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　政治経済学術院の若田部昌澄教授
が、『危機の経済政策―なぜ起きたの
か、何を学ぶのか』（日本評論社）で第
31回石橋湛山賞を受賞しました。同賞
は、言論人、政治家として多大な業績を
残した校友石橋湛山（第55代内閣総
理大臣）の思想と貢献を記念し、政治・

経済・国際関係・社会・文化などの領
域で発表された論文・著書を対象とし
て贈られます。
　若田部教授は「石橋湛山こそは、近
代日本最高のエコノミスト。はるか遠く
の目標だが、湛山をみならって精進し
ていきたい」と喜びの声を寄せました。

PPRIZE

UUNIVERSITY 世界的経営家2名に

名誉博士学位（Doctor of Law）を贈呈

UUNIVERSITY
　8月5日、本学理工学研究所創設70周
年記念式典が執り行われました。式典

では、嘉納成男理工学研究所長、白井総
長、橋本周司理工学術院長、慶應義塾
先端科学技術研究センター植田利久教
授が挨拶。嘉納所長からは、産業界との
連携や公的資金による研究活動ととも
に、若手研究者の育成・支援にも力を入
れていることが、同研究所の大きな特徴
であるとの説明がありました。
　続く講演会のテーマは「宇宙、モビリ
ティ、都市環境の将来展望」。当日は300

名を超える出
席者を迎え、
盛況のうちに
終了しました。

理学と工学の融合をリードし続け

理工学研究所創設70周年記念式典・講演会を開催

　李健熙氏は、韓国サムスングループ
の創業者である故李

イ

秉
ビョンチョル

喆氏の三男とし
て生まれ、1965年3月本学第一商学部を

卒業。1966年米国ジョージワシントン大
学経営大学院を修了後、サムスンの経
営に携わり、以降要職を歴任し、今日の
サムスンを築かれました。世界的な企
業人であることに加え、日韓友好関係の
推進にも尽くされています。

9月20日、卒業式にて
李
イ

健
ゴ ン ヒ

熙サムスン会長

李健熙氏（左）と白井総長（右）

挨拶に立つ嘉納成男所長

講 演では、次 世 代
パーソナルモビリティ

「Winglet」も紹介さ
れた

　魏應州氏は台湾出身。1992年天津経
済技術開発区に、現在年間の販売量が
130億袋を超える世界最大の即席麺メー

カー天津頂益国際食品有限公司を設立。
氏は家庭の事情により進学を断念せざる
を得なかった体験から、経済的に恵まれ
ない若い世代の育成を大変重視してお
り、2009年には氏からの多額のご寄付を
もとに「頂新国際集団康師傳控股有限
公司奨学資金制度」が本学に創設され

るに至り、現在、中
国・台湾からの留
学生12名が本学
で学んでいます。

9月21日、入学式にて
魏
ギ

應
オウシュウ

州頂新国際集団
康師傅控股有限公司総裁

魏應州氏

湛山の自由主義・民主主義・国際平和主義の思想の継承・発展に貢献と評価

若田部昌澄教授が、第31回石橋湛山賞を受賞
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　8月4日、潘
パン

基
ギ ム ン

文国連事務総長が来
校、井深大記念ホールにて「平和と軍
縮」についての講演を行いました。
　開会に際して白井総長が歓迎の挨
拶に立ち、参加した学生たちに「講演
を通じて、恒久の平和に対する認識を
新たにし、その崇高な理想を自覚する

ことを強く希望します」と述べ、さらに、
平和と国際的な人権擁護に貢献した
本学卒業生である朝河貫一と杉原千
畝を紹介し、「平和の維持、軍備の縮
小、人権の尊重のために、学生諸君が
国際的・人道的活動に積極的に参加す
ることを期待します」と激励しました。
　潘事務総長は講演の中で、広島・長
崎の悲劇を後世に伝え続け、核兵器の
ない世界を若者の力で実現してほしい
と述べ、日本だけでなく世界を広い視
点でとらえ、地球的課題解決のための
リーダーとなってほしいと学生たちに
メッセージを送りました。
　出席した学生からは、国連による平

和維持活動、小型兵器拡散防止、核拡
散防止条約への取り組みに関しての質
問が相次ぎ、大学をはじめとする教育
機関が平和と軍縮にどう関与すべきか
などにも話題が及びました。予定の時
間を超えて学生との対話を続けた潘事
務総長は、450名の参加者の盛大な拍
手に見送られ会場を後にしました。 

　7月15日に外務省・国際連合との共催
で「人間の安全保障の過去・現在・未
来〜 MDGs達成を目指して〜」が開催
されました。会場の大隈記念講堂は満
席。緒方貞子人間の安全保障委員会共
同議長・国際協力機構（JICA）理事長
のほか、世界経済フォーラム副会長など
第一線で活躍している方々を迎えて、人
間の安全保障の歴史やこれまでの取り
組みについて評価するとともに、国連の

ミレニアム開発目標（MDGs）達成に向
け、地域機構や国際機関、開発金融機

関、そして日本が果たすべき役割につい
て熱い議論を交わしました。

人間の生存、生活、尊厳に対する脅威から人を守るために

「人間の安全保障シンポジウム」開催UUNIVERSITY

UUNIVERSITY
　本学初代図書館長である市島謙吉

（号・春
しゅんじょう

城）の胸像が、7月17日、新潟県
新発田市天王にある市島邸（新潟県指
定文化財）に設置されました。胸像は、
今年3月に本学総合学術情報センター
2階に設置されたものと同型で、校友会
新潟県支部の協力のもと、本学が新発

田市に寄贈したものです。市島邸は、市
島春城の本家筋にあたる家柄の邸宅。
本学と新潟双方のゆかりの地に銅像を
建て、市島春城について多くの方に知っ
ていただくとともに、永く顕彰していき
たいと考えています。

生地新潟県新発田市で胸像除幕式

初代図書館長・市島春城を顕彰

除幕式の様子

UUNIVERSITY 「平和と軍縮」について、学生と対話

潘
パン

基
ギ ム ン

文国連事務総長が講演

講演を行う潘国連事務総長

講演する緒方貞子共同議長

パネリストによる
討論

学生から次 と々熱心な質問が
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　本学はこれまで、全学の医療分野に
おける学術的な蓄積をもとに先導的な
研究開発を行い、先端生命医科学にお
ける高度な研究人材の育成に取り組ん
できました。そして今回、医療開発・産
業化の迅速化、医療における国際貢献
や国際医療産業都市の実現に向けて、
浅野茂隆理工学術院教授（本学先端
科学・健康医療融合研究機構長）を研
究代表者とする「神戸バイオテクノロ
ジー研究・人材育成センター（BTセン
ター）早稲田大学浅野研究室」を、わが

国の先端的医療産業クラスターである
神戸ポートアイランドに開所しました。
　神戸には多くの公的研究機関や医
療関連企業が集積し、産学官の連携に
よる新たな医療・健康科学と産業の胎
動が起こりつつあります。未来医療の
創造や、ポストゲノム時代の研究資源
共有化、生命科学と人文・社会科学の
融合による安心・信頼の医療構築、開
発途上国の医療支援等々をコンセプト
に、がん・白血病や母子健康などに関
する合同プロジェクト研究を進める浅
野研究室の開設により、国際的医療研
究開発や国際医療人材育成のための
拠点として、ますますの発展が期待さ
れます。

　7月15日の開所式では、鈴木寛文部
科学副大臣、矢田立郎神戸市長をはじ
め多数の来賓からご挨拶をいただきま
した。

　本学は、東北大学と連携して次世代
材料の共同研究を強化するため、本学
研究開発センター内に東北大学金属材
料研究所東京分室を設置し、7月22日、
開設セレモニーを行いました。国立大
学が私立大学内に研究拠点を持つの
は非常に珍しく、国立・私立の垣根を越
えた連携で産業界への技術提供が加
速されることが期待されます。
　具体的には、東北大学金属材料研

究所が持つ高機能金属ガラス開発技
術と、本学ナノ理工学研究機構が持つ
材料を選ばないマイクロ・ナノレベルの
加工技術を融合させた新しいエレクト
ロデバイス、およびそれを利用したアプ
リケーションに関する共同研究・開発
を行っていきます。この共同研究・開発
を推進することで、材料の高度化と実
用化を図り社会貢献を果たしていく予
定です。

　㈶科学技術振興機構の課題解決型
基礎研究の一環として、理工学術院の
新倉弘倫准教授らが、分子中に存在す
る電子の空間分布を測定する新たな方
法を開発しました。
　分子は複数の原子核と電子から成り
立ち、電子はそのエネルギーに応じて

ある存在確率で原子核の周りの空間
に存在（分子軌道）。分子軌道の空間
分布の形や広がりは、化学反応に大き
な影響を与えており、多様な物理・化学
現象が分子軌道の性質を元に説明さ
れています。分子軌道とその変化を直
接観測することは、物質科学における
最先端計測の基盤技術となるだけでな
く、新機能物質の開発や創薬などにも
役立つものと期待されます。
　研究はカナダ国立研究機構と共

同で行われ、成果は米国物理学会誌
『Physical Review Letters』のオンラ
イン版で7月30日に公開されました。

RRESEARCH&
EDUCATION

科学・技術による社会貢献を

「研究の早稲田」から着実な成果を発信

研究室の到達目標について説明する
浅野教授

（左から）東北大の新家光雄金属材料研究所長、井上明久総長、
本学の白井総長、川原田洋理工学術院教授

分子に照射するレーザーパルスを生み出すアト秒
軟X線レーザー発生装置（1アト秒＝10-18秒）

国際的な医療研究開発や
医療人材育成の拠点へ

神戸BTセンター浅野研究室を開所

材料研究分野で連携強化

東北大学金属材料研究所東京分室を
学内に設置

超高速の物理現象の解明に期待

分子中の電子の空間分布を測定する
新たな方法を開発
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　本学教育･総合科学学術院地球科
学教室（高木秀雄教授）は、首都大学
東京都市環境科学研究科地形・地質
学研究室（山崎晴雄教授・田村糸子客
員研究員）と関東平野の上総層群相当
層に見いだされた4カ所（神奈川県愛
川町中津、同鎌倉市、東京都江東区、

千葉県銚子市）のざくろ石を多量に含
む火山灰層についての詳細な層序学
的・岩石学的検討を行った結果、それ
らの火山灰層が丹沢地域の同一の火
山から250万年前ごろに同時に噴出さ
れたことを明らかにしました。
　このことは、最近国際的に決定された
新しい第四紀―新第三紀境界（258.8
万年前）付近の地層の時代決定の重
要な手がかりとなるだけではなく、この
特色ある火山灰層が今後関東平野の
都市基盤解明に貢献すると期待されま

す。研究成果は7月発行の日本地質学会
『地質学雑誌』にも掲載されました。

　8月31日、理工学術院の三輪敬之研
究室などは、10月29日からイタリア・ジェ
ノバで開催されるサイエンスフェスティ
バルで招待展示するパフォーマンス

「Dual 2010―Shadow Awareness II」
を、大隈講堂でプレ公開しました。

　当日は、三輪研究室が開発した、ス
リット・スクリーンを舞台と観客席の境
界に設置して影を映し出すシステムに
より、演者自身の影とメディアが創る影
とが二重に映しだされた幻想的な映像
を表現（写真）。橋本周司研究室による
投げたり振ったりすることで音と光を生
み出すボール型の音響機器「Twinkle 
Ball」も加わり、ダンスグループ「みんな
のダンスフィールド」（主宰：西洋子東
洋英和女学院大教授）が華麗な舞いを

披露。舞台と観客が影を通じて出会い、
影でつながる二重的世界（dual world）
が講堂全体に創出されました。

RRESEARCH&
EDUCATION

　文部科学省が、わが国の高等教育の質向上や人材育成を目的に募集する競争的資金による各種事業に、本学から応募した下記
4プログラムが採択されましたので、概要をお知らせします。

高等教育の質向上、人材育成に寄与

文部科学省の各種事業で、本学プログラムを採択

文部科学省事業名 本学実施機関 本学プログラム内容

スポーツキャリア
大学院プログラム

スポーツ科学
学術院

同学術院グローバル COE の海外提携大学から先進的な事例の調査・収集を行い、日本オリンピッ
ク委員会ナショナルコーチアカデミーの講義などを大学院で単位として認定するための教育プログラ
ムや、トップレベルの競技者が大学院に進学して優れた指導者になるためのサポート体制のプログラ
ムの開発を進める。

実践型研究リーダー
養成事業

理工学術院
社会における博士課程学生の多様なキャリアの可能性を示すとともに、そのために必要なスキル
を高めるため、博士課程の学生が文理融合型の体制で相乗効果を発揮しながら社会問題を解
決する人材養成プログラムを展開する。

原子力コア人材育成
プログラム

理工学術院
同学術院の特徴を踏まえて応用物理、機械、電気、材料、化学、土木・建築などの分野の学部学生・
大学院生に原子力に関する知識を深めさせるとともに、共同原子力専攻の教育プログラムを開発
整備し、将来原子力の中核を担う人材を育成する。

大学教育・学生支援
推進事業

（大学教育推進プログラム）

オープン教育
センター

学術的文章の作成能力を、すべての学問領域に通じる大学生基礎力と位置付け、全学規模で実
施する。初年次教育の一環として、本学の初年次対象者約 9,800 名に資することを目標とし、eラー
ニング形式で個別指導を実現する。

スリット・スクリーンを使用したパフォーマンス

中津（左上）→鎌倉（右上）→江東（左下）→銚子
（右下）の順で同じ組成のざくろ石のサイズが小さ
くなり、火山灰が西から東へ流れたことがわかる。

関東平野の
都市基盤解明への貢献も期待

250万年前の丹沢山地巨大噴火が
明らかに

人間の表現を探求する
新しい理工学

科学技術と身体表現を融合した
パフォーマンスをプレ公開
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UUNIVERSITY
　9月21日付で、学術院長など箇所長が下記のとおり嘱任されましたのでお知らせします。

新体制で2010年度後期がスタート

学術院長をはじめとする新箇所長が決定

箇所・役職名 氏　　　名
政治経済学術院長 （新）佐藤　正志

　政治経済学部長 （新）佐藤　正志
　大学院政治学研究科長 （新）田中　孝彦
　大学院経済学研究科長 （新）須賀　晃一
　大学院公共経営研究科長 （新）江上　能義
　現代政治経済研究所長 （新）貞廣　彰  

法学学術院長 （新）岩志　和一郎
　法学部長 （新）岩志　和一郎
　大学院法学研究科長 （再）近江　幸治
　大学院法務研究科長 （新）石田　眞
　比較法研究所長 （新）田口　守一
　法務教育研究センター所長 （新）石田　眞

文学学術院長 （新）浦野　正樹
　第一文学部長 （新）岡崎　由美
　第二文学部長 （新）岡崎　由美
　文化構想学部長 （新）浦野　正樹
　文学部長 （新）浦野　正樹
　大学院文学研究科長 （新）高橋　龍三郎

教育・総合科学学術院長　　 （新）神尾　達之
　教育学部長 （再）神尾　達之
　大学院教育学研究科長 （再）湯川　次義
　大学院教職研究科長 （再）長島　啓記
　教育総合研究所長 （新）堀　誠

商学学術院長 （再）恩藏　直人
　商学部長 （再）恩藏　直人
　大学院商学研究科長 （新）辻山　栄子
　大学院ファイナンス研究科長 （再）首藤　惠
　大学院会計研究科長 （新）佐々木　宏夫
　ファイナンス研究センター所長 （再）首藤　惠
　商学学術院総合研究所長 （新）武井　寿

理工学術院長 （新）山川　宏
　理工学部長 （新）山川　宏
　基幹理工学部長 （新）大石　進一
　創造理工学部長 （新）後藤　春彦
　先進理工学部長 （新）西出　宏之
　大学院理工学研究科長 （新）山川　宏
　大学院基幹理工学研究科長 （新）大石　進一
　大学院創造理工学研究科長 （新）後藤　春彦
　大学院先進理工学研究科長 （新）西出　宏之
　大学院国際情報通信研究科長 （再）亀山　渉
　大学院情報生産システム研究科長 （再）平澤　宏太郎
　大学院環境・エネルギー研究科長 （新）大聖　泰弘
　理工学術院総合研究所長 （新）中川　義英
　国際情報通信研究センター所長 （再）亀山　渉
　情報生産システム研究センター所長 （再）平澤　宏太郎
　環境総合研究センター所長 （新）大聖　泰弘

箇所・役職名 氏　　　名
社会科学総合学術院長 （再）多賀　秀敏

　社会科学部長 （再）多賀　秀敏
　大学院社会科学研究科長 （再）多賀　秀敏

人間科学学術院長 （新）谷川　章雄
　人間科学部長 （新）谷川　章雄
　大学院人間科学研究科長 （新）森本　豊富
　人間総合研究センター所長 （新）森本　豊富

スポーツ科学学術院長 （再）村岡　功
　スポーツ科学部長 （再）村岡　功
　大学院スポーツ科学研究科長 （再）中村　好男
　スポーツ科学研究センター所長 （再）彼末　一之

国際学術院長 （新）森田　典正
　国際教養学部長 （新）森田　典正
　大学院アジア太平洋学研究科長 （新）村嶋　英治
　日本語教育研究科長 （新）細川　英雄
　アジア太平洋研究センター所長 （新）村嶋　英治
　日本語教育研究センター所長 （新）細川　英雄

高等学院長 （再）山西　廣司
本庄高等学院長 （再）山﨑　芳男
芸術学校長 （新）赤坂　喜顕
川口芸術学校長 （再）長　幾朗
図書館長 （新）飯島　昇藏
演劇博物館長 （再）竹本　幹夫
會津八一記念博物館長 （再）大橋　一章
高等研究所長 （新）宮島　英昭
メディアネットワークセンター所長 （新）松嶋　敏泰
オープン教育センター所長 （新）嶋村　和恵
遠隔教育センター所長 （再）中野　美知子
エクステンションセンター所長 （新）加藤　哲夫
環境保全センター所長 （再）黒田　一幸
大学史資料センター所長 （新）大日方　純夫
保健センター所長 （新）堀　正士
総合研究機構長 （再）森原　隆
ナノ理工学研究機構長 （新）逢坂　哲彌
先端科学 ･ 健康医療融合研究機構長 （再）浅野　茂隆
IT 研究機構長 （新）髙畑　文雄
アジア研究機構長 （再）小口　彦太
日米研究機構長 （新）吉野　孝（1）
イスラーム地域研究機構長 （再）佐藤　次高
日欧研究機構長 （新）岡澤　憲芙
重点領域研究機構長 （再）堀越　佳治（2）
平山郁夫記念ボランティアセンター所長 （再）野嶋　栄一郎（2）
競技スポーツセンター所長 （再）宮内　孝知
留学センター所長 （新）黒田　一雄
研究戦略センター所長 （新）石山　敦士
研究院長 （再）藪下　史郎

※ 任期は2010年9月21日〜 2012年9月20日。（1）は2012年3月31日、（2）は2010年11月7日まで。
※（新）は新任、（再）は再任。
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女性の経済的自立、文学のあり方を巡り

国際的に意義あるイベントを共催AACTIVITY

　 本 年、日本 で開 催され る「APEC 
JAPAN 2010」の一環として、9月19日〜
21日に「女性と経済」をテーマに「APEC
女性リーダーズネットワーク（WLN）会
合」が新宿にて行われました。本学で
は、そのサイドイベントとして9月18日、内
閣府・男女共同参画推進連携会議・新

宿区との共催でシンポジウム『自分らし
く生きる力

キャリア

―女性の経済活動への参
画と自立―』を開催。2010APEC-WLN
実行委員長である内永ゆか子ベネッセ
副社長の基調講演の後、パネルディス
カッションやグループセッション、パネ
ル展示が行われ、約200名の参加者と
ともに女性の視点、男女共同参画の視
点から未来を創る重要性を共有して終
了しました。
　今回のイベントでは、本学をはじめ約

60名の学生スタッフ・ボランティアも、講
師との打ち合わせ、資料作成、当日の案
内・接待などに大活躍しました。

APEC関連の
男女共同参画シンポジウム

―経済活動に女性の視点を―

パネリストからは、各自の経験に基づいた発言が
続いた

UUNIVERSITY 時代に呼応する創造性ある教育・研究を志向

2011年度新設の大学院専攻・コース

大学院文学研究科
現代文芸コース

（修士課程のみ）

文化構想学部文芸・ジャーナリズム論系所属の教員、すなわち第一線で活躍する小説家・批評家・翻訳家・研
究者などによる修士課程として 2011 年度より開設されるコースです。数々の実作者・ 編集者・ジャーナリスト
を輩出してきた旧第一・第二文学部の伝統に棹さしながら、さらに、時代の動向にも対応し得る実践的かつ領
域横断的な知性と意欲の育成を通して、現代の文芸界に新鮮な生気を吹き込むことが期待されます。

大学院基幹理工学研究科
表現工学専攻

基幹理工学部表現工学科を基盤として、科学技術と芸術表現を横断／融合する概念である「インターメディア」
を研究対象に、高度かつ専門的な教育研究環境を実現する専攻として、表現工学専攻を設立します。科学技
術を介した生体の諸特性、感性やコミュニケーションの理解／表象と同時に、それらを支える科学技術のあり
方への取り組みが必要であるとの認識から、理工学の流れの一端を担うことが期待されます。

　9月23日〜 26日、本学も共催した「国
際ペン東京大会2010」が、大隈記念講
堂と京王プラザホテル東京で開催され
ました。国際ペンは1921年に言論の自
由を訴えて設立された文筆家の国際的
組織。現在102カ国（144のセンター）が
参加し、毎年世界各地で大会が催され
ています。
　日本ペンクラブは1935年に島崎藤
村らの肝いりで加盟し、現在、校友の
阿
あ と う だ

刀田 高
たかし

氏（60年一文卒）が会長を務
めています。同クラブ理事会には何人も

の本学関係者が名を連ねており、今回
の大会開催には、本学文化推進部が全
面協力したものです。
　日本で3回目の開催となる今秋の
テーマは「環境と文学　いま、何を書く

か」。テーマをめぐるセミナーや環境映
画上映会、文学者会議のほか、朗読劇
として上演された自作について作家が
その場で語る文学フォーラムなど、多彩
な催しが開かれました。

国際ペン東京大会2010
―環境と文学　いま、何を書くか―

文学フォーラムでの朗読の様子登壇した阿刀田氏
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　8月16日〜 19日に韓国・ソウルの私
立ハナ高等学校で行われた「2010 East 
Asia Symposium on the Environment」
に、高等学院から生徒16名が参加。シ
ンポジウムでは中国、韓国の高校生た
ちと環境問題をテーマに討論を行い、
終了後の交流会やホームステイなどを
通じて親交を深めました。
　また9月13日〜 18日には、オーストラ
リア・メルボルンの名門ザビエルカレッ
ジの生徒14名が高等学院を訪れ、ホー
ムステイや授業に参加しました。書道や

音楽の授業を通じて日本の伝統文化
を体験したほか、生徒主催の交流会で
は互いに演奏などを披露し、参加者全

員笑顔で記念写真に納まりました。
　同校には、5月にも台湾・建国高級中
学の生徒約65名が来訪しています。

アジア太平洋地域の高校生と友情を育む

高等学院が活発な国際交流AACTIVITY

真剣な面持ちで書道にチャレンジソウルでの交流シンポジウム

　全世界の高校生が化学の知識を競
う「第42回国際化学オリンピック」（化

学オリンピック日本委員会主催）の閉
会式が7月27日、大隈記念講堂で行わ
れ、白井克彦総長が金メダルのプレゼ
ンターとして、ハイレベルの学力を見
せた高校生の健闘を称えました。これ
は、理工学術院の竜田邦明教授が同委

員会の副委員長を務めている縁で、日
本での初開催にあたって西早稲田キャ
ンパスや大隈講堂などを会場に提供し
たものです。
　今年は、過去最多となる68カ国・地
域から267名が参加し、化学の力を実
験試験や筆記試験の総合成績で競い
ました。32名が金メダル、58名が銀メダ
ル、86名が銅メダルを獲得し、白井総長
や橋本周司理工学術院長らがメダルを
贈呈。日本勢も金2つ、銀2つを獲得し、
過去最高の成績となりました。

小学生から世界トップレベルの高校生まで

未来の科学者が早稲田に集合AACTIVITY
国際化学オリンピック

大隈講堂で閉会式

　理工学術院が主催する小中学生の
ための科学実験教室が8月4日に開催さ
れ、約1,000名の来場者でにぎわいまし
た。「ユニラブ」という名称は、University 
Laboratoryから生まれた造語です。

　実験や工作を自ら体験することを通
じて、小中学生が科学・技術に対する興
味や関心を高める機会を提供するとと
もに、広く大学を社会に公開することを
目的とし、1988年より毎年開催され今年
で23回目を迎えました。今年の実験教
室は25項目が開講され、メイン会場であ
る西早稲田キャンパス63号館では、実
験体験コーナーの申し込みに多くの子

どもたちが行列を作り、楽しみながら科
学への関心を深めました。

小中学生向け
「ユニラブ」開催

世界各国からの出席者たち

実験に挑戦する子どもたち

入賞者を称える白井総長
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　将棋の7大タイトル戦の一つ、第51期
王位戦（七番勝負）の第6局が9月1、
2日、神奈川県秦野市で行われ、挑戦

者の広瀬章人
六段（写真）が
深浦康市王位
を破り、タイト
ルを奪取しま
した。広瀬さ
んは教育学部
数学科に在学

中で、現役大学生が将棋の7大タイトル
を獲得するのは初の快挙です。広瀬さ
んは、今回の勝利により七段に昇段し
ました。
　また、10月11日に島根県出雲市内で
行われた出雲全日本大学選抜駅伝で
は、本学競走部が14年ぶり2度目の優
勝を果たしました。レースは、出雲大社
前から出雲ドーム前までの6区間（44.5
キロ）で行われたもので、本学は、6名
中4名が区間賞の快走で、他大学にトッ

プを譲ることなく襷をつなぎ、2時間10
分5秒の大会新記録でゴールしました。

　昨秋から今夏にかけ、本学各キャン
パスで映画「ハナミズキ」と「ノルウェイ
の森」の撮影が行われました。
　土井裕

のぶひろ

泰監督（88年政経卒）がメガ
ホンをとり、早稲田・戸山両キャンパスな
どで撮影した「ハナミズキ」は8月に公
開され大ヒット。北海道から念願の早稲
田大学に合格した主人公が、幼馴染や
大学の先輩とのふれあいを通じて成長
する姿を描いた純愛ストーリーで、進学
からニューヨークの小さな出版社で編
集者として働くまでの10年間を描いて
います。映像制作やデジタル映画システ

ム、映像プロデュースなどを研究する大
学院国際情報通信研究科の学生たち
が撮影を手伝い、指導の安藤紘平教授
も教授役で出演しています。
　一方、村上春樹氏（75年一文卒）の世
界的ベストセラーが原作の「ノルウェイ
の森」は早稲田・戸山・西早稲田各キャ
ンパスで撮影が行われ、大隈庭園でク
ランクアップ。主人公をめぐる喪失と再
生の物語が、トラン・アン・ユン監督により、
幻想的な映像美で紡ぎ出されています。
　小川真司プロデューサー（87年法卒）
によれば「現在の早稲田大学の姿は、

小説が舞台とする時代とだいぶ変化し
ていますが、その中でも往年の姿を残し
ている場所を選んで撮影しました。どこ
も映画の重要なシーンとして登場します
ので、監督によって生み出された映像美
を、どうぞ楽しんでください」とのこと。
12月の公開が待たれます。

学生の活躍光る

将棋「王位」獲得の快挙、出雲大学駅伝は独走で優勝

Ⓒ2010「ノルウェイの森」村上春樹／
アスミック・エース、フジテレビジョン

３号館脇での撮影の様子

AACTIVITY

UUNIVERSITY
　本学創設者・大隈重信が描かれ
た硬貨が発行されることとなりまし
た。地方自治法施行60周年を記念し、
2008年から47都道府県のデザインを
あしらった記念硬貨が発行されてお
り、今回は佐賀県分の硬貨2種類とな
り、同県を代表する人物として大隈が
選ばれたものです。

　千円貨幣には「大隈重信と伊万里・
有田焼」、五百円貨幣には「大隈重信
と佐賀錦・鹿島錦」の図柄が描かれて
います。発行は来年の1月頃（千円貨
幣は11月頃から事前申込開始）の予
定です。

地方自治法施行60周年を記念

大隈重信が描かれた硬貨発行

地方自治法施行60周年記念貨幣の販売状況
造幣局URL▶http://www.mint.go.jp/prefecture/

千円プレミアム型銀貨幣
「大隈重信と伊万里・有田焼」
（純銀、カラーコイン、直径40mm）

（表）

五百円貨幣
「大隈重信と佐賀錦・鹿島錦」
（ニッケル黄銅など、直径26.5mm）

（表）

早稲田のキャンパスで撮影した映画２作品

「ハナミズキ」「ノルウェイの森」相次ぎ公開UUNIVERSITY

観衆に応えて万歳する監督と選手たち
Ⓒ早稲田スポーツ新聞会



　留学センターは各国から学生が集うキャンパスの
実現、そして本学の学生が留学しやすい環境作りを目
的として活動しています。具体的には海外提携校の拡
大や各種留学プログラムの策定が主な業務です。
　近年、日本の学生は留学に行きたがらないという
話を耳にすることがあります。確かに日本での生活水
準は世界的に見ても高いレベルにあるでしょう。社会
インフラは整備されており、失業率も相対的に低い。
あえて留学という冒険をしなくても日本で生活して
いれば十分ではないか、学生たちがそう考えるのも
無理はありません。しかし、少し視点を変えてみると
日本の違った姿が見えてきます。例えば一人当たりの
GDPはすでに同じアジアのシンガポールに抜かれま
した。また発展途上国における存在感についても、中
国や韓国の台頭により相対的に低下しているのが実
状です。多くの日本企業は強い危機感を抱き、生き残
りをかけて競争に臨んでいます。いまや日本は決して
安穏な生活ができる楽園ではないのです。
　私はそんな日本の姿、そして自分自身の力を客観的
に感じるためにも留学が必要だと思っています。ここ

で以前私が主催していたゼミの話をしましょう。数年
前のことですがタイのタマサート大学の学生たちと交
流する機会がありました。タイの学生が日本について
の研究を英語で発表したのですが、英語力、知識量な
どで私のゼミの学生たちは圧倒されていました。あま
りのレベルの違いに学生たちはショックを受けていま
したね。早稲田大学は日本では高い評価を受けてお
り、就職にも恵まれています。しかし一歩世界に出れ
ば、自分の本当の実力が問われるのです。本学では
留学する学生の数は減っていませんが、今後国際化
がさらに進行することを考えると、もっと多くの学生
に留学や海外経験を積んでほしいと考えています。

　かつて留学と言えば一大事でしたが、現在は学生
にとってかなり身近な存在になったと感じています。
最近では留学を斡旋する企業・団体も増えてきまし
た。その中で当センターの強みはやはり協定校の多さ
とプログラムの多彩さでしょう。現在、協定校の数は
世界各国に600校以上、そのうち約半分の
304校に留学することが可能です。
またプログラムについては、

グローバル化が進む現在、留学の意義は何か、留学する学生のために留学センターにはどのようなミッション
が求められているのか、白木所長にお話を伺いました。（2010 年 9 月 3 日取材）

Part.1　インタビュー

日本を、そして自分の力を、
客観的に見つめ直すために

留学センターは
最初の一歩を踏み出すための手段

グローバルに活躍できる国際人を育成することが、大学に求められる使命のひとつです。
早稲田大学では、世界のどこをも学びの場とする「グローバルキャンパス」を目指しています。
多彩な海外学習プログラムと、大学としてのサポート体制などを紹介します。

Special Report
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現地の企業や国際機関のOECD（経済開発協力機
構）でインターン経験を積めるものから大自然を満喫
できるものまで1,000以上のコースがあります。
　実は私自身、学生時代に長期にわたって外国を旅
行したことがあります。当時は今のようにしっかりと
したプログラムはなく、すべての手配を自分で行いま
した。私見ではありますが、当センターを利用せずに
留学するのも一つの方法だと思います。なぜなら多く
の苦労を経験する中で身に付く能力もたくさんある
からです。しかし効率や安全性など、留学のハードル
が高いと感じたならば、ぜひ当センターを活用するべ
きです。プログラムには気軽に参加できる短期間の
コースも数多く揃っています。一度海外経験を積むこ
とで、より長期のプログラムに興味が湧くかもしれま
せん。大切なのは、まず行ってみること。留学センター
はそのための手段の一つなのです。

　留学ではさまざまな文化や考え方に触れる機会が
あります。それまで生きてきた社会と違う環境で過ご
すことで、柔軟性やたくましさが身に付くことこそ留
学のメリットだと私は考えています。
　残念ながら、日本の企業は留学に対する評価がま
だ低いのが現状です。しかし近年、企業ではダイバー
シティ、つまり多様な人材の必要性が増してきまし
た。海外で仕事をしたり、違う国の人 と々仕事をする
機会が増えることを考えると語学力はもちろん、柔軟
性やたくましさは必須の能力になるでしょう。私は文
部科学省から支援を受け、ある調査をしたことがあり

ます。その調査とは企業が実施する海外プロジェク
トが成功する条件について。3,000以上の

ケースを調べて判明したことは、プロ

ジェクトリーダーが過去に海外勤務の経験があると
成功率が飛躍的に高まるということでした。ビジネス
パーソンが海外経験を持つ必要性がデータでも実証
されたわけです。ですから学生の皆さんには今一度、
海外に目を向けてみてほしいと思います。
　短期プログラムは気軽に参加できるものですが、
長期留学については「自分が何のために海外に行く
のか」ということをよく考えてほしいと思います。目的
によって国や大学も違ってくるからです。ここで注意
したいのが、大学をブランドで選ばないことですね。
世界的に有名な大学は大半が研究面に重点を置く大
学。海外経験を積むという観点で言えば、教育を重
視する小規模の大学で勉強した方がよっぽど有益な
ケースが多いと思います。大学選びはぜひ慎重に行っ
てください。
　本学では留学をはじめとした海外経験の推進を
積極的に始めています。今後は授業などでも海外経
験の機会が増えていくでしょう。学生の皆さんが「世
界」を意識しながら学べる環境を充実させるため、当
センターでも活動を加速させていきます。

イギリス（115）
フランス（50）
ドイツ（37）
イタリア（25）
スペイン（18）
スウェーデン（14）

カナダ（45）
アメリカ（382）

その他（64）
台湾（13）

シンガポール（12）
中国（98）

韓国（19）

オーストラリア（25）

企業で必須となりつつある海外経験

PROFILE
しらき・みつひで
1951年生まれ。早稲田大学政治
経済学部卒業後、同大学院経済
学研究科博士後期課程修了。博士
（経済学）。国士舘大学政経学部助
教授・教授などを経て、1999年4
月より早稲田大学政治経済学部教
授。2005年より同大学政治経済
学術院教授。労働政策審議会委
員、国際ビジネス研究学会副会長
などを兼務。

●国別で見る海外留学生数
　（2009年度実績）

※�交換留学、ダブルディグリー・プログラム、ISAプログラム、TSAプログラム、
私費留学のみ。短期留学は含まれません。
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　2005年、国際教養学部の開設を皮切り
に、本学ではより一層、海外学習に力を
入れています。海外学習には、留学をはじ
め、語学学習や体験型学習などさまざま
な学習プログラムがあります。それぞれの
プログラムの特徴と、海外学習を体験し
た学生からのメッセージを紹介します。

実習先 科目名

アメリカ Trans-Pacific Leadership

インド インド“白い革命”から学ぶ途上国の農村開発

オーストラリア 持続可能な生活スタイル論

韓国 フィールド韓国学

カンボジア カンボジアの文化遺産の保全と村づくりへの
国際協力実習

タイ 海外フィールドスタディ（タイ）

中国

実践的中国研究入門

北京コミュニケーション中国語

中国伝統法と日本

ドイツ 感性と文化

ミクロネシア・ヤップ州 持続可能な社会と市民の役割

ラオス・タイ 東南アジアの開発問題とNGOの役割

学部・学年を問わず海外実習ができる副専攻制度
　本学では、学部の枠を超えた総合的な教育の実現を目指してオープン教育センターを設置し、多彩なテーマスタディ

（全学共通副専攻）を提供しています。学生は学部・学年に関わらず興味のあるテーマを自由に選択できます。このテー
マスタディのなかには、海外で実習のある科目が設けられており、海外の大学で現地の語学や文化を学習・体験するこ
とができます。

0

500

1,000

1,500

2,000

交換留学プログラム

TSA プログラム

ISA プログラム

ダブルディグリー・プログラム

私費・奨学金による長期留学

留学センター短期プログラム

エクステンションセンター短期プログラム

オープン教育センター海外実習

（人数） 交換留学プログラム

TSAプログラム ※（P14参照）

ISAプログラム  ※（P14参照）

ダブルディグリー・プログラム

私費・奨学金による長期留学

留学センター
短期プログラム

エクステンションセンター
短期プログラム

オープン教育センター
海外実習

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
（年度）

1,032

1,340

1,616
1,718 1,651 1,652 1,667

学習・体験型プログラム（オープン教育センター）1
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Part.2　海外学習プログラムのご紹介

海外で実習するオープン科目例（2010年度実施）　

※一部抜粋。

派遣留学生の推移

※ 2009年度よりエクステンションセンター短期プログラムの一部が留学センター
短期プログラムに移行しました。

　タイのタマサート大学の学生とのルームシェアと聞

いて、初めは上手くコミュニケーションがとれるか不安

でした。しかし、現地の学生の高い語学力と優しさに

助けられ、国境を越えたとても大切な友達ができました。私たちが宿泊したタ

マサート大学のランジットキャンパスは、自然に囲まれたとても過ごしやすい

場所でした。キャンパス内には水牛やワニな

ど、日本の大学では決して見ることのない動

物もたくさんいて驚きました。また、タイのス

ラム街など旅行では決して訪れることが

できないような場所に行き、より深くタイ

について学ぶことができました。

フィールドスタディ（タイ）
国境を越えた
大切な友人ができました
高橋美香さん（文学部4年）

リアル
体験記

　タイのタマサート大学の学生とのルームシェアと聞いて、初めは上手くコミュ

ニケーションがとれるか不安でした。しかし、現地の学生の高い語学力と優し

さに助けられ、国境を越えたとても大切な友達ができました。私たちが宿泊し

たタマサート大学のランジットキャンパスは、

自然に囲まれたとても過ごしやすい場所でし

た。キャンパス内には水牛やワニなど、日本

の大学では決して見ることのない動物もたく

さんいて驚きました。また、タイのスラム街な

ど旅行では決して訪れることができないよう

な場所に行き、より深くタイについて学ぶこ

とができました。

●フィールドスタディ
タイ・タマサート大学
2010年8月22日〜 9月1日（11日間）

国境を越えた
大切な友人ができました
高橋美香さん（文学部4年）

体験記



留学先で現地の学生と一緒に挑戦する
　交換留学は長年実施されている伝統的なプログラムで、本学と留学先の大学の学生が交換で留学します。本学では
アメリカ、中国、ヨーロッパはもちろん、アフリカの大学など70を超える国と地域、約250の大学と協定を結んでおり、国
内の他大学と比べても留学先の選択肢は非常に豊富です。
　留学先の大学では、現地学生と同様に正規科目を履修し、授業を受けます。なかには初日からディスカッションをす
るプログラムもあり、比較的高い語学力が求められます。そのため、自主性があり、留学意識の高い学生に選択される
傾向があります。また留学人数は、1校あたり1 〜 3名と少数です。留学先で現地の学生と通常科目に挑戦したいという
学生のニーズを満たしています。

国名 派遣先大学名

アメリカ
カリフォルニア大学 バークレー校

コロンビア大学、ジョージタウン大学

イギリス
オックスフォード大学ハートフォードカレッジ

ロンドン大学東洋アフリカ学院

ウガンダ マケレレ大学

オーストラリア オーストラリア国立大学、メルボルン大学

カナダ トロント大学

韓国 高麗大学校

シンガポール シンガポール国立大学

スペイン サラマンカ大学

台湾 国立台湾大学

中国 清華大学、復旦大学、北京大学

ドイツ ボン大学

フランス パリ政治学院、フランス高等師範学校

ブラジル サンパウロ大学

本格的な留学プログラム（留学センター）2
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※一部抜粋。他にも70を超える国・地域、約250の大学と協定を結んでいます。

交換留学制度による主な留学先大学（2010年度実施）

Special Report

　留学、それは「荒ぶる」早大生であっても不安なもの。単なる海外旅行と違っ

て、日常生活自体を異国に移すという大イベントです。私も入学当初は留学を考

えていなかったので、期待と不安でいっぱいでした。それでも留学センターに通

いながら情報をかき集め、留学に飛び

立ったのを思い出します。今思えば、留

学を思い立った時点から飛び立つまで

の時間が、実は異国の地で培った精神

力や対応力、刺激的で忘れられない思

い出と同じくらい貴重で、自分を成長さ

せたのだと気付かされます。

「留学に　行って悔い無し　我が人生」。

　私にとって留学は、それまでの視野を広げ、将来の可能性を広げてくれまし

た。語学力の向上はもちろん、「自信」を与えてくれるのも留学の魅力です。いろ

いろなことにチャレンジし、在学中は学生時代にしかできない留学をしてほし

いと思います。また、留学先

で得た人脈は生涯を通して

の宝物です。今後もっと多く

の早稲田生が海外に出て、視

野と可能性を広げることで、

早稲田のみならず日本の学

生の質が上がると良いと思い

ます。

●交換留学プログラム
韓国・漢陽大学校
2005年3月〜 2006年2月

留学を思い立った時から
すべてが自分を成長させる
谷中謙一さん（社会科学部卒、外資系商社勤務）

●交換留学プログラム
アメリカ・ペンシルバニア大学
2006年8月〜 2007年5月

視野と、将来の可能性が広がる
学生時代にしかできない経験
岡崎恵子さん（国際教養学部卒、外資系金融勤務）

　私の留学先は、世界中から教授と学生が集まるイタリアの小さな島の上の国

際大学。特殊な環境だけに、出逢う人や見える景色、ここでしかできない体験す

べてを自分の成長につなげるよう、意

欲的に行動するクセがついたと感じ

ます。授業やフィールドワーク・旅行

はもちろん、特に寮を出てイタリア人

学生とルームシェアをして、現地の生

活に自分から入り込めたことで「自分

から行動を起こせば必ず得るものが

ある」と実感することができました。

●交換留学プログラム
イタリア・ヴェニス国際大学
2008年9月〜 2009年6月

ここでしかできない体験を
自分の成長につなげる
牧野祥子さん（国際教養学部4年）

体験記 体験記
OG OB

体験記



グローバル人材を育成する、一歩進んだ制度
　本学と留学先、両方の大学の学位を取得できるプログラムです。EU（欧州連合）などでは大学間交流協定などの
ネットワークが整備されているため、活発に行われている制度ですが、日本で実施している大学はまだ少数です。
グローバルな人材育成を担う大学として一歩進んだ制度と言えます。
　このプログラムの背景には、大隈重信が掲げた「東西文明の調和」という思想に基づいて作られた目標「アジア太
平洋地域における知の共創」があります。アジア太平洋地域に根ざした人や知識の交流により、新しい理解や考え、国
際的な潮流を創り出そうと考えています。
　本学ではアジア地域の4校と協定を結び、5つのプログラムを設置し、より意識の高い学生へ門戸を広げています。
現在の協定は4校ですが、今後はアメリカやEUの大学などとの協定も視野に入れています。
　留学先大学の学位を取得するため、現地の言語に対する高度な読解力、聴解力、会話力が必要です。

大学名 人数
北京大学 11
復旦大学 7
シンガポール国立大学 5

2010年度派遣実績

ダブルディグリー・プログラム 一覧

※2010年度後期派遣学内募集情報より抜粋。

プログラム名 受け入れ学部名 期間
北京大学 国際関係学院 1 年
復旦大学 新聞学院（ジャーナリズム学部） 1 年
台湾大学政治系 社会科学院政治学系 1.5 年

台湾大学管理学院
管理学院、會計學系、工商管理
學系（企業管理組・科技管理組）、
財務金融學系、國際企業學系

1.5 年

シンガポール国立大学 2 年

　一部の学部・研究科では独自に海外の大学と協定を結
び、専門性に合わせた教育プログラムを設置しています。
それらのプログラムについては各学部・研究科ごとに選
考が行われます。

箇所間協定プログラム

本格的な留学プログラム（留学センター）2
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● TSA（Thematic Studies Abroad）プログラム
まずは実行、現地で語学を学ぶ
　海外に留学し、現地で語学を学ぶことができる本学独自の
留学プログラムです。2005年よりスタートし、約30の大学に年
間約400名の学生を送り出しています。留学先では、半年間語
学を学び、半年後から現地学生と同様に授業を受ける仕組み
になっています。なかには、語学を学ぶために本学学生のみ
の特別クラスを設けているプログラムもあり、語学力に自信が
なくても安心して留学できるプログラムです。

● ISA（Individualized Studies Abroad）プログラム
学生に魅力的な世界の名門大学で学ぶ
　交換留学の協定大学以外の大学への留学が可能なプロ
グラムです。約30の大学と協定を結び、2009年度は約120名
の学生を送り出しています。ペンシルバニア大学やオックス
フォード大学などの名門大学とも協定を結んでおり、より専
門性の高い教育を受けることが可能です。現地コーディネー
ターのサポートのもと、現地学生と同様に授業を受けます。そ
のため、このプログラムを受けるには比較的高い語学力が必
要です。

語学力に合わせて学べる
留学プログラム

　シンガポール国立大学（以下NUS）では、ダブ

ルディグリー・プログラム生として、NUS生と同じ

か、それ以上の勉強量をこなし、なおかつ好成績を

維持しなければいけません。どれだけ事前準備を

しても足らず、また、NUS生の勉強に対する熱意に

は圧倒される時もありました。しかし、大学生とし

て学問に徹することや、専門知識を極めることの

大切さを知りました。学業とサークルなど、課外活

動との両立も大変ではありましたが、その一つひ

とつの苦労が今後のプラスに必ずつながると信じ

ています。������������※�今年の9月から5年生です（2年の留学で卒業が1年延びました）。

●ダブルディグリー・プログラム
シンガポール国立大学
2008年8月〜 2010年5月（2年間）

学問に徹し、
専門知識を極める大切さを学んだ
田中たくまさん（国際教養学部5年）

　中国との出会いは1年の春休みに1カ月間、留学センターの短期プログラム

で北京大学を訪れたときでした。政治体制も文化も人もまったく違う中国に

圧倒され、この国でもっと学びたいと思いま

した。

　「答えはひとつではない」。2年後、ダブル

ディグリー・プログラムで北京大学に留学し

て一番感じたことです。日本から見た国際関

係と中国から見た国際関係では違いがあり、

非常に興味深いと思いました。どちらが正し

いというものではない。一つの方向でなく、

多面的に考える重要性を学びました。

●ダブルディグリー・プログラム
中国・北京大学
2007年9月〜 2008年8月

中国で学んだ
多面的に考えることの重要性
村田晃一さん（商学部卒、商社勤務）

体験記 体験記
OB



留学への導入、短期間からスタート
　春季・夏季に集中して、語学・文化体験を履修するプログラムです。期間が短く、比較的参加しやすいため、長期留学
への導入として活用されることが多いです。
　なかには、語学を学んだのち山に入り、サバイバルな状況のなかでリーダーシップを学ぶという異色なプログラムや、
ラボに入り研究室の一員として実習する、理系の学生に適したものもあります。

短期留学プログラム例

国名・地域名 拠点 プログラム名 参加人数

春
季
プ
ロ
グ
ラ
ム

ウズベキスタン 世界経済外交大学 中央アジア・シルクロードの旅
ウズベキスタン文化体験研修 16 日間 10

オーストラリア クイーンズランド大学 英語研修 23 日間 18

韓国 高麗大学 朝鮮語研修 21 日間 5

中国 北京大学 中国語研修 29 日間 27

夏
季
プ
ロ
グ
ラ
ム

アメリカ
カリフォルニア大学ロサンゼルス校エクステンション アカデミック英語研修 43 日間 31

City of Hope 研究所 バイオ実験体験 43 日間 2

イギリス

オックスフォード大学 英会話 & 文化研修 21 日間 44

ケンブリッジ大学 英会話 & 文化研修 22 日間 21

ケンブリッジ大学 サマースクール 22 日間 29

カナダ
ブリティッシュコロンビア大学 英語・文化研究 22 日間 29

ユーコンカレッジ カナダ・ユーコン原野で学ぶ！
アウトドア&リーダーシップ・プログラム17 日間 10

韓国 漢陽大学校 朝鮮語・文化研修 27 日間 2

中国
復旦大学 中国語・文化体験 29 日間 25

北京大学 中国語研修 28 日間 14

※ 短期留学プログラムを一部抜粋。2009 年度の海外留学者数。

　具体的な事例では、2010年、校友会125周年記念事業として、高麗大学（韓国）へ4泊5日で学生訪問団
を派遣したプログラムがあります。学生たちはホームステイをし、現地の学生と交流し、模擬講義を受ける
など、さまざまな文化体験をしました。学生が本格的な留学をする前の導入として利用できるよう、このよ
うな短期間プログラムを提供していく予定です。

超短期留学

その他のプログラム3
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Special Report

　今回の留学経験を通して一番強く感じたこと

は、私たち日本の大学生は、世界の大学生間の

熾烈な競争にさらされているということ。換言す

れば「現状維持では負ける」ということです。私

はこの留学プログラムで多くの海外の友人を作

ることができた一方で、強烈な焦燥感と危機感

を経験しました。これは今後の勉学への姿勢に

大きく影響するものとなりました。また留学セン

ターの統計データはこの大学の歴史の理解に大

きく役立ちました。

●超短期留学
Hong�Kong�Budding�Scholarship�Program�
2月15日〜 2月21日、3月22日〜 3月28日

世界の大学生を知り、
今後の大学生活に刺激を受けた
井端 康さん（政治経済学部3年）

　憧れの留学では、実際に自分の目で見て体験することの重要性を学びまし

た。実際に現地に行き、現地の人々に出会い、他国の文化を肌で感じることが

できた3週間は、視野を広げる良い機会で

あったと実感しています。語学学習だけで

はなく、ロンドンの歴史や芸術に触れたこ

とは、何ものにも代え難い貴重な体験とな

り、今後の人生で大きくすばらしい財産とな

るに違いありません。留学に関わってくだ

さったすべて

の方々に感謝

いたします。

●短期留学プログラム
イギリス・ユニバーシティ�カレッジ�ロンドン英語研修
2010年2月21日〜 3月14日（22日間）

自分の目で見て、
肌で感じた海外の文化
安西葉澄さん（スポーツ科学部3年）

体験記 体験記



● 海 外ゼミ

海外の学生から刺激を受ける、
ゼミのグローバル化
　ゼミ単位で海外に行き、合宿や、ワークショップを
行います。グローバル化を意識した教育プログラムであ
り、さまざまな学部で行われています。特に政治経済
学部、社会科学部、理工 3 学部、人間科学部、文学部、
大学院国際情報通信研究科などでは多くのゼミが海外
で実習をしています。教員が大学に申請することで支
援を受けられるなど、さらなる普及を目指した支援体
制を構築しています。

［プロジェクト例］

その他のプログラム3
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● 国 際コミュニティセンター（ICC）

学生の学生による異文化コミュニケーション
　国際性豊かな本学の特徴を生かし、キャンパス内で
の異文化交流を目的に国際コミュニティセンター（ICC）
を設立。学生が主体となり、スポーツ・イベント、アカ
デミック・イベント、日本文化紹介企画などさまざまなイ
ベントを提供しています。国、文化の枠を超えた交流が、
新たな価値観、文化の創出につながっています。

● 国 際 機 関での就 業 体 験

真のグローバル人材を目指し、
リアルな経験を積む
　本学では経済協力開発機構（OECD）とインターン
シップ協定を結び、大学院生を対象に海外での本格的
な就業体験の機会を設けています。参加者には語学
力だけではなく専門的な知識も求められます。
　学部生対象としては、TSA プログラムのオプション

（北京大学とボン大学のみ）として、三井物産やみず
ほ銀行など日系企業の海外拠点での受入実績がありま
す。これは本学卒業生の親睦団体である稲門会の協
力のもと、卒業生の勤める海外拠点で現地での仕事や
生活の様子を学べるもので、将来の海外駐在を視野
に入れている学生に向けた本学の特徴あるプログラム
です。
　他に、キャリアセンターのプログラムでは JETRO や
JICA の海外事務所での受入実績があり、独自プログ
ラムを持つ学部・大学院もあります。

● 国 際ボランティア体 験（WAVOC）

国際社会への貢献、
学生主体のプロジェクト
　WAVOC（早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセ
ンター）では、ボランティアに関するさまざまな科目や
プロジェクトを提供しています。国際社会に貢献する
人材育成を目的に体験的学習科目を設け、国内外の

「現場」（下表参照）で実際にボランティア経験ができ
る機会を提供しています。また国内外で 30 を超えるボ
ランティアプロジェクトが行われ、学生が活動の企画・
運営の主役となり主体的に取り組んでいます。

●WAVOC�URL

http://www.waseda.jp/wavoc/

国名 プログラム名 目的・目標

ケニア ケニア社会林業
プロジェクト

ケニアでの日本の緑
の国際協力やケニア
の社会問題を見る。

タンザニア エコミュニティ・
タンザニア

ゾウによる農作物破
壊の問題を解決し、
地域住民との共存を
目指す

中国
（広東省、
　湖南省）

ハンセン病問題支援
（学生NGO 橋～ QIAO ～）

ハンセン病に対する
差別、偏見の撲滅及
び啓発活動

　NGOでのインターンが中心だったフィリピン留学。

経済面、文化面…あらゆる部分で「異なる」人々との仕

事は難しかったけれど、帰国の際は抱き合いながら号

泣していました。「人間はここまで違っていても分かりあ

える」と肌で感じられたことは、大きな大きな財産です。

現在は、国際コミュニティセンター（ICC）の学生スタッ

フとして活動する私。異文化交流イベントを企画するな

かで、フィリピンでの経験が原動力となっています。

●交換留学経験を活かし、国際コミュニティセンター（ICC）で働く
フィリピン大学　交換留学
2008年6月〜 2009年3月

国、文化が異なっても、
人間は分かり合えると感じた
加藤真理子さん（国際教養学部4年）

体験記

　本学では留学に興味のある方を対象に「留学フェア」を開
催しています。翌年度の留学出願に関する説明会や、学生留学
アドバイザーによるパネルディス
カッションなどを行い、留学の魅
力を紹介。個別の相談ブースも設
け、全力でサポートしています。

春と秋に開催「留学フェア」

2010年10月2日 に
行われた「留学フェ
ア」の様子



　早稲田大学では年間約 1,500 名もの学生が、派遣
留学プログラムを通じて海外へと旅立っています。私
たちの役割は、学生がスムーズに海外へ行けるための
サポート。提携校の紹介をはじめ、予算や留学計画の
立て方、単位についての相談など幅広い支援を行って
います。
　海外学習プランには数日間のものから1 年間にわた
る長期の留学までさまざまなコースが存在しますが、
やはり半年間以上の留学に関しては必要な準備も多い
ので、我々も重点的にサポートしています。その中で
も特に相談が多いのは、留学の予算に関することで
すね。本学には派遣留学プログラムに参加する学生
に給付される奨学金、校友会から給付される奨学金
など複数の給付奨学金制度があります。この他に、日
本学生支援機構による貸与の奨学金などもあり、各
学生の条件に合わせて説明を実施しています。今や留
学は一部の限られた人だけのものではありません。留
学する学生のうち約半分ほどは、何らかのかたちで奨
学金制度を利用しているのが現状です。それから単位
取得に関する質問も多いです。海外で取得した単位に
ついては学部によって認められる基準が違うため、各

学部事務所への問い合わせを促していますが、卒業
までの計画にどのように留学を組み入れられるかをア
ドバイスしています。過去の実績などから判断すると、
近年では全体的に留学で取得した単位も本学の単位と
して認められやすくなっていると言えるでしょう。

　長期留学においては、大学選びの相談や語学
の準備教育といった留学前のサポート、留学中の
24 時間対応のサポートデスクや危機管理情報の
発信など、段階に応じてさまざまなサポートを受
けることができます。最近は留学の斡旋業者など
も増えていますが、留学センターのサポートは質・
量ともに充実しているのでぜひ利用していただき
たいですね。あらかじめ語学力をつけておくと留
学の効果も高まるため、準備教育にも力を入れて
います。さらに各学部と連携して、学生が入学後
すぐに留学を意識できるような取り組みを行って
いきたいと考えています。また留学を終えた学生
の体験を数多く集めることで、当センターの情報を拡
充させていく予定です。
　学生の皆さんが「海外で学んでみたい」と思ったら、
一度は当センターを訪れてみてください。最初は漠然と
した思いであっても、行ってみたい国や生活イメージな
どを我 と々話していくうちに、少しずつ留学の具体的
なイメージが固まってくるかもしれません。楽しいこと
だけでなく、もちろん苦労もあると思いますが、だか
らこそ、留学は自身を大きく成長させるチャンスです。
我々も全力でサポートを行いますので、ぜひ未知なる
一歩を踏み出してほしいと思います。

予算、留学計画の立て方。
留学に関するあらゆる不安に対応

さらなるサポートの拡充を行っていく
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Part.3　充実した海外学習の実現をサポートする留学センター

国 際 部 学 生 交 流 企 画 課

兼留学センター

山田英貴さん

留学に関連する出版物

Special Report

留学センターのサポート（1年間留学する場合）
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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。

とよとし・なおゆき
1936年生まれ。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。1958年、大阪商
船入社。1960年、アルゼンチンに渡り、S.Tsuji SA入社。1969年、パラグアイ
に移住し、Toyotoshi S.A（自動車輸入販売会社）設立。その後、パラグアイ
共和国で河川運輸、牧畜、携帯電話オペレーション、自動車用皮シート製造な
どの多角的な事業を展開。また、フランス、カナダにも自動車輸入販売会社を
設立して、Toyotoshiグループを築く。2009年より現職。

日本で生まれ育った日系一世にも関わらず、豊歳直之さんは今、パラグアイ共和国の全権大使を
務められています。これは、豊歳さんが現地で勝ち得た信頼があればこその異例の抜擢。
波瀾万丈の道のりをひもとくとともに、本学へのメッセージをいただきました。

—学部時代の思い出をお聞かせください。

　楽しくて、いい思い出ばかりです。同級生

の友達といっしょに、麻雀や囲碁をしたり、

旅行に行ったりしていました。その中で、今

となって重要だったと思うのは、新宿の紀伊

國屋書店で、平凡社の『世界地理体系 中

南米編』という本に巡り会ったことです。当

時の日本は戦後間もない貧しい時代。写真

入りで掲載されていた中南米の豊かな国々

に、強い憧れを抱きました。 

—南米行きを実行に移された経緯を教

えてください。

　何としても中南米に行ってみたいと思っ

ていたのですが、当時の海外移住は狭き門

です。大学の移住研究会に入って先例を見

たところ、方法は集団計画移住に参加する

か、現地の日系人に呼び寄せてもらうかと

いう、2つしかありませんでした。しかも、東

京出身で農業経験のない私には集団計画

移住で農業をすることは考えられず、残る道

は1つです。年に一度開かれる、海外日系人

協会の集まりへ行き、呼び寄せてくれる人

を探しました。

　その集まりで出会った現地企業の方に

は結局断られてしまったのですが、それでも

あきらめきれませんでした。その後も、大阪

商船で働きつつ、その方と定期的に連絡を

とり続けました。そして、社会人になって2年

が経った頃、その方が勤める現地企業の社

長にお会いする機会があり、やっと呼び寄

せる承諾をいただくことができたのです。

　ただし、何の技術ももたない人では難しい

という社長の指示により、まず3カ月間日本

の鳴海製陶という会社で研修をすることに

なりました。そのため、渡航の際、私のパス

ポートの職業欄には「エンジニア」という肩

essage to the next generation
M

駐日パラグアイ共和国特命全権大使 

 豊歳直之さん
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書きがつきました。技術者としてアルゼンチ

ンへ行くことになったのです。

—渡航後はどのような仕事をされたので

すか。

　アルゼンチンでは約9年間、おもちゃや

陶磁器をもってセールスをしました。しか

し、ある日パラグアイ行きの水上機を見た

とたん、向こうはどんな国なんだろうと行き

たくなってしまいました。そうなると、いても

たってもいられません。その場に商品を詰

め込んだかばんを置き、次の便でパラグア

イへ。そうしたら、どの人も温かく、パラグア

イハープの音色も美しくて、すばらしい国。

すっかり気に入ってしまい、この国で仕事が

したいと会社を説得して、パラグアイでホン

ダの二輪車の輸入販売を行う仕事を始め

ました。

　そのうちに現地にたくさん友達ができた

こともあって、一大決心をしてパラグアイに

移住しました。友達といっしょに、ホンダの

自動車の輸入販売の会社を設立すること

にしたのです。その後、トヨタ車の輸入販売

を始めてからは、経営を軌道に乗せること

ができました。 

—すばらしい行動力ですね。

　行動の原点は好奇心です。新しい世界

が向こうにあると思えば、どうにかして行っ

てみたい、と思います。パラグアイで会社を

立ち上げた後も基本は変わりません。うち

の次男がアメリカの大学へ進学したときに

会いに行ったついでに立ち寄ったカナダの

街が好きになり、そこに通うためにグルー

プ会社をつくったということもありました。

—会社経営の成功の秘訣はあります

か。

　信頼はとても大切です。アルゼンチンに

いた時、商社といっしょに現地の鯛を日本

に送って販売する仕事を手掛けたことが

あります。日本のお正月に間に合わせるに

は、現地の海が荒れる8月に漁をしなけれ

ばいけません。地元漁師に頼み込んで鯛

を集め、なんとか輸出しました。ところが、

結局その鯛は色が悪いと言われ、商社に

お金を払ってもらえませんでした。現地で

はそのようなとき、漁師や冷凍業者にお金

を支払わない人もいるようでしたが、私は

それまでの全財産をはたいて払いました。

大打撃ではありましたが、それによって、地

元の方から「あいつは信頼できる」と思っ

ていただけるようになりました。次につなが

る失敗だったと思っています。

　また、車の販売の際は月賦払いで、お客

様がきちんと期日通りに支払ってもらえな

いこともよくありました。しかし、私は銀行

に借金があったので、返済は毎月の期日通

り行わなければいけません。必死でかけ

ずり回ってお金を集め、確実に返済するこ

とを心掛けました。そのおかげで銀行もま

たお金を貸してくれるようになり、会社の成

長の基盤となりました。事業を計画すると

きには大きな夢を描くことが大切ですが、

いざそれを実行するという段階では着実

にこなして周りの信頼を得なければいけま

せん。 

—その後、なぜ全権大使に就任されるこ

とになったのですか。

　パラグアイの大統領から熱心に依頼さ

れたからです。最初にその話をいただいた

時は、外交の経験がなく、何よりゴルフが

好きなだけできる今の生活を続けたいと

断ったんです。しかし、大統領は日本地図

を手に、再びやってきました。そして、「日本

にはこんなにゴルフ場があるぞ」と言うん

です（笑）。その熱意に負け、引き受けるこ

とにしました。今はパラグアイ、ひいては日

本の架け橋となるべく活動しています。 

—これからの早稲田大学に期待するこ

とは何ですか？

　期待するのは、国際交流の場としてさら

なる発展を遂げることです。私はパラグア

イの各界の指導者を育成するために、現地

で日本パラグアイ学院という小中高一貫校

を運営していますが、ここの卒業生には、

ぜひ早稲田大学など海外の学校で学んで

ほしいと考えています。また、一方で日本の

学生の皆さんにも、大学で各国の学生と出

会い、海外に興味をもってほしいと思いま

す。そして、もちろん興味のある国には、実

際に行ってみることが大切。いくら通信やメ

ディアが発達したとしても、行ってみなけれ

ばわからないことはたくさんあるはずです

　特に中南米の各国はいずれも豊かな資

源をもち、著しい経済成長を遂げている可

能性にあふれた国です。将来はグローバル

経済において存在感を増し、日本のビジネ

スパートナーとして、より重要になってくる

はずです。そのような意味でも、今中南米

に目を向けることはとても大切。学生の皆

さんには、ぜひ中南米、とりわけパラグアイ

へ一度行ってみてほしいと思います。

ご自身が運営する日本パラグアイ学院の前で
アルゼンチンに渡った時のパスポート、
職業欄は「エンジニア」
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人間科学学術院　森田裕介准教授

　昨年、本学のFDプログラムとして実施
している米国協定大学へのFD研修※2に
参加しました。クラスを見学して感じたの
は、教授が一方的に話を進めていくような
講
・

義
・

ではなく、学生とのコミュニケーション
を重視した双方向の授

・

業
・

を行っていると
いうことでした。一人ひとりの学生の知識
や経験を把握し、その上に何を積み上げ
ていくかということを明確に意識していま
す。授業中に学生にアドリブで問い掛ける
ようなことはなく、「発問」を大事にしている
ことも分かりました。授業を準備し、実践
する姿勢に、教育者としての哲学が感じら
れました。
　FD研修として、私は、実際にそのカレッ
ジで授業を行うことが求められていまし
た。まず、学生全員の名前をすべて覚え、コ
ミュニケーションをとるよう努めました。次
に、学生一人ひとりが何に興味を持って授
業に参加しているのかを理解するように
努力しました。これらは、小・中学校などの
教師の方にとっては、ごくごく当たり前のこ
とです。そんな当たり前の努力を、大学でも
すればいいということを再確認しました。  

　学生は、一人ひとり異なった個性を持っ
ています。例えば、人前で話すことが苦にな
らない人もいれば、苦手な人もいます。一方
的に講義を進めるのではなく、机間巡視を
しながら事前に声を掛けて学生の緊張を
ほぐすなど、大教室の一斉授業でも学生
の気持ちを考える必要があると思います。
　質の高い教育とは何かということを考え
てみると、学習者の個々の特性を把握し、
その学習者が自分から学びたいと思うよ
うな仕掛けを作り、自然に自分の才能を発
揮できる、または伸ばしていけるような環
境を提供することだと思います。教え込む
というより学びを支援するというスタンスで
す。大学の教員にも、授業を進める上での
心がまえが必要なのではないでしょうか。  

　大学の教育は、高校までの教育とは役
割が異なります。受け身で学ぶのではなく、
未知の問題にチャレンジする力を育てな
ければなりません。大学は、現在の文化を

継承しつつ、新しい文化を創造していく場
所であるということを学生が自覚できるよ
う、導いていきたいと考えています。
　私の授業で学生に身に付けてほしいの
は、知識だけではなく、考え方です。自分が
持っている情報に新しい情報を加え、整
理しつつ、そのネットワークを広げていくよ
うな考え方を身に着けてほしいです。授業
でも、前回教えたことと今回教えることの
関係性が視覚的にわかるよう構造図を示
しています。複雑に絡み合った問題の本
質を見極め、自分の力で解決していけるよ
うな、そんな応用力を期待しています。
　最近、同僚の教授の方から落語のCD
を借りる機会がありました。自然に引き込
まれ、最後になるほど、と思わせる落語は、
授業のヒントが満載です。噺家や、講義の
上手な先生方の真似をすることはできま
せんが、自分のパーソナリティを生かしつ
つ、個々の学生を伸ばしてあげられるよう
な教育を目指したいと思います。

※1  リベラルアーツカレッジとは
　 人文科学、自然科学、社会科学を包括する専門分野

を幅広く学ぶ4年制大学。全寮制少人数教育を特徴
とする。

※2  米国協定大学へのFD研修とは
　 国際的に通用する学習効果の高い授業運営実現を

目的に、米国における先進的な取り組みを学ぶための
約3週間にわたる派遣研修。毎年10名程度が参加し
ている。

米国のリベラルアーツカレッジ※1で
感じた教育フィロソフィー 

教えるというより、
支援するというスタンス

確かなものを積み上げ
文化を創造する大学の役割 

「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、人間科学学術院で情報コミュニケーション技術を活用した教育
について研究をされている森田先生に、北米FD研修での経験談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・方法を改善し向上する

ための組織的な取り組みの総称

プロフィール

もりた・ゆうすけ
東京学芸大学大学院教育学研究科修士課
程修了、東京工業大学大学院社会理工学研
究科人間行動システム専攻博士課程修了。鳴
門教育大学学校教育研究センター助手、長
崎大学教育学部専任講師、同助教授を経て、
2007年4月より現職。主な専門分野は、教育
工学。情報コミュニケーション技術を活用した
教育の可能性と限界を探る実践的研究。

▶電子黒板を使った授業の様子

◀研修先のアルビオンカレッジ



 Jie Liu 
Professor,

Faculty of Social Sciences 

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/

In the spring of 1982, I came from Beijing, China to Japan as a foreign student.  At the time, it China had just 
started its reform and opening up policies, so there were only a few hundred students a year going abroad to 
study.  For someone like me, who had experienced the Cultural Revolution as an elementary school student, 
being able to step on the soil of a foreign country was like dream.  As it was at a time when China wasn't 
getting on with other countries, it was a fairly daunting idea for my parents to send their child to an unknown 
country.  In spite of their worries though, I came to Japan anyway, being so curious about this country.

As foreign students were small in number and Japan had good relations with China at that time, Japanese 
strangers would often come up to me and ask me if I needed any help.  Also, I was very lucky because 
soon after I got into college, I managed to make friends who I could talk to about anything.  Every weekend, 
one of my friends came to my small apartment, bringing sushi that his mother had made for us.  We drank 
beer and always had a good time talking.

The two years studying at the college of arts and science at the University of Tokyo (Komaba) passed in no 
time. There, besides English, I studied German for two years for my language class.  But now, I remember 
nothing except that the title of the textbook was Lieb.  On moving on to the 3rd year, I had to decide my 
major.  In the beginning, I planned to go to the laboratory of Oriental (Asian) History, but since I was so 
curious about the history of Japan, I  decided to go to the laboratory of National (Japanese) History.  Since 
then, I’ve often been asked why I changed my direction of study.  The answer is I just wanted to know more 
about Japan.

With the guidance of my advisor and the senior students in my laboratory, I started and still continue to read 
handwritten historical documents in Japanese.  It was difficult, but a great experience for me.  Reading the 
letters and diaries of people from the Meji Era, and learning the special rhythmic sense in the writing, enabled 
me to understand the beauty of the Japanese language and the Japanese culture.

I chose Japanese diplomacy in the 1930s as the topic of my dissertation, and spent three years on it.  
Needless to say, this experience helped me build up the foundation of my academic career.  Even now, I 
continue to research Japanese diplomacy before the end of Second World War.

After the Meiji Restoration, Japan fervently introduced ideas from foreign country's laws, such as those from 
Europe, so as to make its own diplomatic policies and started to make connections with other countries.  
By contrast, at that time, China was focusing on fighting against the invasions of foreign countries and 
solving its own domestic problems, and so it could not really develop its diplomatic relations with other 
countries.  Another reason why Japan and China took different diplomatic paths is because Japan knew 
much more than China about international law made by Western countries. That is, China’s knowledge of 
the international law was far from adequate.  Besides, China would not abandon its China-centric world 
view.  That was another key point why China was so late in responding to the new era.  To sum up, law and 
diplomacy were the two big issues in the history of relations between Japan and China.  These are also the 
two issues that I  continue to be interested in.

Most of the symposiums that I have attended in the past few years have been related to how to bring 
countries in East Asia together to have a common perception of history.  In the past two decades, Japan 
has repeatedly stood in opposition to China and Korea, with it's different interpretation of history.  As a 
result, the relations between Japan and China have deteriorated greatly on the level of politics and how 
citizens of the two countries feel about each other.  The perception of history plays an important role in the 
recent conflicts over the Senkaku Islets, too.  In order to stabilize relations between Japan and China and to 
bring peace to the East Asian region, I call on Japan, China, and Korea to make greater efforts than before 
in conducting conversations on history through various channels.

As for the message that I want to pass on to the students the most, it is “to know about Asia and to know 
about the world.”  There are many Chinese and Asian students who come to Japan; on the contrary, it is 
seldom the case that Japanese go overseas to other Asian countries to study.

From what I have heard, many students do not like China, which has been pushing ahead with greater 
and greater confidence in the global community thanks to its economic 
growth.  But doesn’t that give us all the more reason to know more about 
China?  What are China's future plans?  How will the world change with the 
rise of China?  I want students to find out the answers to these types of 
questions by themselves, out of curiosity, and not being influenced by the 
mass media.  As far as I am concerned, if the Japanese do not know their 
giant neighboring country well enough, there is no future for Japan.  To know 
Asia means to plan for your own future.  As Waseda University is one of the 
leading universities in Asia which sends out messages to the world, I expect 
you, the students of Waseda, to keep your eyes open for Asia.

T o Know About Asia and 
to Know About the World 

Joining the training program at the Hong Kong University  
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企業の採用担当者に就職活動の最新事情や、普段どのような意識で採用活動に携わっているかを

お聞きします。今回は東芝物流株式会社の魚返さんにお話を伺いました。

の

学生と進路選択

海外で経験した苦労と
挑戦にこそ本当の価値がある

　当社は東芝グループの物流を統括する会社
です。製品の梱包から、どのような輸送手段で
運ぶかといった物流システムの設計・運営を行っ
ています。業務上、以前から海外との連携で遂
行する仕事は多かったのですが、近年は東芝グ
ループ全体で海外を舞台としたビジネスが加速
しており、当社でもグローバルに活躍できる人材
がより一層求められるようになりました。実際に
2010年の新入社員のうち、その半分以上は海外
の大学出身か長期留学の経験者です。
　世間一般では「語学が堪能＝グローバルに
活躍できる人材」という認識があるように思いま
すが、当社ではそのようには考えていません。も
ちろん語学能力は高いに越したことはありませ
んが、それ以上にコミュニケーション力や柔軟
性、そして挑戦心を重視します。日本と勝手が違
う海外においては、仕事はなかなか思い通りに
進まないもの。そのような状況で必要となるの
は、日本とその国の文化や風土を理解した上で、
既成概念にとらわれず、周囲と協調・連携しなが
ら局面を打開する力なのです。
　また見落とされがちですが、グローバル人材
は健康であることも非常に大切です。海外に行
けば要人との交渉などもあり、体調を崩せば相
手に迷惑をかけるだけでなく仕事の進捗にも影
響します。海外で仕事をする上では自己管理能
力が不可欠です。語学に加え、さまざまな能力を
バランス良く兼ね備えた人こそグローバル人材と
呼ぶことができると思います。

　私は採用試験の面接なども行っていますが、
学生にはよく「自分史を話してください」と声を
かけます。留学に行った学生であれば「自分を
留学へ駆り立てたものは何か」「事前準備にど
んな努力をしたか」「自分はどう変わったか、変
えようとしたか」「学んだことを今後社会でどう
活かしたいか」といったことですね。繰り返しに
なりますが、大切なのは「何でも見てやろう、食

べてやろう」という前向きな姿勢と、状況を変え
ていくための粘り強さであったり挑戦心です。お
そらく海外で生活するにあたり、最初に戸惑わ
ない学生はいないでしょう。友人もいなければ、
言葉の壁もあります。そんな状況下で、学生たち
がどのような経験を積んで、自分の場所を確保
しグローバルな視点を身につけていったかとい
う点こそ、私たちが最も知りたいことなのです。
　当社では選考が進むと、学生にネイティブの
人間と会話をしてもらっています。時間は5分程
度ですが、学生がどのような時間を過ごしてき
たかは言葉使いなどから伝わってくるものです。
学生の方々は、ぜひ自信を持って「自分史」をお
話しいただきたいですね。

　就職先を決めるにあたっては、自分の気質、
性格に合ったところを選ぶべきだと思います。た
とえば、テンションが高くないとついていけない
会社にそうでない人が入った場合、やがてつらく
なってしまうのではないでしょうか。普段着の自
分でかつ研鑽に励みながら働けるというのは大
切なことです。そのためには情報収集が必要で
すが、これはネットでは分からない情報です。訪
ねて、自分の目で見て、実際に話してみることが
重要です。
　入社時は誰もがゼロからのスタート。強い向
上心を持っていれば、語学のスキルなどを高め
ることは十分に可能です。でも、仕事を教わる
相手には年下も年配者もいるし、自分の周りに
今までいなかったタイプの人もいるかもしれませ
ん。だから、謙虚な人、素直な人が伸びます。仕
事を通じて社会人として成長していく若い人を
見るとうれしくなりますね。
　最後に、これから留学する学生の方には、異文
化の人たちとのふれあいの中で、好奇心を持っ
て多くのことを吸収して視野を拡げてくださいと
エールを送ります。語学の習得以上に、見知らぬ
土地で苦労する経験やグローバルに考える力は
かけがえのない財産になるはずです。我々が求
めているのは、そんな果敢な挑戦をし続ける学
生なのです。

真のグローバル人材に
必要なのはバランス

「自分史」を聞かせてほしい

強い好奇心を持って留学へ

東芝物流株式会社
取締役

魚返善敬
Profile
うがえり・よしゆき
福岡県出身、中央大学法学部卒業。
㈱東芝入社後、広報・総務部門の
役職を歴任。東芝物流㈱では、常
務取締役総務部長として、内外の
キャリアフォーラムに参加。グロ−
バル人材の発掘採用、マスコミにも
紹介された新人配属先管理職研修
などのキメ細かな人材育成を実施。
現在は、建設業経営業務管理責任
者を務める一方、学生と企業のパイ
プ役として活動。僧籍でもある。

1974年設立。東芝グループ内での
物流統括を担うとともに、一般企業
への各種物流サービスを行う。中
国、アジア、米国、欧州に合わせて13
の現地法人があり、グローバルにロ
ジスティクス事業を展開している。

東芝物流株式会社

現4年生の求人で特徴的だっ
たのは、外国人留学生も含
めた「グローバル人材」に対
するニーズが急増したことで
す。あらゆる業界で、グローバ
ル化が待ったなしの状況に
なっているようです。

キャリアセンターより

グローバル人材が
ブームに
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今号のオススメ

■�『公立学校の挑戦〈小学校〉―人間関係づくりで学力向上を実現する』
����河村茂雄（教育・総合科学学術院）著　図書文化社　2010年6月刊

■�『今道友信　わが哲学を語る―今、私達は何をなすべきか』
����池田雅之（社会科学総合学術院）編　かまくら春秋社　2010年6月刊

■�「2010年下期の景気見通し―雇用なき回復と輸出および政策の効果』
����田村正勝（社会科学総合学術院）著　日本経済復興協会　2010年6月刊

■�『アジア連合への道―理論と人材育成の構想』
����天児慧（国際学術院）著　筑摩書房　2010年6月刊

■�『アジア学のすすめ　第1〜 3巻』
����第1巻／寺田貴（アジア研究機構）編　第2巻／村井吉敬（アジア研究機構）編
　�第3巻／工藤元男・李成市（以上、文学学術院）編　弘文堂　2010年6月刊

■�『伝説の教授に学べ！―本当の経済学がわかる本』
����若田部昌澄（政治経済学術院）著　東洋経済新報社　2010年7月刊

■『�めぐらし屋』�
����堀江敏幸（文学学術院）著　新潮文庫　2010年7月刊

■�『私学的、あまりに私学的な
　�陽気で利発な若者へおくる小説・批評・思想ガイド』
����渡部直己（文学学術院）著　ひつじ書房　2010年7月刊

■『�ヒューマンエラーを理解する―実践者のためのフィールドガイド』
����小松原明哲（理工学術院）監訳　海文堂　2010年7月刊

■�『地域の力で自然エネルギー！』
����鳥越皓之（人間科学学術院）共著　岩波書店　2010年7月刊

■�『さようなら、ゴジラたち―戦後から遠く離れて』
����加藤典洋（国際学術院）著　岩波書店　2010年7月刊

■�『ポスト障害者自立支援法の福祉政策―生活の自立とケアの自律を求めて』
����岡部耕典（文学学術院）著　明石書店　2010年8月刊

■�『日本的想像力の未来―クール・ジャパノロジーの可能性』
����東浩紀（文学学術院）編　日本放送出版協会　2010年8月刊

■��『若者と地域をつくる―地域づくりインターンに学ぶ学生と農山村の協働』
�����宮口侗廸（教育・総合科学学術院）編著　原書房　2010年8月刊

■��『当て字・当て読み　漢字表現辞典』
�����笹原宏之（社会科学総合学術院）著　三省堂　2010年9月刊

■��『平和と国際情報通信―「隔ての壁」の克服』
�����加納貞彦（国際学術院）他編著　早稲田大学出版部　2010年9月刊

■��『早稲田大学校友会　125年小史』
�����早稲田大学校友会編　早稲田大学出版部　2010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（刊行時）です

『早稲田の力　―大学の未来、日本の未来。』
白井克彦（本学総長）著　角川学芸出版
2010年9月刊

急激な少子化とグローバル化で、大学がかつてない転機を迎
える中、アジアの中核大学へ確実に成長する早稲田大学。司
令塔を務めてきた白井克彦総長が、早稲田躍進の秘密から日
本の高等教育の未来までを縦横に語る。

本学で2010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。

早稲田四尊生誕150周年記念高田早苗展
会場��大隈記念タワー�10階�125記念室
日程�10月15日㈮〜11月27日㈯
　　日曜祝日・創立記念日は閉室。ただし、11月7日は開室
初代学長・第3代総長をつとめ本学の発展に主導的な役割を果たした高田早苗。
近代日本史上に残るその多面的な活躍の足跡を追う。
問 ��大学史資料センター（担当：真辺）　TEL：03-5286-1814
　�http://www.waseda.jp/archives/

①森繁久彌展 ―人生はピンとキリだけ知ればいい―
②現代演劇シリーズ第36弾 第三エロチカの時代 1980－2010 〜解散記念展〜
③二世市川左團次展 ―生誕130年・没後70年によせて―
④時代劇映画史展 ―演博コレクションから―

会場��演劇博物館
� ①1階�六世中村歌右衛門記念特別展示室
� ②2階�企画展示室2　3階�現代演劇コーナー
� ③2階�企画展示室1　④1階�六世中村歌右衛門記念特別展示室
日程�①�9月13日㈪〜11月14日㈰
� � �稀代の名優、森繁久彌の功績と素顔を辿る。ご本人から寄贈いただいたコレクションか

ら、遺愛の品々や貴重な舞台・映像資料を展示。
� ②9月13日㈪〜2011年2月5日㈯
� � �時代を見事に活写した舞台で人気を博した劇団・第三エロチカ。舞台資料などを通して

解散までの30年間を振り返る。
� ③10月19日㈫〜12月5日㈰
� � �歌舞伎十八番の復活や新歌舞伎の上演に尽力した二世市川左團次。ソヴィエトでの初

の歌舞伎海外公演の記録など貴重な資料も展示。
� ④11月27日㈯〜2011年2月5日㈯
� � �時代劇映画の歴史を作り上げてきた映画人たちの貴重なコレクションから、時代劇映画史を展望する。
問 ��坪内博士記念演劇博物館��TEL：03-5286-1829��http://www.waseda.jp/enpaku/

会場�小野記念講堂、早稲田キャンパス�小野梓記念館（27号館）�地下２階
日程�11月26日㈮　18：15〜 20：15� ※事前申し込み不要・入場無料
本学出身で、自由主義に基づく優れた言論人であり、エコノミスト、政治家（第55代内
閣総理大臣）としても活躍した石橋湛山。本賞創設10周年を迎えるにあたり、石橋
湛山を記念したパネルディスカッションを開催します。
パネリスト：佐野眞一氏（ノンフィクション作家、本賞選考委員）、半藤一利氏（作家）、
藤森�研氏（専修大学准教授、元朝日新聞編集委員、第8回早稲田ジャーナリズム
大賞受賞者）、若田部昌澄氏（本学教授、第31回石橋湛山賞受賞者）
モデレーター：八巻和彦氏（本学教授、本賞選考委員）
後援�㈶石橋湛山記念財団、㈱東洋経済新報社
問 ��石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞事務局　TEL：03-3202-5454

石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞  創設10周年記念パネルディスカッション
「今、石橋湛山に学ぶ〜混迷の時代とジャーナリズム〜」

会場�SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ�映像ホール�4階
　　〒333-0844　埼玉県川口市上青木3-12-63
日程�12月2日㈭　10：00 〜12：00　※休憩なし　※開場　9：45 〜
上映作品：「家族」をテーマに制作した10の国と地域の学生による選抜作品
日本政府により進められる「21世紀東アジア青少年大交流計画」により招聘された10の国と地域の
中高生の訪日団が埼玉県川口市「SKIPシティ彩の国ビジュアルプラザ」にやってきます。本校生と各国
学生の映画作品を通じて東アジア地域の青少年交流を深め、アジア間の相互理解と友好を図ります。
問 �早稲田大学川口芸術学校　TEL：048-269-7961
　�http://wasedaart.waseda.ac.jp/index.html

「21世紀東アジア青少年大交流計画（JENESYS）」
アジア国際子ども映画祭参加訪日団による作品上映会
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会場�小野記念講堂
日程�11月3日（水・祝）　①13：00 〜　②17：00 〜
学生劇団「木霊」がハチャメチャ元気にお送りする人情溢れるラブストーリー。劇団HP
またはメールにて予約。　［企画・製作：劇団木霊・文化企画課］
問 ��劇団木霊　制作（カナイ）　TEL：090-6539-9849
　�E-mail：hoshi_ni_kaeru@yahoo.co.jp　http://gekidankodama.com/

早稲田大学文化推進プロジェクト
小野記念講堂学生公演　劇団木霊「ホシニカエル」

『ロシア・中欧・バルカン世界のことばと文化』
桑野隆（教育・総合科学学術院）、長與進（政治経済学術院）
編著　成文堂　2010年6月刊

地域研究のあり方を言語と文化の視点から問い直そうとする
シリーズ「世界のことばと文化」（早稲田大学国際言語文化
研究所）の第7巻。編者も含めた16人の執筆者による各論考
は、約20年前の「体制転換」がこれらの地域の言語・文化にもたらした変動を
鮮やかにとらえており、視点も斬新である。巻末の資料も併せて、これらの地域の
最新情報が得られる格好の入門書にもなっている。



『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、12月下旬発行を予定しています。
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再発見
 表紙写真： 佐藤洋一（社会科学総合学術院 教授）

広がる緑に白く浮かぶ「WASEDA」の文字。

本年3月、人工芝の敷設により生まれ変わった東伏見硬式野球場です。

早稲田と所沢のほぼ中間に位置するここ東伏見キャンパス（西東京市）は、広さ約8万9千㎡。

硬式野球、軟式野球、テニス、サッカー、馬術、

アメリカンフットボール、ホッケーなどのグラウンドや練習場のほか、

弓道場・相撲道場・射撃場・トレーニングルームを完備するスポーツホール、

体育各部の合宿所などを擁する、早稲田スポーツの一大拠点となっています。

また、体育の授業や体育各部の活動だけでなく、

人間科学部やスポーツ科学部、オープン教育センターなどの講義や演習も行われており、

約200名収容の大教室やPCルームを備える教室棟も。

1925年に寄贈により学苑の一部となったこのキャンパスは、当初は照明も更衣室もない状態でしたが、

その後、何度もの整備事業を経て、現在の充実した姿を誇っています。

「文武両道」を支える一大拠点

cover story
表紙のお話

■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

CAMPUS NOW
【キャンパス ナウ】2010年11月1日発行 通号193号

※本誌記事を無断で転載等する事を禁じます。


	01
	02-09
	12_17
	18-19
	20
	21
	22
	23
	24



