だけであって、
「公教育」はそうではないことを、
わかりやすく主張したものである。一般人、
特に
政治家や知識人に向けて書いており、
あらためて公私の区別を明確にした上で、
多くの人が問題にしている学校での公教育よりも、
家庭などでの私教育の方が、
社会全体にとって根本的な問題であることを警告している。

大久保建男記念スポーツジャーナリズム基金公開フォーラム
トークショウ「サッカーＷ杯を振り返って」
 野記念講堂
小
7月26日㈪ 13：00 〜 14：30
主催 早稲田大学スポーツ産業研究所／早稲田大学広報室広報課
問 広報室 広報課（大久保基金事務局） TEL：03-3202-5454

会場
日程

2010APEC女性リーダーズネットワーク会合サイドイベント
「自分らしく生きるための力 〜女性の経済活動への参加と自立」
キャリア

早稲田大学国際会議場
9月18日㈯ 10：00 〜 16：30
基調講演：内永ゆか子（株式会社ベネッセコーポレーション取締役副会長）
パネルディスカッション「未来を拓く私たち女 性」、グループセッション、ポス
ター・資料などの展示。
主催 内閣府 男女共同参画推進連携会議／新宿区／早稲田大学
問 早 稲田大学 男女共同参画推進室 E-mail：apec-wln@list.waseda.jp
http://www.apecwln2010.jp/event/ja.html
会場

『世界をちょっとでもよくしたい

―早大生たちのボランティア物語』
兵藤智佳、岩井雪乃、西尾雄志
（以上、平山郁夫記念ボランティアセンター）著
早稲田大学出版部 2010年3月刊
「ストリートチルドレンを助けたい」と訪れたマレーシア。そこ
にはかわいそうなはずの子どもたちはいなかった。特別だと
思っていたドメスティック・バイオレンスの被害。それは私たちの問題だった。悲し
みに満ちていると思っていた中国のハンセン病回復村。そこにあったのは村人の
笑顔だった。そんな世界の現実を丸ごと体験する大学生たちが紡ぐ躍動感溢れ
るボランティア物語。つらいことにもうれしいことにも涙を流す等身大の若者た
ちの成長の軌跡。
■『「脳科学」はどう教育に活かせるか？』
    坂爪一幸（教育・総合科学学術院）編著 学文社 2010年3月刊
■『音声言語処理の潮流』
    白井克彦（理工学術院）編著 コロナ社 2010年3月刊
■「サッチャリズムの世紀―作用の政治学へ（新版）』
    豊永郁子（国際学術院）著 勁草書房 2010年3月刊
■『国際政治の理論』
    河野勝（政治経済学術院）他監修・訳 勁草書房 2010年4月刊
■『失われた建築の歴史』
    中川武（理工学術院）監修 東洋書林 2010年4月刊
■『 頭脳はどこに向かうのか―人「財」の国際移動』
    村上由紀子（政治経済学術院）著 日本経済新聞出版社 2010年5月刊
■『犯 罪学へのアプローチ ―日中犯罪学学術シンポジウム報告書』
    石川正興（法学学術院）編 成文堂 2010年5月刊
■『情報社会の倫理と設計 ― ised』
〈設計篇〉
〈倫理篇〉
    東浩紀（文学学術院）他編 河出書房新社 2010年5月刊
■『漱石はどう読まれてきたか』
    石原千秋（教育・総合科学学術院）著 新潮社 2010年5月刊
■『新しい国際協力論』
    山田満（社会科学総合学術院）編著 明石書店 2010年5月刊
■『国際連盟 世界平和への夢と挫折』
    篠原初枝（国際学術院）著 中央公論新社 2010年5月刊
■『みんなが知りたい超高層ビルの秘密』
    尾島俊雄（名誉教授）他著 ソフトバンククリエイティブ 2010年5月刊
■『危機のなかの文学』
    沖田吉穂（政治経済学術院）
、
吉田裕（法学学術院）
他著 水声社 2010年6月刊
■『CIAと戦後日本』

    有馬哲夫（社会科学総合学術院）著 平凡社新書 2010年6月刊
■『多文化社会の

（文化）を問う：共生／コミュニティ／メディア』
    岩渕功一（国際学術院）編著 青弓社 2010年6月刊

日程

FUTURE UNDER CONSTRUCTION
～早稲田大学文学学術院／創設120周年記念行事～
 ンポジウム：大隈講堂 展示：會津八一博物館
シ
シンポジウム：10月11日 展示：10月上旬～ 10月下旬
文学科設置から120年の歴史を振り返るとともに、新学部の未来への期待を込
めて、記念イベントを実施。
問 戸山総合事務センター記念行事担当
TEL：03-5286-3526 http://www.waseda.jp/bun/120/
会場
日程

第45回早稲田大学ホームカミングデー
早稲田キャンパス、戸山キャンパス
10月17日㈰
卒業生に母校の１日を楽しんでいただく恒例のイベント。
問 総長室校友課
TEL：03-3202-8040 http://www.waseda.jp/alumni/hcd/
会場
日程

2010稲門祭
早稲田キャンパス
10月17日㈰
校友会設立125周年特別仕様で多彩なイベントを開催！
豪華景品の福引もあり。
問 早稲田大学校友会 2010年稲門祭実行委員会
TEL：03-3202-8040 http://www.waseda.jp/alumni/tomonsai/
会場
日程

学園祭

①早稲田祭

②理工展

③学院祭

④稲稜祭

会場  	①早稲田キャンパス、
戸山キャンパス、学生会館

②西早稲田キャンパス
  	③高等学院（上石神井キャンパス）
  	④本庄高等学校（本庄キャンパス）
日程  	①②11月6日㈯〜 7日㈰ ③10月9日㈯〜 10日㈰
  	④10月30日㈯〜 31日㈰
問  	 ①「早稲田祭2010」
運営スタッフ http://www.wasedasai.net/
 	 TEL：03-3207-0408 E-mail：wasedasai2010staff@gmail.com
 	 ②理工展連絡会 http://www.rikoten.com/
 	 FAX：03-3208-2544 E-mail：10_info@rikoten.com
 	 ③高等学院 TEL：03-5991-4151
http://www.waseda.jp/gakuin/index-j.html
 	 ④本庄高等学院
TEL：0495-21-2400 http://www.waseda.jp/honjo/honjo/
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表紙写真：三熊將嗣（芸術学校空間映像科スタッフ）

高みへの伸びやかな飛翔
緑豊かな所沢キャンパスの入口にそびえ立つブロンズ像「人とペガサス」。
スウェーデンの彫刻家カール・ミレスの作品です。
ペガサスを駆って、怪物キマイラを退治するため大空に飛び立たんとする
ギリシャ神話の英雄ベレロフォンの雄姿。
本学創立100周年を記念した人間科学部開設（1987年）にあたり、
学生たちにも大きく羽ばたいてほしいという願いを込め、
新キャンパスの象徴として設置されました。
それから20年余。
ここ所沢から、1万人を超す人材が育ち巣立っていきました。
2003年のスポーツ科学部新設により2学部2研究科を擁するキャンパスでは、
現在、約3,500人の学生が学んでいます。
人間の心身の健康をメインテーマとする教育・研究は、
混迷を深める社会の中で、今後ますます重要度を増していくことでしょう。
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