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2010年11月5日付で法学学術院の鎌田薫教授が
第16代総長に就任しました。

新 総 長 就 任

　このたび、第16代総長に就任いたしました鎌田です。どうぞよ
ろしくお願いいたします。
　加速するグローバル化や技術革新、環境の変化、新興国の
胎動など、先行きを見通すことが極めて困難な中で、大学には
教育・研究機関として新しい時代を切り拓くために積極的な
役割を果たすことが期待されています。
　奥島元総長、白井前総長は、本学の「建学の精神」にのっとり、
国際化への対応や新しい時代の要請に応える学問の発展に関
して最大限の努力をしてこられました。その基本的な姿勢を承
継し、本学はグローバル社会における知の具現、挑戦する人材
の育成を通じて、この歴史的転換期を乗り切る先導的役割を果
たしたいと考えています。そのためには、これまで築いてきた改
革の足元を固め、内部の連携を強める必要があります。学内体
制の整備や連携の強化により、本学が従来持っている潜在的
な力を発揮し、さらなる発展を目指します。
　本学はこの10年間で、専門職大学院や独立研究科、さらには東
京女子医科大学など3大学と共同大学院を設置しました。また、理
論と実践を活用し、問題解決能力や政策立案能力、マネジメント
能力などを身に付けた高度専門職を養成するような、専門教育の
充実を図ってきました。2012年度には大学院国際コミュニケーショ
ン研究科を開設（認可申請予定）し、世界の潮流である広義のコ
ミュニケーション研究に対する専門的知識を備えた社会人・研究
者の養成を英語で行います。
　一方、2010年9月より政治経済学部、理工系3学部および各大学
院にて文部科学省の国際化拠点整備事業（グローバル30）が始
まりました。これにより本学は、日本で最も多く英語だけで学士号
および修士号を取得できるコースを設置している大学となります。
また、社会的ニーズの高まりに応え、新規分野としてオープン教育

センターで健康医療に関する科目を拡充することなどを検討して
います。それにより自然科学と人文・社会科学とに通暁した人材
を、狭義の医療分野のほか、医療ジャーナリズムや医療行政、病
院経営などの幅広い分野に輩出していくことを目指します。

　現在の日本では、英語を使って外国の企業や機関の人たち
と対等にコミュニケーションができる能力が求められています。
本学では4,000名近い外国人留学生が学び、1,700名の早大生
を海外に送り出すなど、国際化に関してかなりの実績を挙げて
きました。学部段階から、全学共通科目として英語のスピーキン
グ、ライティング、ヒアリングを強化する授業を設置していますし、
2014年度には、東京・中野区に900名規模の国際学生寮が完成
し、日本人学生が留学生や外国人学生とともに生活しながら学
ぶ場が整います。さらに世界のトップ大学の授業を学生が自由
に聴講できる環境を整備するとともに、本学の講義も積極的に
世界に公開していきたいと考えています。
　本学は教育の国際化と並行して、教育の質の向上を目指して
います。学生4名にネイティブのインストラクターが1名ついて実践
授業を行う「チュートリアル・イングリッシュ」、論文などの文章

グローバル社会における
知の具現、挑戦する人材の
育成を目指す

かまた・かおる　
第16代早稲田大学総長。1970年早稲田大学法学部卒業、72年同大学院法学
研究科修士課程修了、75年博士課程単位取得退学。78年フランス・パリ第2大
学客員研究員。78年早稲田大学法学部助教授、83年同教授。2004年早稲田
大学大学院法務研究科教授、05年同研究科長、10年11月より現職。専門は民法。
09年より法制審議会民法（債権関係）部会部会長などを務める。

第16代総長

鎌田 薫改革の足元を固め
新たな取り組みを展開

多様性が生み出すダイナミズムを
最大限に活用
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力向上のための「学術的文章の作成」、数学的思考力を養う
「数学基礎プラスα／β」、さらには実験・計量などの方法論科
目の充実などを進めています。また、理論だけでなく、インターン
シップや、学生がビジネスマンと一緒になって問題解決を探る
プロフェッショナルズ・ワークショップ、さまざまな国内外でのボ
ランティア活動など実践を学ぶ機会も提供しています。
　一方、大学院教育では、従来型の研究大学院と、専門職大学
院などが併存することの利点を生かし、学理と実務の融合の進
化、問題解決型思考による教育方法の改善、多様なバックグ
ラウンドを持った院生の混在による相互刺激と視野の拡大
などの相乗効果を発展させていきたいと考えています。
　今日のキャンパスでは、国際化による外国人学生の存在、産
学官連携や専門職大学院を中心とした社会人の増大など、ます
ます多様化が進んでいます。近年、研究面においては、資料や
設備などの資源と人材を共通化することで教育・研究の効率
を高める動きが広まっています。本学でも、多様で豊富な知見の
連携をできるだけ活用し、医理工連携、健康医療教育といった
学際性の高い分野の教育も推進しています。伝統的な学問
体系を超えた新規分野を開拓、応用、実践することが、本学
の多様性が生み出すダイナミズムを最大限に生かす道です。

　現在は、高等教育機関として研究の成果を問われる時代で
す。本学は世界的な研究拠点構築を目指す文部科学省のグ
ローバルCOEプログラムに8拠点が選定されるなど、私立大学
としてはトップクラスの実績を誇っています。たとえば、ナノテクノ
ロジーを駆使した細胞シートや繊維に溶け込むナノ絆創膏な
どが生み出されたり、電力の消費を画期的に抑制できるグリー
ンコンピューティングシステムなどの成果が生まれています。さ

らに学内連携の強化を図るため、学部・研究科を学術院に統
合するとともに、2009年4月には学術院の枠を超えた研究者間
の交流を活性化させるべく、研究院をスタートさせました。また、
研究活動の分析や評価、研究戦略の企画を担う研究戦略セン
ターも設置しています。これに加えて研究機構やプロジェクト研
究所の充実、高等研究所の設置による若手研究者の育成、研
究者の雇用の柔軟化などに取り組んできました。今後は附置
研究所のオープン化などを進め、外部資金への応募を円滑に
行うための研究者マップなども作成していく予定です。
　最後に、私立大学が現代社会の要請に応え続けるためには、
その経営基盤の確立が不可欠です。幸い本学の経営は健全
であり、2010年もAA+クラスの評価を受けております。ただ、近年
の経済財政状況をふまえ、今後もいっそうの効率化を図りなが
ら、教育の質の向上を実感していただけるよう、教育・研究内
容を充実させることで説明責任を果たしてまいります。
　また、本学は56万人の校友という貴重な財産を持っています。
校友の方 に々大学の新たな学問的成果、あるいはスポーツ面、
文化面での成果を活用していただけるように、エクステンションセ
ンターなどを通じた学外向けの発信を強化しています。同時に、
さまざまな分野で多彩な活動をされている校友の実力や能力
を本学における教育・研究に生かし、さらには校友によるアド
バイザリーボードの設置などを通して、大学の運営にも生かして
いきたいと考えています。
　本学は建学以来、社会とともに歩み、社会とともに学ぶことを
伝統とし、誇りとしてきました。国際社会における日本の地位の
低下が懸念される今日においてこそ、本学がその使命を果た
すことが強く期待されています。グローバル化し、ますます多様
化してきている現代の中で、発見され磨きあげられた資質を社
会に問い、知の具現を目指し挑戦し続ける人材を送り出す
大学を目指して、さらに力強く歩み続けていきたいと思います。
皆様のご支援、ご協力をよろしくお願いいたします。

社会とともに歩み、
社会とともに学んできた早稲田大学

　創立125周年の2007年がそのピーク
でしたが、この8年間、本学はトップスピー
ドで改革を進めてきました。教職員の皆
さんは、本当によく頑張ってくれたと思い
ます。また、それを理解し応援してくださっ
た校友、父母、関係者の皆さんにも大変
感謝しています。
　これまでグローバル化を進めてきた結

果、本学の名前は、世界、特にアジアで知
られるようになりました。これからは、その
実力を示していく時です。学生、校友、教職
員の皆さんの活躍に期待します。
　これからも、できることがあれば本学の
発展のお手伝いをするつもりですし、ま
た、より自由な立場で大学や教育を考え
る仕事をしたいと思っています。

白井前総長からのメッセージ

白井克彦第15代総長が、11月4日をもって2期8年の任期を終え退任しました。
今後は学事顧問として本学の支援にあたるほか、
2011年2月までは引き続き日本私立大学連盟会長を務めます。

白井総長が、任期を終え退任

退任を前に、佐賀市にある大隈記念館に自筆の
書を寄贈。右は秀島敏行 佐賀市長（11月3日）
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UUNIVERSITY 未来は建設中

120年の歴史を刻んだ文学学術院
　1890年9月に本学の前身・東京専門
学校に文学科が創設されてから、2010
年で120年。その間に文学科は、文学部、 
第一文学部・第二文学部と名称を変えまし
たが、坪内逍遥らによって築かれた教育・
研究の伝統は脈 と々受け継がれ、2007
年「文化構想学部」と新「文学部」とに
再編され、今年度4学年が揃った完成年
度を迎えています。去る10月〜12月、その
歴史を振り返るとともに、未来への期待を
込めて記念行事「FUTURE UNDER 
CONSTRUCTION」が催されました。

　10月11日には、『「東アジア」とは何か：
共生のための地域形成への模索』および

『演劇・舞踊における伝統と現代』と題
した2つのシンポジウムで、それぞれライ
ンハルト･ツェルナー氏（ボン大学教授）、
野村万作氏（狂言師）らの講師が満席
の聴衆を前に熱い議論を展開。展示（10
月11日〜 28日）では、卒業生で作詞家の
西条八十が本学でフランス文学を教え
ていた時に、恩師に宛てて長期休講の
弁解を述べた書簡や、同じく卒業生の文
芸評論家・島村抱月が高田早苗学長に、

当時世間を騒がせた自身の恋愛につい
ての心情を赤裸々に語った書簡などの
貴重な資料を初めて公開しました。
　また関連イベントとして、11月11日には
大隈講堂で、ファッションデザイナーの
ピエール・カルダン氏がファッション界で
自ら歩んだ「革新の60年」をテーマにそ
の半生を語り、12月21日・22日には学生
主催「第23回早稲田映画まつり」も。
　なお、昨夏にはマスコットキャラクター
を募集。文学学術院の学生・教職員全
員参加の人気投票で、いずれも学部在
学生の手になる2点（図）が選定され、学
部グッズなどにお目見えしています。

　総長交代に伴い、鎌田新総長を補佐して大学を運営する理事および大学の運営状況を監査する監事が決定しました。任期は
2010年11月8日から、理事が4年、監事は2年です。

UUNIVERSITY 新体制がスタート

新理事・監事が就任しました

「ブンコアラ」（左）
は文

・

化構
・

想から、
「ショウホー博士」
（右）は坪内逍 遥
と知恵の象徴フク
ロウから。

シンポジウムで挨
拶に立つ浦野正樹
文学学術院長

氏名 担当

常任理事

橋本　周司（理工学術院教授） 学事統括、教務、研究推進、学生、文化推進、経営企画
清水　　敏（社会科学総合学術院教授） 法人統括、人事、キャンパス企画、募金・渉外、校友連携、広報、監査
内田　勝一（国際学術院教授） 国際
大塚　宗春（商学学術院教授） 財務
本多　聖治（総長室常勤参与） 総務、職員人事、募金、情報セキュリティ

理事

田中　愛治（政治経済学術院教授） 教務部門総括
深澤　良彰（理工学術院教授） 研究推進部門総括、教務（情報化推進）
紙屋　敦之（文学学術院教授） 学生部門総括、教務（附属・系属校）
藁谷　友紀（教育・総合科学学術院教授） 文化推進部門総括、教務（大学院制度）、研究推進
島田　陽一（法学学術院教授） キャンパス企画部門総括、法務
齋藤　美穂（人間科学学術院教授） 男女共同参画、募金
宮内　孝知（スポーツ科学学術院教授） スポーツ振興
谷口　邦生（総長室長） 経営企画、関連会社、募金、校友連携、本庄プロジェクト
迫田　　実（人事部長） 人事、職員人材育成
福田　秋秀（株式会社エフテック代表取締役会長、校友会代表幹事） 校友連携、校友会
澤部　　肇（TDK株式会社代表取締役会長） 研究推進（産学連携）、校友連携
柳田　幸男（弁護士、ハーバード大学ロースクール運営諮問委員） 法務、国際、校友連携

監事
平山　正剛（弁護士、元日本弁護士連合会会長）
渡邉正太郎（株式会社りそなホールディングス社外取締役、経済同友会終身幹事）

米寿とは思えない若
さと情熱あふれる語
り口のカルダン氏
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　本学研究院※主催によるフォーラム
「国際的な研究大学への飛躍―重点領
域研究と若手研究『人財』―」が10月
11日、井深大記念ホールで開催されま
した。
　まず、鈴木寛文部科学副大臣より

「大学の教育・研究力の強化に向けて」

として、特に若手研究人材育成のため
の政府の取り組みと大学に期待される
役割について講演がありました。藪下
史郎研究院長による研究院の紹介な
どのほか、高等研究所の若手研究者3
名からは、「人間社会における協力のし
くみ―信頼感と公正感」「往生の十五

夜―絵画史料から死生観をさぐる」「宇
宙を使って溶融金属の謎に迫る」など
先進的でユニークな研究内容が報告
されました。
　フォーラムは約5時間にわたりました
が、中長期目標「Waseda Next 125」に
基づいて本学が具体的に取り組み、実
現してきたことや、重点領域研究として
本学の強みである研究分野がより強化
されていることがアピールされ、約300
名の学内外からの参加者が熱心に聞
き入っていました。

※ 研究院は、本学の研究レベル全体の向上を図る
ために、学術院の枠を越えた研究者間の交流の
活性化、研究支援、重点研究の戦略的企画・実
行を目的として、2009年4月に設立されました。

　11月13日、大隈小講堂にて、国際教
養学部による多文化・多言語社会に向
けての教養教育（平成20年度 文部科
学省「質の高い大学教育推進プログ
ラム（教育GP）」）選定の取り組みの一
環として、教育GPシンポジウム「21世
紀における高等教育の国際展開―英
語がつなぐ世界のキャンパス」を開催

しました。
　近年、非英語圏においても、英語で
授業を行う取り組みが世界各地で見ら
れるようになってきています。当日は、本
学の教員と非英語圏のヨーロッパ、アジ
アの政府・大学関係者や実務家が、英
語による教育がどのように展開されて
いるか、自国の現状や課題などをめぐっ

て熱い議論を交わし、ご参加いただい
た方々に世界の高等教育の取り組みの
最前線を知っていただく良い機会とな
りました。

RRESEARCH&
EDUCATION

国際教養学部教育GPシンポジウムを開催

英語による高等教育の取り組みを議論

UUNIVERSITY 「研究の早稲田」目指して、研究院フォーラムを開催

日本の国際プレゼンスを高め続けるために

研究院について紹介する藪下研究院長

　10月14日、大隈講堂にて日韓ミレニ
アムフォーラムが開催されました。同
フォーラムは延世大学校、高麗大学
校、慶應義塾大学、本学の日韓の私立
大学を代表する4校で毎年開かれてい
る交流イベント。9回目を迎える今年は

「日韓、次の100年へのビジョン」という
未来志向のテーマのもと、4校学長によ
る全体会合や研究者セッション、学生

セッションなどが行われました。
　また、昨年より検討されている交流
拡大について、今年のフォーラムでは 
4校間での学生・教員の交流活発化に
向け、連携強化の方針を確認。4校の学
長が共同宣言に署名しました。
　延世と高麗は韓国のトップ私立大学
で、いわば慶應と本学のようなライバ
ル関係。これら4校による大学間の連

携の推進により、日韓の高等教育のさ
らなる発展を目指します。

延世・高麗・慶應・早稲田で合同フォーラムを開催

日韓トップ私大連携強化の共同宣言に署名UUNIVERSITY

講演を行う鈴木寛文部科学副大臣　　　

左から、清家篤慶應義塾長、金漢中延世大総長、
白井総長、李基秀高麗大総長

ディスカッションの様子
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　タイの総合企業グループであるサ
ハグループと本学が設立したWaseda 
Education （Thailand）が、タイ東部臨
海工業地帯の中心都市シーラチャー
に、日本語教育と国際交流の新しい拠
点「早稲田国際文化センター」（写真）
を開設しました。
　10月20日には現地でオープニング
セレモニーが行われ、ブンヤシット・

チョークワッタナーサハグループ会長
や白井総長の挨拶、除幕セレモニー、
学生作文コンテスト「私にとって日本と
は」の表彰などを実施しました。当日は
一般の方も訪れ、施設見学や日本語の
模擬授業体験など、新しい知の拠点を
満喫していました。
　今後、早稲田国際文化センター内に
設置される日本語学校での日本語プロ

グラムの実施や、宿泊施設を利用しての
日本語・日本文化キャンプなどを通じて、
日タイ学生交流活動を計画しています。

UUNIVERSITY タイ・シーラチャーに早稲田国際文化センターを開設日本語教育と国際交流の新しい拠点に

日本を意識したモダンでシンプルなデザインを
基調に、タイ伝統家屋風の様式を加えた外観

　11月11日、第10回石橋湛山記念早
稲田ジャーナリズム大賞の贈呈式が、
リーガロイヤルホテル東京にて開催さ
れました（授賞作品は表の通り）。
　鎌田総長による挨拶および各賞の贈
呈、下重暁子選考委員の講評に続き、
受賞者からそれぞれの作品に対する
熱い思いが述べられました。贈呈式に
は、受賞者とともに取材・報道に尽力し
た取材チームの方々をはじめ、メディア
関係者、本賞記念講座「報道が社会を
変える―取材過程論―」の受講学生な
ど約150名の招待者が出席しました。
　なお、贈呈式にあわせ、本賞記念講

座をまとめた最新刊『「境界」に立つ
ジャーナリスト』（早稲田大学出版部）
が刊行されました。

鎌田総長（中央）と受賞者
の皆さん（左から、丹野氏、
藤木氏、国分氏、笠井氏）

石橋湛山の精神を受け継ぎ、賞創設10周年を迎えました

早稲田ジャーナリズム大賞贈呈式とパネルディスカッション開催UUNIVERSITY

部門 作品

公共奉仕部門　
大賞

NHK スペシャル「日本海軍 400 時間の証言」全 3 回
日本放送協会　藤木達弘氏

草の根民主主義部門　
大賞

連載「境界を生きる」〜性別をめぐり苦しむ子どもたちを考えるキャンペーン
毎日新聞社　丹野恒一氏

文化貢献部門　
大賞 「ヤノマミ」日本放送協会　国分拓氏（単行本：日本放送出版協会）

公共奉仕部門　
奨励賞

NNNドキュメント 2009「法服の枷〜沈黙を破った裁判官たち〜」
中京テレビ放送　笠井千晶氏

第10回贈呈式開催

　11月26日、本賞創設10周年の記念
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
〜」が、大隈講堂にて開催されました。
本賞選考委員の八巻和彦商学学術院
教授がモデレーターを務め、作家の

半藤一利氏、ノンフィクション作家で
本賞選考委員の佐野眞一氏、第8回本
賞受賞者の藤森研氏、第31回石橋湛
山賞受賞者の若田部昌澄政治経済学
術院教授がパネリストとして登壇し、
ジャーナリズムの現状を背景に、時代
の流れにおもねることなく言論活動を
展開した石橋湛山の功績などについ
て論議を繰り広げました。当日は夜に

も関わらず学生を含むおよそ200名が
来場し、興味深く聞き入っていました。

ディスカッションの様子

パネルディスカッション
「今、石橋湛山に学ぶ」

『「境界」に立つ
ジャーナリスト』
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研究を通して社会に貢献

続 と々発表される成果に今後への期待

　高等研究所の田中章浩助教らの日
蘭国際共同研究グループは、日蘭の大
学生を対象とした実験によって、日本人
は声の調子に敏感で、顔の判断をする
際に声を無視できないことを発見しま
した。見たものと聞いたものを結びつけ
る仕組みが、文化的背景によって異な
ることを検証したのは世界初の成果で、

異文化間コミュニケーションでの誤解
の原因解明などにつながることが期待
されます。
　同グループでは、日蘭の大学生を対
象に、相手の顔を通して読み取った感
情と、声を通して読み取った感情をどう
結び付け、感情を「解読」しているのか
を比較文化的に検討。その結果、日本
人は、顔に着目して判断する場合には、
無視すべき声による影響を強く受け、逆
に声に着目した場合は、顔による影響
を受けにくいことがわかりました。

声（顔は無視）顔（声は無視）

注目する情報

無
視
す
べ
き
情
報
か
ら
の
影
響

（%）
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オランダ人

日本人日本人は声の調子に敏感

比較文化実験で明らかに

　理工学術院の黒田一幸教授と黒田
義之博士課程大学院生が、二酸化ケイ
素（シリカ）からなるナノ粒子の集合体
を鋳型として用いた凹凸構造金ナノプ
レートの合成手法を発見しました。こ
れは、ナノ粒子集合体をフレキシブルな
鋳型とし、従来の鋳型の概念では不可
能なナノ構造・形態制御を達成した初
めての成果で、今後さまざまなナノ構造
体の創製につながると期待されます。

金をはじめとする無機物のナノ構造体
の開発は、ナノテクノロジーの発展に欠
かせません。しかし、従来の方法で得
られるナノ構造は、
鋳型の構造とネガ
ポジ関係にあるネ
ガ構造に限定され、
多様性などに課題
がありました。本研
究の概念を用いる
ことで、一つの鋳型
から多数のナノ構
造体を作り分けら
れます。本研究のよ

うな技術を発展させることで、資源を
少量で有効利用する手立てが得られる
と期待されます。

金ナノ構造体の走査電子顕微鏡像

金属資源の有効利用への貢献に期待

新規金ナノ構造体の合成法を発見

　篠田正浩特命教授が著書『河原者
ノススメ―死穢と修羅の記憶』で第38
回泉鏡花文学賞を受賞しました。
　同賞は1973年に泉鏡花生誕100年
を記念し、豊かな心をはぐくむ文芸の
復興を通じ、市民文化の向上と地方文
化の振興を期待して金沢市により制定
されました。五木寛之氏をはじめ5名
の選考委員が選考を行い、これまでに

唐十郎氏、筒井康隆氏、本学校友の野
坂昭如氏や立松和平氏らが受賞してい
ます。
　本学在学中は第一文学部で演劇史
を専攻していた篠田教授は、「早稲田
大学での経験が、映画『心中天網島』

（ヴェネツィア映画祭、ロンドン映画祭
招待作品）や『鑓の権三』（ベルリン映
画祭銀熊賞）などに反映されているよ

うに思いますし、今回の受賞も、文学部
の学恩、伝統の賜物だと思っています」
とコメントを寄せました。

PPRIZE 「河原者ノススメ─死穢と修羅の記憶」

篠田正浩特命教授が泉鏡花文学賞を受賞

ⒸMineko Orisaku
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　10月18日から11月5日の約3週間にわ
たり、早稲田文化芸術週間が開催され
ました。これは、教職員や学生が主催す
る文化活動を同じ時期にあわせて行う
ことで、「早稲田文化」をより効果的に社
会に発信する目的で、2010年度より設け
られたものです。本学建築学科100周
年記念シンポジウム「早稲田建築とア

ジアの未来」や、NHKアナウンサー刈屋
富士雄氏の講演会「栄光への架け橋」、

「第80回わせだ寄席」をはじめとする12
のイベント、5つの展示、4つの公演など
の関連企画が開催されました。
　早稲田大学交響楽団は、4回にわた
る公開リハーサルを行い、演奏会を作り
上げていく様子を公開しました。これま
で130回を超える海外公演やサントリー
ホールをはじめとする名立たるホール
での定期演奏会を通じ、早稲田の文化

芸術を国内外に向けて発信してきた同
楽団。来場者は、世界に誇る早稲田の
文化芸術がいかに創られていくかを実
感していました。イベント全体にわたり
大勢の来場者を迎え、大盛況のうちに
終幕となりました。

文化の秋―早稲田文化を堪能しよう

各種イベントが盛大に開催されましたUUNIVERSITY

　11月4日、EUIJ※（EUインスティテュート・
イン・ジャパン）早稲田は、駐日欧州連合
代表部と「国際シンポジウム：日本の
人権と国連条約」を大隈記念講堂にて
開催しました。
　シンポジウムの第1セッション「国連
は個人の人権をどう守れるか」では、萬
歳寛之法学学術院准教授が進行役を
務め、国連人権規約委員会委員のマイ
ケル・オフラハティ教授による基調講演

「国連人権条約システムの可能性と限
界」を受け、国連人権高等弁務官と日弁
連弁護士らから活発な意見が出されま

した。第2セッション「国連条約の実践：
日本における個人通報制度」では、国際
法律家委員会メンバーや国連人権高等
弁務官、日弁連弁護士、人権問題に精通
したEU加盟国政府高官らによるパネ
ルディスカッションが行われました。
　本シンポジウムを契機として、今後日
本においても国連の個人申し立ての権
利に関する議論がさらに発展すること
が期待されます。

※ EUIJは、EU代表部から交付金を受けて、日本
とEUの学術協力、教育交流を促進する活動を
行っています。EUIJ早稲田は大学単位で運営す
る全国初の拠点です。

v

国際シンポジウム開催

国連条約に基づき人権の促進を考えるAACTIVITY

シンポジウムには300名以上が出席

白熱した議論を繰り広げる研究者・実務家たち

早稲田文化芸術週間2010

早稲田大学交響楽団公開リハーサルの様子

　11月6日・7日、「早稲田祭2010｣が開催 
されました。約460の学生サークルや
学生団体が参加し、約16万名が来訪。
500名近い運営スタッフが中心となり、学
生の手によって自主的に運営を行いま
した。華やかな企画だけでなく、本誌の

「2010 盛夏号」環境特集内でも紹介した
ごみの9分別など、全国の学園祭をみて

も有数の環境対策に、意欲的に取り組
みました。
　また、男子チアリーディングチームと
して知られるSHOCKERSのパフォー

マンスには、本学でしか見られない男
子ならではの力強いチアを一目見よう
と多くの人が集まり、熱狂的な盛り上
がりを見せました。

早稲田祭2010

早稲田祭ステージ企画の様子 活気あふれる太鼓のリズム
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AACTIVITY 全国からの応援に感謝

野球部、競走部、男女剣道部が日本一に！

■ 2010年度卒業式、大学院学位授与式について

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	9日㈬	12：30　本庄市民文化会館

3月25日㈮

第1回 9：20 政治経済学部 法学部 政治学研究科 経済学研究科 法学研究科
公共経営研究科 法務研究科

記念会堂

第2回 12：00 第一文学部 第二文学部 文化構想学部 文学部 社会科学部
文学研究科 社会科学研究科

第3回 14：40 教育学部 商学部 商学研究科 教育学研究科 ファイナンス研究科
会計研究科 教職研究科

3月26日㈯

第4回 10：00 人間科学部（通信教育課程含む） スポーツ科学部 国際教養学部 人間科学研究科
スポーツ科学研究科 アジア太平洋研究科 日本語教育研究科

第5回 13：30
理工学部 基幹理工学部 創造理工学部 先進理工学部 芸術学校
川口芸術学校 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
国際情報通信研究科 情報生産システム研究科※ 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

1.学部卒業式、大学院学位授与式

　11月3日、東京六大学野球秋のリー
グ戦で、50年ぶりとなる慶應義塾大学
との優勝決定戦。本学が10対5で勝利
し、4シーズンぶり42度目の優勝を決め

ました。優勝パレード後には
キャンパス内特設ステージで
祝賀会が行われ、熱気に包ま
れた夜となりました。また、続
く第41回明治神宮野球大会の決勝戦
では福井・大石・斎藤3投手による継

投で東海大学を2対1で破り、悲願の初
優勝を果たしました。

野球部、六大学優勝と悲願の日本一

　11月7日、第42回全日本大学駅伝が
26チームで争われ、本学が大会記録を
1分以上更新して15年ぶり5回目の優勝

を果たしました。本学は1区9位と出遅
れましたが、4区でトップに立った後は
トップの座を譲ることなくタスキをつな
いで逃げ切り、前号掲載の出雲駅伝に
続く学生駅伝2冠となりました。

競走部、大学駅伝日本一２冠に

Ⓒ早稲田スポーツ新聞会

　10月31日、第58回全日本学生剣道
優勝大会で本学（男子）が45年ぶり 

2度目の大学日本一に（写真左）。また
11月14日の第29回全日本女子学生剣
道優勝大会では、一本差で決する苦し
い試合が続く中で最後まで集中力を

切らさず、本学女子初の大学日本一に
輝きました（写真右）。

剣道部、男女アベック学生日本一

お詫びと訂正
2010 年錦秋号P6にて掲載しました「学術院長をはじめとする新箇所長が決定」の中で誤りがありました。

教育・総合科学学術院長 （再）神尾　達之 教育・総合科学学術院長 （新）神尾　達之
教育学部長 （新）神尾　達之 教育学部長 （再）神尾　達之誤 正
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―本学の中長期計画「Waseda Next 125」

では、新教育研究体制の構築の一環とし

て、職員人材育成と職員組織の構造改革

が、課題として掲げられています。大学職

員に求められる役割はどのように変化し

ているのでしょうか。

　中央教育審議会の答申においても、学士

課程教育の充実を支える教職員の職能開

発が課題になっています。教員のFD（ファ

カルティ・ディベロップメント）とともに、大学

経営をめぐる課題が高度化・複雑化する中

で、職員のSD（スタッフ・ディベロップメント）

も重要視されるようになりました。本学にお

いても「Waseda Next 125」で、職員の力を

客観的に見直し、人材育成を強化すること

を掲げています。

　改めて考えると、これまで本学が多彩な

人材を送り出してきたことは事実ですが、

果たしてそれは教育の質が高かったから

だと言い切れるでしょうか。また、企業も

真っ白な人材を一から教育し、育成する

余裕はなくなっています。当然、卒業後の

進路を心配する保護者からも大学教育へ

の期待は高まるばかりです。

　大学が持っている限られた資源をフル活

用して、グローバル化した複雑な課題に対

応できる付加価値を持った学生を送り出す

ためには、教員と職員がその役割を十二分

に発揮し、大学の可能性を広げていかなけ

ればなりません。そこで示されたのが、「教員

と職員の協働（教職協働）」という概念です。

Special Report

│
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│
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P R O F I L E
ほんだ・せいじ
早稲田大学第二文学部卒業後、職員
として入職。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し、現職。

早稲田大学 

本多聖治常任理事

教員と職員の協働により
新しい価値を生み出す

本多聖治常任理事に、大学職員に求められる役割と期待について伺いました。

大学職員に求められる
新しい役割

大 学の 新たな 価 値 の 創 造を目指して

イ ン タ ビ ュ ーP a r t 1
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―「教員と職員の協働」とはどのよう

な意味でしょうか。

　これまで、教員も職員もそれぞれの役

割は果たしてきました。しかし、お互いの

領域に関心を持っていたかというと、不十

分だったと思います。教員が良い授業をす

るためにどれだけの準備をしているか、学

生がどう感じているかということを職員は

深く理解しようとしてこなかった面がある

と思います。しかしそれは、協働しないと

理解し得ないことでもありました。共通の

ゴールを認識し、お互いに踏み込んでいく

ことが、それぞれの機能を高め、大学のポ

テンシャルを高めていくのです。FDとSDの

目的は共通しているともいえます。

　また、大学全体として取り組むべき新た

な課題については、立ち上げから教職協働

で進めてきました。ハラスメント防止や男女

共同参画推進などがそうですし、全国で開

催している地域交流フォーラムもそうです。

―1990年代後半から、情報化推進プ

ログラムや英語教育改革プログラムなど、

職員によるさまざまなプロジェクトが行

われてきました。現在も、テーマスタディ

（全学共通副専攻）運営支援研修や、プロ

フェッショナルズ・ワークショップなどのプ

ロジェクトが進められています。プロジェ

クト型業務に必要な能力は何ですか。

　本学では、プロジェクトを人材育成の

一環としても位置づけてきました。異なる

部門間にまたがるプロジェクトでは、ルー

ティンの仕事では得られない多くのことを

学ぶことができます。部門と部門、人と人

の間にある壁を乗り越えていく経験を通

して、コミュニケーション能力やプレゼン

テーション能力、リーダーシップを学ぶこ

とができます。さらに、企画を立ち上げ、期

間内で最後までやり遂げるマネジメント能

力も習得することができます。

　プロジェクト遂行能力を身に付けた職

員が核となって、校友や学生の力を巻き込

みながら大学の新しい価値を生み出して

いくでしょう。

―本学の職員が開発したワークショップ

型の企画・改革立案手法「WISDOM」に

ついてお聞かせください。

　当初は情報化推進のために開発された

手法ですが、汎用化されてあらゆる分野で

活用できるものへと進化しました。特徴は、

「現状」の解決からではなく、メンバーの合

意による「理想」を目指して出発すること

です。例えば「理想の学生サービスは何か」

という最終ゴールを共通認識してから、活

動が始まります。早稲田のボトムアップ型の

風土から生まれた手法であり、すべての分

野に使える血が通った手法だと思います。

―グローバル化を実現するため、職員

に求められることは何ですか。

　大学はそもそもグローバルな存在です

から、その構成員である職員もグローバル

な感覚が必要です。職員を対象とした海

外での研修やインターンシップなどが実施

されていますが、そこで学んだことを現場

で実現できなければ意味がありません。

担当業務ではもちろん語学だけでなく、異

文化も理解しコミュニケーションできる能

力が必要です。ワーキンググループやプロ

ジェクトを通して実践できると思います。

―学生にとって、大学職員はどのよう

な存在であるべきでしょうか。

　学生が大学生活を有意義なものにす

るためには、良い研究者や教育者との出

会いはもちろん、図書館やコンピューター

ルームなどの文化資源や設備をどれだけ

活用したか、さらには、職員をどれだけ活

用したかということにも左右されます。職

員は、本学の資源を熟知している存在とし

て、学生に発信しその価値を高めていかな

ければならないと思います。

―最後に職員に期待することをお聞か

せください。

　プロジェクト型業務は、日常の業務だけ

では得られない発見と達成感が必ずあり

ます。例えば自ら企画提案し、実行できる

職員が大多数になり、「教員と職員の協働」

が当たり前になれば、大学はますます元気

になると思います。新しい役割を開拓し、

学生や社会の期待に応えていきましょう。

改革を担う人材を育てる
プロジェクト型業務

早稲田大学の資源を
熟知した存在として

つ の 人 材 育 成 プ ロ グ ラ ム
職員の職能開発を目的に、5 つのテーマ別に人材育成プログラムを実施しています。
5

教員と協働できる職員の育成
授業運営支援研修、テーマスタディ運営支援研修など

1

プロジェクト型職員の育成
参加者公募型プロジェクト、プロジェクト企画立案実践研修、協定大学との合同WISDOM研修、
イノベーション・アワード、教務事務業務検討チーム、こうはいナビ、Hello! WASEDAプロジェクト、
プロフェッショナルズ・ワークショップなど

2

グローバル化を推進する職員の育成
派遣研修（大学院留学型・業務体験型・グループ調査型）、海外協定大学派遣研修（語学研修
＋インターンシップ）、チュートリアル英語・中国語、オンライン・イングリッシュ、英文メール・ライ
ティング研修など

3

広い視野を持った職員の育成
大学経営セミナーなど

4

高いマネジメント力を有する職員の育成
階層別研修（採用1年目〜 5年目）、マネジメント入門研修、マネジメント基礎研修、管理職別研修

（新任管理職マネジメント研修、管理職MBAセミナー、部長トップマネジメントセミナー）など

5
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一言で大学職員といっても、
そこにはさまざまな仕事のかたちがあります。

部事務所の仕事は、教育の理念や理想を実現することです。
戸山総合事務センターは、文学学術院の文化構想学部、文学

部、第一文学部、第二文学部、大学院文学研究科の4学部1研究科を担
当し、半期換算で約4,500の科目を運用しています。
　組織は学務係と総務・入試係に分けられています。学務係は、学生
支援業務のほか、カリキュラムを理想通りに運用するため、時間割を作
り、教室配当を行います。一方、総務・入試係は、入試業務・教員支援
業務のほか、構内の施設や備品など庶務全般を担い、教育・研究の環
境を整備しています。
　文学学術院では、教員や学生のニーズを把握するため、普段からヒ

アリングやアンケートを行うとともに、2007年の新学部体制以降、学生
アンケートを実施し、授業への要望や評価、卒業生の進路などを調査・
統計し不断の改善を行っています。
　2009年からは、各担当グループに横串をさしたWG（ワーキンググ
ループ）を立ち上げ、活動を行っています。2010年は、学生の気軽な相
談相手を目指した「キャンパスアドバイザー WG」、学生へのお知らせ
プリント（写真左）を制作・配布する「かわらばんWG」など5つのWG
が活動し、アイデアを次 と々実現しています。

学

教育・研究活動を充実させる職員の力

戸山総合事務センター 
事務長

横山勝常さん

教員と学生の間で
教育の理念や理想を実現する仕事

学部事務所の仕事

年の歴史を有する本学の理工系分野では、実際にものに触
れ、現象を体験する「実験教育」を教育の原点として重要視し

てきました。現在も毎日実験の授業が行われています。本学の「実験
教育」の特徴は、学科横断的な共通実験室を持ち、丁寧かつきめ細や
かなサポート体制を整備していること。その組織を支えているのが理
工学術院統合事務・技術センターの技術部です。
　実験授業で教員をサポートし、指導員的な役割を担うのが技術系
職員。60名の専任職員と30名の技術系嘱託職員が、高い専門性を持っ
て、安全指導、実験の意義・方法・データのまとめ方などを指導します。
また、研究実験の相談や技術相談にも対応するなど、理工系の研究を

技術面で支援する重要な役割も担っています。こうしたサポート業務
だけでなく、国内外の情報を収集し、授業の進め方や研究用大型装置
の導入、施設設備など
に関する提案も行っ
ています。さらなる飛
躍を目指して教員と職
員が一体となって、理
工系の教育研究の充
実に向け、取り組んで
います。

100

理工学術院統合事務・技術センター 
技術部長

齋藤泰秀さん（左）

理工学術院統合事務・技術センター 
技術副部長 兼 技術企画総務課長

高木祐治さん（右）

「早稲田の実験教育」を支える
スペシャリスト

技術系職員の仕事

職 員 ・ 仕 事 プ ロ ジ ェ ク トP a r t 2

本学では、大学を取り巻く環境の変化を踏まえて、職員のあり方にかかわる

新しい試みを行ってきました。いくつかの事例について、担当者に話を伺いました。

進化する大学職員のかたち
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 「Waseda Next 125」の実現のために、プロジェクトの運営を通して、
新しい価値を創造する力を持った職員を育成しています。
 「Waseda Next 125」の実現のために、プロジェクトの運営を通して、
新しい価値を創造する力を持った職員を育成しています。

ello! WASEDAプロジェクトは、校友との連携により、全国に本
学の魅力を発信し、長期的視点で大学の力を高めることを目的

としています。ここ数年、校友会支部組織の高齢化や特に地方の入学
志願者の減少などが職員の間でも懸念されていました。そこで、若手
職員から本学の総力をあげて地域連携を強化していくべきだという
提案があり、2009年から若手職員の有志によるプロジェクトがスター
ト。担当業務をこなしながら活動を続けています。メンバーが大学の
代表として各地域の校友と折衝し、未来の校友活動の担い手となる若
い校友や中高生向けのイベントを次 と々実現。時には学生とも協力し
ながら、校友会活動を活性化しています。

　また、プロジェクトは人材育成としても大きな意義があります。メン
バーからは、「仕事力全般が向上した」「職員のネットワークができた」
など、自らの成長につながったという声が多数あがっています。

H

早稲田職員発、プロジェクトW

詳しい活動内容は、以下のHPをご参照ください。
http://www.waseda.jp/external/hello/fl.html

総長室渉外局 
渉外担当課長

本間知佐子さん

校友との連携により、
全国に早稲田の魅力を発信！

Hello! WASEDA プロジェクト

ーマスタディ（全学共通副専攻）は、2007年度からオープン教
育センターに設置された学部横断の副専攻制度です。このプ

ロジェクトでは職員が授業運営支援や履修支援を行い、教員と協働
で新しい価値を生み出すことを目的としています。研修対象者は若手
の中途採用職員や希望する職員。1年を通じて、教育現場で教員や学
生の意見を聞き、教育支援における職員の役割を追求します。
　研修者に最も期待されているのは、教員の潜在的なニーズを引き出
し、学生に満足してもらえる教育スタイルへと具現化すること。その
ことを通じて、コミュニケーション力や課題を克服する力が身に付き、

能力が向上します。教員の側も研修生の成長にやりがいを感じるとと
もに、メリットを認識しています。研修も4年目を迎え、「新しい科目の
設置」「企業とのセミインターンシップ」「シンポジウムの開催」など、
期待以上の成果を生み出しています。今後の課題は、そうした試みに
継続性をもたせるため、プロジェクトに依存しない運営方法のあり方
なども検討していく必要があると考えています。

テ

教務部教育システム課 兼　
オープン教育センター

竹迫 寿さん

職員の“副専攻” として
教員と協働できる職員を育成

テーマスタディ（全学共通副専攻）運営支援研修プロジェクト

Special Report

─早稲田の原動力─

職 員 の N e x t  1 2 5 　 プ ロ ジ ェ ク ト チ ー ム 一 覧

学生（受験生含む）
支援

こうはいナビ／SILS Web Renewal ／SILS キャリア／SILS Sempai Support System ／
SILS 図書／ Know SILS ／ SILS Public Relations ／理工センター外部問合せ対応

社会連携
プロフェッショナルズ・ワークショップ／地域交流フォーラム／地域コーディネーター／
Hello! WASEDA プロジェクト／理工センター社会連携プロジェクトチーム／
ｅラーニングの活用による社会連携の推進

教育研究支援

教務事務業務検討チーム／教務事務支援推進／テーマスタディ運営支援研修／授業運営
支援研修／授業支援ポータル開発・利用促進／研究サポートシステム開発／理工センター国
際化プロジェクトチーム／図書館学習支援連携／進路準備のための教育プログラム推進／

『国際化対応』教育プログラム推進／他大学と連携した教育プログラム推進／高大連携プロ
グラム検討／カリキュラム検討支援／早稲田ポータルオフィス（WPO）の国際化対応検討

経営支援 経営支援推進／職員業務スキル基準表作成／職員人材育成／補助金政策検討プロジェクト
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―まず、皆さんと各プロジェクトや活動

とのかかわりについて教えてください。

飯島　入職2年目に、人事課主催のテーマ

スタディ運営支援研修に参加しました。全

学共通副専攻のテーマのひとつに「戦略

的環境研究」があります。今回、納富先生

が担当されている授業の運営支援に携わ

りました。学生の相談に乗ったり、パワーポ

イントのつくり方をアドバイスしたりといった

「お兄さん、お姉さん」的な役割を果たし、

先生と学生の橋渡しをしてきました。

松本　入職して11年目、プロフェッショナル

ズ・ワークショップにかかわってからは2年

半になります。企業と大学が一体となって

取り組むプロジェクトで、企業の現場が直

面している課題に対し、学生がプロフェッ

ショナルズ（企業人）と共同で課題解決に

取り組み、企業経営陣に解決策を提案しま

す。今年度は8つの企業・自治体などとタイ

アップしており、私は地方の活性化をテー

マとしたANA総合研究所のワークショッ

プに参加しています。

　このプロジェクトにおける職員の役割は、

企業・学生・教員の三者の架け橋となりプ

ロジェクト運営の中核を担うとともに、お互

いが最大限のメリットを得られる関係を築

くためのマネジメントを行うことです。

三宮　現在入職8 年目です。本 年度の

「Hello! WASEDAプロジェクト」では、校

友向けに広島と愛知で、子ども向けとして

系属校のある佐賀と大阪でイベントを開

催しました。

　関わるきっかけは、人事部で行っている

「Innovation Award」という職員向けの提

案コンテストです。従来、管理職は地域コー

ディネーターという形で各地の校友と関わっ

早稲田で展開する
さまざまなプロジェクト

実際に各種プロジェクトや活動に関わった若手職員と教員の皆さんに、

活動を通じて得られた成果や思いをお聞きしました。

教職協働で目指す「夢」の実現
職 員の 力を大 学の 力に

座 談 会P a r t 3 座談会参加者（氏名50音順）

理工学術院統合事務・技術センター事務部 
研究総合支援課

飯島智子さん
（テーマスタディ運営支援研修に参加）

戸山総合事務センター

三宮圭司さん
（Hello! WASEDA プロジェクトに参加）

文学学術院

嶋崎尚子教授
（男女共同参画推進委員会の活動に参加）

理工学術院

納富 信准教授
（テーマスタディによる講義を実施）

早稲田ポータルオフィス

浜島直美さん
（こうはいナビプロジェクトに参加）

人事部人事課

松本悠希さん
（プロフェッショナルズ・ワークショップに参加）
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ていますが、一般職員にはそうした機会が

ありませんでした。そこで一昨年、私たちの

チームが一般職員と校友の交流拡大を提

案した結果、プロジェクトが動き出しました。

浜島　入職5年目です。学生の皆さんに

もっと早稲田でできることの可能性を知っ

てほしいと思い、プロジェクトに参加しま

した。私が関わる「こうはいナビ」は、在学

生と職員が協力して、新入生をサポートす

るプロジェクトです。新入生の入学前後の

不安を少しでも減らし、大学生活を快適

にスタートしてもらうことを目的としてい

ます。科目登録をサポートする履修なび、

日々の情報を発信するこうはいナビブロ

グ、授業開始直後に道案内などを行うキャ

ンパスなび、新入生のクラスチューターと

して相談に乗るクラスなびの4つの企画が

あり、在学生の実体験に基づく提案をもと

に、職員が協力して企画を実現させ、学生

と一緒に活動を行っています。学生の新鮮

なアイデアに驚かされることが多く、日々

刺激を受けています。

納富　「戦略的環境研究」は私を含め3名

の教員がメインで関わっています。今年度

はテーマスタディ3年目。授業は座学のス

タイルが中心で、その中に「環境イシュー

を深く読み解く」「環境イシューを再編集

する」という2科目があります。新しい試み

としてゼミ形式を取り入れ、昨年度は飯島

さんたち職員の方にも加わってもらいなが

ら、学生が社会的な問題を自らピックアッ

プし掘り下げ、何らかのソリューションを

考え、シンポジウム形式で発表してもらう

取り組みを始めています。

嶋崎　私は本学の男女共同参画推進委

員会の広報調査部会メンバーとして、ポス

ター、リーフレット、ニュースレターの作成

や全学教職員調査などを手掛けていま

す。部会は全部で4つあり、どれも教員・職

員の合同チームとして構成されていて、大

学が取り組むべきと考えられる施策の企

画・提案から、ものによっては実施まで、ま

さに男女共同参画推進のための実働部隊

としての役割を果たしています。

　教員と職員が同じ立場で机を囲み、あ

れこれ議論や作業をしながら計画を練っ

て実施していく、学内ではまだ少ない教職

協働の形かもしれませんね。

―職員の皆さんは日常の業務とは異な

る形でプロジェクトに携わっていますが、

活動の中で新たな発見などありましたか。

松本　大学に就職した理由のひとつとし

て学生の成長を支援したいという気持ち

がありましたので、プロジェクトを通して

学生の成長を感じ取れることがうれしい

ですね。また、職員は通常、学生とは向か

い合った立場で対応することが多いので

すが、私の参加しているプロジェクトでは、

学生と職員が立場を越えて同じ方向に向

かって一緒に取り組むことができます。

三宮　プロジェクトは、まったく違う部署の

人たちが集まってひとつの目標に向かって

意見交換していきます。従来私が持ってい

た固定概念が覆されることもあり、とても

刺激的な体験でした。さまざまな人の話に

アンテナを向けることの大切さは、現在の

業務にも生かしていきたいと思っています。

　忘れられないエピソードとしては、昨年

度愛知で若手校友を対象に恋愛学講座を

開催し、国際学術院の森川友義教授に講

演をしていただきました。そのとき知り合っ

た校友の二人が今年結婚するそうです。

キューピット役も務めることができたかな

と思っています（笑）。

浜島　「こうはいナビ」も、さまざまな部署

の職員が集まっているプロジェクトです。打

ち合わせをしている際も、それぞれの議題

に詳しい職員のリードで話が進んでいくの

で、意志決定のスピードが速いと感じてい

ます。ひとりで抱え込むのではなく、誰かに

相談することの大切さを改めて学んだ気

がします。また、活動を通して学内での顔

見知りが増えたのも大きなメリットだと思

います。

飯島　活動で気づかされたのは、職員も

授業に携わることができるということ。日

常的な業務から、「授業は教員がするも

の、職員はそれをサポートする立場」とい

うイメージが強かったのですが、必ずしも学生と同じ目線で
活動に取り組む
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そうではなく、職員の新たな視点が授業に

加わることで、議論がまた違った方向に展

開する可能性もあると感じました。また、

教員の学生指導に対する考え方に接する

ことができるのも魅力です。なにより、学

生がどういう思いでこの授業を履修してい

るのかなど、彼らの志向に触れられたのが

大きな収穫でした。授業を受けることで、

学生が変わっていく姿を間近で見ること

は、大学職員の醍醐味のひとつではない

でしょうか。

―先生お二人にうかがいます。教員と

職員が力をあわせてプロジェクトなどに

取り組む意義をどうお考えですか。

納富　きっと私よりも学生の方が良かっ

たと感じているかもしれません。どうして

も学生と教員の間には壁があり、一方通行

の関係になりがちです。その中で、立場の

違う職員の方が授業に関わっている。3つ

の異なる立場の人がいるととてもバランス

が良いんですね。学生はよろず相談ができ

ますし、教員は学生に直接聞けないことを

職員から聞くことができる。それが最大の

魅力です。授業のスタイルがゼミ形式だっ

たこともありますが、教員だから、学生だか

ら、職員だからといったことをあまり強く意

識しない場をつくれたことが良い方向につ

ながっていったのではないでしょうか。

嶋崎　男女共同参画推進委員会は、教職

員のワークライフバランスや若手研究者・

大学院生のキャリア支援などをテーマに

現状と対策を探ってきました。これだけ大

きな組織なので、学内がどうしても縦割り

になってしまいます。これをどう打破して

いくかが課題です。幸い各部会は、中堅以

上の職員が関わっていますので、組織的に

どこをどう押せば有効かなど風通しの良

い環境をつくるための情報交換ができて、

とても重要な場だと思います。

　また、私は社会調査が専門なので、学内

調査などのときには専門性を生かした貢献

ができます。逆に広報誌の作成や、講演会な

どのイベント運営、書類の作成などは職員

の皆さんが得意とする分野です。一緒に企

画を立て、実際の作業はそれぞれの得意分

野で関わっていくのがあるべき姿ですね。

　教員・職員と役割は異なりますが、子育

てや介護など、生活者として抱えている問

題は共通点が多く、それを解決すること

が、早稲田全体の魅力の向上につながる

という手応えがあります。今後も、力を合

わせてさまざまな施策を提言していけれ

ばと考えています。
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デ ー タ で 見 る 早 稲 田 大 学 職 員 職員数は2010年12月1日現在

1. 職員内訳

教員・職員・学生の
トライアングル

男性 女性 合計

専
任

管理職 167 18 185
特任職 7 0 7
一般職

（事務職・技術職・
  司書職）

436 156 592

医療職・技能職 1 9 10
常勤・非常勤嘱託 155 215 370

合計 766 398 1164

2. 勤務地内訳（専任職員） 3. プロジェクトへの参加
プロジェクト名 延べ人数

こうはいナビ 48

プロフェッショナルズ・ワークショップ 57

Hello! WASEDA プロジェクト 39

授業運営支援研修プロジェクト 129

テーマスタディー運営支援研修プロジェクト 36

総数 309
過去4年間に、上記5つのプロジェクトに参加した職員の延べ総数

早稲田

513人
戸山

63人

西早稲田

135人

都内 22人
所沢 29人

川口・本庄 17人
関西 5人

海外オフィス

10人

職員総数

 794人



―プロジェクトを通して、自身の気づき

はありますか。

浜島　参加している中で、通常業務でも

そうですが、自分で考えて、早稲田をより良

くするために提案したり行動したりするこ

との大切さを再確認しました。

三宮　そうですね。新たな取り組みを提案

し、それを実際に行動に移していく。そう

いうプロセスを学ぶ機会を与えられている

のかなと思います。

松本　早稲田のプロジェクトには2つの側

面があると思います。ひとつは、プロジェク

トとして実際に成果を出すこと。もうひと

つは職員の人材育成です。プロフェッショ

ナルズ・ワークショップの目的は学生を成

長させることですが、副次的な成果として

職員の成長にもつながっています。何より、

課題に全力で取り組む学生の姿に刺激を

受けますし、その学生のために何をできる

か考え、実行していくことに職員としてやり

がいを感じます。

浜島　同感です。また、学生と一緒に活動し

ていて、前向きな学生が多いことにも気がつ

きました。見返りを求めずに、新入生のため

に何ができるかを本気で考えて行動してい

ます。職員としては心が洗われる思いです。

飯島　わずか1年の取り組みでしたが、納

富先生が言われたとおり、職員が長期的

に教育現場にかかわることができる環境

づくりの必要性を感じました。教・職が一

体となって取り組めるよう、新しい機会に

も積極的に参加していきたいです。

―教員の立場から職員への質問やご

意見などありましたら。

嶋崎　職員の皆さんは、日々あれだけ忙し

い中で、どうやってプロジェクト業務の時

間をつくっているんですか。

松本　プロジェクトへの参加は業務として

認められています。もちろん、通常業務との両

立は大変な部分もありますが、それによって

スケジュール管理をとても意識するようにな

りましたね。それも成果のひとつでしょうか。

嶋崎　私はとても尊敬している職員の方

がいるのですが、彼女は毎年、学科の新入

生の顔と名前を4月中にすべて覚えて、窓

口に来たときに対応できるようにしていま

した。「それが窓口の職員としての最低限

の仕事だ」と。今日の皆さんの話を聞いて

いて、職員の皆さんは学生の成長を見届け

ることを喜びとしていることを改めて実感

し、とても心強く思いました。早稲田の職

員は非常に優秀だと思いますし、まさに人

材の宝庫ですね。

納富　職員と教員は、必ず業務の中で関

わってきます。私は理工系の教員なので、

実験研究が多くあり、技術職員の方々には

大変お世話になっていますが、生き字引の

ように頼りになる技術職員の方が異動す

るのは我々にとって大きなマイナスです。

組織運営上やむを得ないことですが、こう

したプロジェクト形式であれば、立場に関

係なく継続的に交流していくことができ、

関係の維持には非常に良いと考えます。

　大学には、職員の人材育成のシナリオを

もっと分かりやすく示すことを望みたいで

すね。それにより職員の皆さんも自分の進

むべき方向性がよりはっきりと見えてくる

のではないでしょうか。また、プロジェクト

同士のコラボの可能性などを考えてみて

も良いかもしれません。

―最後に職員の皆さんに今後の意気

込みをお聞きします。

浜島　まずは今期の企画を成功させるこ

とを第一に考えたいです。いつか「こうは

いナビ」のスタッフだけでなく、全学生が

後輩を自然にサポートするような環境をつ

くることが夢です。そこに少しでも近づい

ていきたいですね。

三宮　若手校友の方に「大学と関わって

いきたい」「卒業生同士の交流を深めたい」

と思ってもらえるような気運を高めていき

たいですね。子どもたちには、早稲田を身

近に感じられるイベントを発信していきた

いと思います。

　個人的には今のうちに人脈を広げるこ

とです。いつか嶋崎先生や納富先生にも

プロジェクトのお願いをさせていただきま

すのでよろしくお願いします（笑）。

松本　プロジェクトも4年が経過し職員や

学生の認知度が高まってきました。職員主

導のプロジェクトなので、いかに教員を巻

き込んで教育的効果を高めていくかが当

面の課題です。質・量ともに学生のニーズ

に応えられる教育プログラムにしていきた

いです。

　また、私たち職員が積極的に学生と関

わる機会を増やし、「4年間早稲田に通って

良かった」と言って卒業する学生を職員の

力でひとりでも増やせたらと思います。例

えば、約800名いる職員がそれぞれ毎年5

名の学生に影響を与えれば、全学では毎

年4,000名の学生がそういう気持ちを持っ

てくれるはず。そのための手段として、職員

のプロジェクトをもっと活性化させていき

たいですね。

飯島　多くの人が「こうなりたい、こう変

えたい」という夢を持って職員になったと

思います。配属された部署がそれと直結し

ているとは限りませんが、信念を持ち続け

ていれば、与えられた環境をチャンスに変

えることができる。これからも、テーマスタ

ディの他にもさまざまな機会に挑戦し、自

分の糧にしていきたいと思っています。

自ら考え、
実行するプロセスを学ぶ

早稲田の職員は
人材の宝庫

職員が語る、私の「夢」
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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。

［プロフィール］
あつみ・なおき
1968年生まれ。東京大学法学部政治学科卒業。1992年、富士総合研究所
に入社。その後、富士通総研での勤務を経て、2009年6月より現職。主な研
究テーマはダイバーシティやワークライフバランスで、企業や自治体へのコ
ンサルティングを積極的に行っている。また講演会も数多く実施しており、
2010年10月22日には本学においてワークライフバランスに関する講演会
が開催された。2児の父親であり、過去に2度の育児休業を取得したいわゆる
“イクメン”。座右の銘は「市民の三面性＝家庭人、地域人、職業人」。

最初は社会保障の研究を始め、現在はダイバーシティやワークライフバランスといった旬のテーマを扱
う渥美さん。全国から数多くの仕事、講演会の依頼が寄せられています。10月には、本学でも「ワークラ
イフバランスの理念と実践〜イクメン（育男）の多い会社は業績アップ〜」と題した講演を行い（男女
共同参画推進室主催）、多くの男子学生を含む220名以上が耳を傾けました。

——最初にダイバーシティやワークライフバ

ランスといった研究テーマを選ばれたきっか

けをお聞かせください。

　私は子どもが大好きで、自分にまだ子

どもがいなかった20代の半ばから地域の

「子ども会」を主催していました。会では子

どもたちに紙芝居を読んだり、一緒に野球

やサッカーをして汗を流します。子どもたち

と過ごす時間は私にとってかけがえのない

ものでしたから、自然と子育ての環境に対

して興味を持ち、現在の研究テーマに取り

組むようになったのです。

　子育てにおいては「子ども会」のように地

域のダイバーシティが大きく関係します。ま

た、勉強ができる子、スポーツに秀でた子、

性格の優しい子とさまざまな個性を認める

という点では、子育て自体がダイバーシティ

そのものだと思います。一方、子育てをしな

がら働ける職場を考えるとワークライフバラ

ンスに行き着きます。ダイバーシティとワーク

ライフバランスは一般的に別のものとして捉

えられていますが、私は同じ出発点から研

究をスタートさせました。

——現在行っている研究の出発点は子育て

だったのですね。ご自身はどのような子ども

時代を過ごされたのですか。

　育った家は裕福ではありませんでしたが、

幸せな少年時代だったと思います。父親は

両親から学んだことは、
他者を尊重する心

生き方にこだわり続けたから
今の自分がある。

essage to the next generation
M

株式会社東レ経営研究所
ダイバーシティ&ワークライフバランス　研究部長

渥美由喜さん
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大工、母親は医療事務の仕事をしていまし

た。まだ就学前だったと思いますが、あるとき

庭で遊んでいると「こんなボロ家に住んで

いる大工は大した腕じゃない」と道行く人が

話しているのが聞こえました。確かにそう言

われても仕方がない家でした。私が泣きな

がら家に駆け込んで、母親に事の顛末を話

すと「ボロ家かもしれないけど、お父さんは

もっといい家にしようとお仕事を頑張ってい

るから応援しよう。今は悔しくても、いつかきっ

といい経験だったと思える日が来るから」と

励ましてくれたのです。一方で父親も、家庭を

一生懸命支える母親にいつも感謝していま

した。ダイバーシティやワークライフバランスの

本質は他者を尊重する心です。貧しくはあり

ましたが、相手に感謝し、お互いを尊重する

気持ちに満ちた家庭で育ったことは今の私

に大きく影響を与えていると思います。

——渥美さんは育児休業を2度取得され、

ワークライフバランスを実践する“イクメン”

として知られています。実際に育児休業を取

得されたことで得たものはありますか。

　家事と育児を始めたとき、やることのあま

りの多さに唖然としました。自分がそれまで

いかにできていなかったかを知る良い機会

でした。また、育児休業を取得したのは今の

会社に移る前ですが、当時は周囲から理解

を得ることはできませんでした。休暇を取ら

ずに働くのが模範的社員という風潮が残っ

ており、何よりも私は男性育児休業取得者

第1号。風当たりが強かったのは当然かもし

れません。私は、育児休業を理由に評価を

落とさないでほしいと会社に訴えました。育

児休業で評価が落ちれば、取得者が続か

ないと思ったからです。もちろん権利だけを

主張するわけにはいかないので、仕事のパ

フォーマンスは落とさないことを約束しまし

た。最終的には人事部長や社長まで巻き込

んで何とか条件を飲んでもらいましたが、

人間関係ではしこりが残りました。 

——大変な苦労があったのですね。

　結局は転職したのですが、全ては自分で

選んだ道です。私は人生において、生き方に

こだわりたいと思っています。大切なのは仕

事を含めて自分がどう生きるか、どのような

人生を送るかです。思えば研究テーマを選

んだときも同じでした。私は最初に社会保

障の研究を始めたのですが、周囲には「な

ぜ社会保障のように社会的に陽の当たらな

いテーマを選ぶのか」と怪訝な顔をされた

のを覚えています。しかし、研究のテーマが

社会的に注目されているかどうかは関係あ

りません。世の中が少しでも良い方向に進

んでほしい。研究を始めたのは単純にその

ような思いからです。社会保障からダイバー

シティやワークライフバランスへと研究を派

生させる間に、社会の関心も高まりました

が、これは私に先見の明があったわけでは

なく単なる偶然。もし注目されなかったとし

ても同じ研究を続けていたと思います。

——日本でも関心が高まってきたとはいえ、

男性は育児休業を取得しにくいのが現状だ

と思います。今後このような風潮は変わって

いくのでしょうか。

　すでに企業では二極化が始まっており、

これから先はさらに顕著になるでしょう。ダイ

バーシティとワークライフバランスを実現して

いる企業には優秀な人材が集まり、その結

果として高いモチベーションが保たれ、効率

的な組織になると言われています。また多様

性に富んだ社員が気持ちよく働ける風土か

らは革新的な商品・サービスが生まれやす

く、会社の競争力を高めることになります。まさ

に今の日本の企業に必要なことだと思うので

すが、猛烈に働くことで成功を収めてきた世

代の意識はなかなか変わりません。私は考

え方が浸透しないことから“粘土層”と呼ん

でいるのですが、特に現場のリーダーであ

る課長・部長クラスに多いように感じます。

——渥美さんは現在“粘土層”の方々に対

して啓蒙活動をされているのですね。

　なかなか手強いですよ。どれだけ言葉を

尽くしても、全く聞き入れてもらえない方もい

ますから。でも中には、自分の娘が毎晩夜遅

く帰って来るのを目の当たりにして考えが変

わった人などもいます。社会全体の意識が

変わるにはまだまだ時間がかかると思いま

すが、地道に活動を続けていくつもりです。 

——本学での講演会では、男子学生からも

積極的に質問が出ていましたが、本学の学

生に対する印象はいかがでしたか。

　とても真剣に聴いてくれて反応もよく、話

したことがス〜ッと吸い込まれていくようでし

た。非常に優秀だなという気がしましたし、

質問も的確でレベルが高かったですね。

——最後に本学に対して期待することを

お聞かせください。

　大学自体のダイバーシティ推進です。世

界レベルで見ると、性別や国籍などでダイ

バーシティが進んでいる大学ほど研究成果

が高いという結果も出ています。ぜひ多様

性に富んだ学生、教員、そして職員が集う大

学を目指していただきたいですね。大学は、

学生が長い人生をどう生きるかを決める大

切な場所。多様化を推し進め、より魅力あふ

れる大学になってほしいと思います。

「どう生きるか」を考え、
自分の道を決める

今の活動がいつか
世の中を変えると信じて

お子さん二人を保育園に送ってから出勤
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法学学術院　本山哲人准教授

　私の授業では語学教育と文学的教養
を身に付けることを目的に、古典文学、特
にシェイクスピアの作品を取り上げてい
ます。原文でシェイクスピアの作品を読
み、作品に描かれているさまざまなテー
マについて学生は英語でディスカッショ
ンを行うのです。私の授業の受講生は、
文学や演劇に興味がある学生、英語で
のディスカッションを目的とした学生と
大きく二つのタイプに分けられます。作
品が書かれたのは400年も前ですが、現
在の学生たちを取り巻く身近な問題や、
法律的な議論にもつながるものがあり
ます。アメリカの最高裁判所には多くの

シェイクスピア愛好家がおり、シェイクス
ピアを読むサークルまで組織されてい
るほどです。

　授業を進める上で大切にしていること
は大きく二つあります。一つは、10名足ら
ずの少人数で行う授業の良さを生かすこ
と。大教室で行う授業で、学生が自分の
考えを伝えてフィードバックを得ることは
容易ではありません。しかし、少人数であ
ればコミュニケーションを密に取ること
ができます。授業では、作品中のある場面
に対して一人の学生が要旨をまとめ、その
内容をもとに他の学生一人ひとりに質問
し、お互いに意見を交わすように促してい
きます。そのためにいわゆる「ソクラテス・
メソッド」という方式も取り入れています。
法科大学院でもこの方式を取り入れてい
る授業があるので、その練習を兼ねるこ
とも狙いの一つです。学生が主体となっ
て英語でディスカッションを行い作品を
理解できるように一人ひとりに問いかけ
て、それに対するほかの学生の考えを聞
きながら、議論が詰まらないようにディス
カッションの方向付けをしています。
　もう一つ私が授業で意識しているこ
とは、作品中に出てくるテーマを、現在の
学生が置かれている身近な問題に結び
付けていくということです。例えば前学
期に読んだ『じゃじゃ馬ならし』という喜
劇作品では、恋愛や結婚などジェンダー
に関するテーマを取り上げると、現在の
学生にも馴染みがあるため、ディスカッ
ションも活発になります。

  

　質の高い教育を行うために、私が最も
大事にしていることはバランスです。語
学と文学のどちらかに偏ることなく、バラ
ンス良く両方を学べる授業づくり。それ
が現在、私が取り組んでいる課題です。
　そこで、先に述べた授業を進める上で
の工夫だけではなく、文学に親しんでも
らえるような工夫もしています。その一つ
として、学期ごとに学生を劇場に連れて
行き、舞台で演じられているシェイクスピ
アの作品に触れる機会を作っています。
授業を通して思い描く作品のイメージと
舞台との違いを知ることで、戯曲作品に
興味を持ってもらいたいからです。実際、
舞台を見たことで文学や演劇に興味を
持ったという学生もいます。
　社会に出るとシェイクスピアなどの文
学作品を読むきっかけはなかなかない
と思います。ただ、学生のうちにきっかけ
を作っておけば、社会に出て何か問題に
直面した時に「シェイクスピアに何か答
えがあるかもしれない」と思い出して読
み返してもらえるかもしれません。そのた
めの教養を身に付けることができる授業
を心掛けています。

基礎・教養として必要な語学と文学

質の高い授業を行う上で
大切なこと

バランスの取れた授業を目指す

「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、教育の質の向上に努めています。今回は、法学部の副専攻でシェイクスピアを題材に英語でのディ
スカッションを授業に取り入れている本山先生に、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

もとやま・てつひと
国際基督教大学比較文化研究科修士課程
修了、University�of�Birmingham�Shakespeare�
Studies修士課程修了、国際基督教大学比較
文化研究科博士課程修了。主な専門分野は
エリザベス朝演劇。2004年より早稲田大学
法学部専任講師、2007年より早稲田大学
法学部准教授。▲�シェイクスピア関連の本が並ぶ棚には

学生からのプレゼントも飾られています

▲海外でも使われている授業のテキスト。
　本文の横に解説がついています

語学教育と文学的教養の
バランスを考えた授業づくり



Massimiliano 
ZECCA, Ph.D. 

Associate Professor of Robotics
ICSEP - International Center for 

Science and Engineering Programs
School of Creative Science and 

Engineering
Faculty of Science and Engineering

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/

One of the oldest dreams of mankind has been the creation of an artificial being similar to the human. 
We can trace this dream all the way back to 2000 BC, with the ancient legend of Cadmus who sowed 
dragon’s teeth in the ground, from which there sprang a race of fierce armed men, called Spartes. 
Moving from legend to history, the Mechanical Clock of the Duomo in Orvieto, Italy (1351) is considered 
the earliest automata documented in Europe. But it is only during the XVIII and XIX centuries, though, 
that the technology was sufficiently advanced to develop several practical examples of automatic 
machines, in particular for entertainment. 

In Europe, unfortunately, these machines started to be seen as a threat to humankind, as testified for 
example by the novel “Frankenstein, or, The Modern Prometheus”, synonymous with the theme of a 
robot or monster advancing beyond its creator, or by the Jewish myth of the Golem – which incidentally 
can be considered as a modern robot, being it made of high tech metals and silicon chips (soil), 
activated by programs (incantations). From that moment on, the vision of robots in the Western culture 
has always been somehow negative. 

In Japan, the development of technology proceeded almost in the same way as in Europe, with the 
development of several arts and techniques, including the Karakuri Ningyo, together with the diffusion of 
theoretical textbooks and “do it by yourself” manuals (in particular during the Edo Period (1603-1868) – 
“the Japanese Reinassance”). Unlike in Europe, this technology was always very positively accepted and 
welcomed. This positive attitude made it possible for the research on Humanoid Robotics to begin. Prof. 
Ichiro Kato and his colleagues of Waseda University, in fact, started the WABOT Project in 1970 and 
presented WABOT-1, which is the first full-scale human-like robot, in 1973. 

Since then, the research on personal robotics spread worldwide, and several robots have been 
developed to investigate the socio-emotional aspects of human-robot interactions. These robots range 
from animaloid robots like the therapeutic robot PARO which interact with human beings and make them 
feel emotional attachment, to humanoid robots like Waseda WE series and KOBIAN to explore socio-
emotive face-to-face interactions with people to explore face-to-face interactions (but the whole list 
could be much longer).

Although the immediate, practical application of these robots seems to be almost non-existent, besides 
making the headlines at each new experiment, these researches are extremely important for our society. 
Why? 

From the engineering point of view, by endowing robots with the ability to express and understand 
emotions and gestures, we can improve the interaction between humans and robots; robotics emotions 
can also improve the organization of autonomous behavior in robots, making the latter more useful in 
real applications. Eventually, these researches create a lot of fundamental technologies that can be 
easily applied in other fields, and also nurture many talented engineers and scientists. On the other 
hand, from the scientific viewpoint, the modeling of emotions in autonomous robots can contribute 
towards improving the knowledge on the generation and understanding of emotions and consciousness 
in human beings in general. It could also help in studying neurological disorders, such as Parkinson’s 
and Huntington’s, or developmental disorders, such as autism by using expressive/emotional robots and 
robotic devices. 

If you think of the human being as an extreme and 
exquisite example of robotic system, you can easily 
imagine that its observation and analysis could lead to the 
clarification of the basic mechanisms underlying human's 
control of their bodies. This, in turn, is an extremely 
important and helpful tool for the aging society in order 
to realize better health-care systems, human-support 
devices, teleoperation methods, and so on. Research on 
humanoid robotics, therefore, is just a different way of 
saying that it is a research done by humans investigating 
on humans to better understand humans themselves. 
Research on humanoid robotics, therefore, is basically just 
a good excuse to study and understand your own self. 

R       esearch on Emotional 
Humanoid Robotics: a good 
excuse to study yourself

Playing with Gundam.

Massimiliano Zecca received the 
University degree (Laurea) in Electrical 
Engineering from the University of Pisa, 
Italy, in 1998, and the Ph.D. degree in 
Biomedical Robotics from the Scuola 
Superiore Sant’Anna, Italy, in 2003, 
after working at the INAIL RTR Applied 
Research Centre on Rehabilitation 
Engineering, Italy, from 1999 to 2000. 
Since 2003 he has been working in 
Waseda University, Tokyo, Japan, 
where he currently holds the position 
of Associate Professor at the Faculty 
of Science and Engineering. He is also 
a researcher of the HRI (Humanoid 
Robotics Institute), Waseda University, 
and the project manager of RoboCasa, 
the Italy-Japan joint laboratory for 
research on Humanoid Robotics.

Profile
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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。今回は株式会社集英社の北畠さんにお話を伺いました。

の

学生と進路選択

学生の未来と組む。
入社後に何をしたいかを重視

　当社では『週刊少年ジャンプ』『non・no』な
どに代表される雑誌、そしてあらゆるジャンル
の書籍を発行しています。雑誌に関しては綿密
なマーケティングを実施し、それぞれの年代に
最も興味を持っていただける内容にしているた
め、幼い頃から長らく当社の雑誌に親しまれて
いる方もいらっしゃるかもしれません。
　近年では、出版事業を軸に電子書籍などの
デジタル事業、ファッション誌に掲載する商品を
取り扱うブランド事業、そしてコンテンツに付随
する権利を運用するライツ事業など、当社の事
業領域は大きく広がりを見せています。また雑
誌の海外出版も始めており、アメリカ版『少年
ジャンプ』などは現地でも非常に好評です。
　社会の変化に伴い事業内容は多様化しまし
たが、私は出版社の仕事の本質はただ一つだ
と考えています。それは人々を惹きつける魅力
的なコンテンツを生み出すこと。言い換えるなら
面白さを追求し、それを具体的な形に落とし込
むことです。あらゆる事業の核となるものです
から、当社にとってコンテンツの創出は非常に
重要な要素となります。

　続いて当社が求める学生像についてお話し
したいのですが、正直なところ一般化するのは
難しいかもしれません。もちろん「明るい、好奇
心が旺盛、礼儀正しい」といった基本的な素養
は必要となりますが、それ以上のことを求める
場合に、特定の基準が存在しないからです。文
学、マンガ、ファッション、ひいては理系の化学や
物理まで、学生が何に興味を持ち、どんな勉強
をされていても我々は一向に構いません。言う
ならば「何でもあり」なのです。実際に当社の

社員も多様性に富んでいて、実にさまざまなタイ
プの人間が働いています。
　ただ、これが得意なら仕事で役に立つだろう
と思うのは、新しい企画を考えられる力ですね。
生み出したアイデアをさまざまな角度から検証
して、頭の中でブラッシュアップできればなお良
いと思います。先ほども述べたように、出版社
では面白いものを作り出すことに価値があるた
め、企画に強い人はさまざまなシーンで助かる
のではないでしょうか。
　また、私自身は学生の将来性を重視したいと
考えています。採用の時点で備わっている力も重
要ですが、会社ではそれまでの人生以上に長い
時間を過ごします。学生の方には自分がどのよう
な人生を歩んできて、入社してから何をしたいか
を語っていただきたいですね。我 は々「学生の未
来と組む」という意識で接しているのですから。

　学生時代には興味を持てずに勉強していた
ことや息抜きのつもりでやっていたことが、仕事
に生きるというケースを私はこれまで数多く経
験してきました。あらゆる経験が財産になる点
は、総合出版社である当社の大きな特徴。学生
時代にはさまざまな経験を積み、知識の幅を広
げることが大切です。当社を受ける上では無駄
になることは一つもありません。
　また、出版社で働く立場から、この業界を志
望する学生の方におすすめしたいのは、書店に
足を運び、隅 ま々で見て回ること。陳列された本
や雑誌には編集者たちの思いや社会のトレンド
が凝縮されているだけでなく、気になる本を意
識することで、自分がどのような分野に興味が
あるかを知る機会にもなります。出版業界を志
望する学生の方はもちろん、そうでない学生の
方にも、就職活動に取り組む前にはぜひ試して
いただきたいですね。

出版社の仕事の本質は
面白さの追求

基本は「何でもあり」
企画力が大切

学生時代の経験は
決して無駄にならない

株式会社集英社
人事部 人事課 課長

北畠元一
Profile
きたばたけ・もとかず
1959年東京生まれ。早稲田大学商学
部卒業後、集英社入社。各種芸能誌
で編集を担当し、『Myojo』編集長を
経て、2010年5月より現職。

1926年設立。従業員数は797名
（2010年12月時点）。マンガ、ファッ
ション、芸能、文芸などのジャンルで、
あらゆる年齢層に向けた雑誌を発
行。また文芸書や文庫本などの出版
も行っており、日本を代表する総合
出版社の一つである。

株式会社集英社

新刊出版数が年々増加する
一方、景気の低迷、電子書籍
の普及、グーグル社の書籍
データベース化が火をつけた
著作権問題等々、出版業界
も難問山積です。「本が好き
だから」という素朴な理由で
編集者を志望する学生は多
いのですが、よくよく聞いてみ
ると、多くは単なる読書好き。
業界動向にも疎い。つい「これ
からは、ベンチャー精神がない
人の採用は難しいよ」と、聞き
かじった知識でお説教をしてし
まいます。

キャリアセンターより

本が好きだけでは
厳しい業界
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今号のオススメ

■�『地域産業とマーケティング』
����長沢伸也（商学学術院）他共著　九学出版　2010年6月刊

■�『プラスチック加飾技術の最新動向』
����長沢伸也（商学学術院）他共著　シーエムシー出版　2010年6月刊

■�『「日銀デフレ」大不況―失格エリートたちが支配する日本の悲劇』
����若田部昌澄（政治経済学術院）著　講談社　2010年7月刊

■�『キレやすい子へのアンガーマネージメント
　�―段階を追った個別指導のためのワークとタイプ別事例集』
����本田恵子（教育・総合科学学術院）著　ほんの森出版　2010年8月刊

■�『天響水心―日本画家岩澤重夫聞き書き』
����宇野和夫（商学学術院）著　西日本新聞社　2010年9月刊

■�『「日本品質」で世界を制す！』
����遠藤功（商学学術院）著　日本経済新聞出版社　2010年9月刊

■�『数理的感性工学の基礎―感性商品開発へのアプローチ』
����長沢伸也（商学学術院）他共編　海文堂　2010年9月刊

■『�レオ・シュトラウスと神学―政治問題』
����飯島昇藏（政治経済学術院）監訳　晃洋書房　2010年10月刊

■�『京友禅「千總」―450年のブランド・イノベーション』
����長沢伸也（商学学術院）著　同友館　2010年10月刊

■�『新しい学習評価のポイントと実践�〈第1〜3巻〉
　�―平成22年改訂指導要録準拠�学習評価を充実させる工夫改善』
����小島宏（社会科学総合学術院）編著　ぎょうせい　2010年10月刊

■�『抑止力を問う―元政府高官と防衛スペシャリスト達の対話』
����植木千可子（国際学術院）他著　かもがわ出版　2010年10月刊

■�『トルストイ・クロニクル　生涯と活動』
����藤沼貴（名誉教授）著　東洋書店　2010年10月刊

■��『デモクラシーとアカウンタビリティーグロー』
�����眞柄秀子（政治経済学術院）編　風行社　2010年11月刊

■��『授業づくりのゼロ段階―Q―U式授業づくり入門』
�����河村茂雄（教育・総合科学学術院）著　図書文化社　2010年11月刊

■『�「境界」に立つジャーナリスト』�
����花田達朗（教育・総合科学学術院）コーディネーター　早稲田大学出版部　
　�2010年11月刊

■��『新聞で鍛える国語力―中学入試のために』
�����町田守弘（教育・総合科学学術院）著　毎日新聞出版　2010年11月刊

■��『はじめて学ぶ国際経済』
�����浦田秀次郎（国際学術院）著　有斐閣　2010年12月刊

■��『21世紀に儒教を問う』
�����土田健次郎（文学学術院）編　早稲田大学出版部　2010年12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

『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）共著　東洋経済新報社
2010年7月刊

経済はすべての人々の生活にかかわります。就職活動が苦しく、
なかなか給料が上がらず、「生きづらい」のも経済が深くかかわっ
ています。この本は、今の経済をみるために何が必要かをイェー
ル大学教授の浜田宏一先生、経済評論家の勝間和代さんと語り合ったものです。
経済の問題は難しくて、どうもピンとこないという人にこそ読んでほしいと思います。

本学で2011年2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/）学術講演会・公開行事をご覧ください。

B Eooks vents
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平成22年度  美濃加茂市・早稲田大学  
文化交流事業  共催展「美濃の白隠」展
会場��大隈記念タワー�125記念室�（26号館�10階）
日程��2011年2月10日㈭〜3月10日㈭　10：00 〜18：00
江戸時代臨済宗中興の祖といわれる白隠慧鶴はたくさんの書画を残しました。
美濃加茂市ゆかりの遺墨に會津八一博物館の所蔵品を添えて展示します。
問 ��文化推進部文化企画課　TEL：03-5272-4783
　�http://www.wasedabunka.jp/

会場�東伏見キャンパス�ステップ22　
日程�2011年2月26日㈯
箇所協定締結先のケルン体育大学長Dr.�Walter�Tokarskiの基調講演をはじめ、
シンポジウム、ポスター発表という内容で研究活動の発表を行います。
問 ��アクティヴ・ライフ事務局　TEL：04-2947-7259（内線�76-3732）�
�http://www.sport-sciences-gcoe-waseda.jp/

グローバルCOEプログラム
「アクティヴ・ライフを創出するスポーツ科学」
第4回国際シンポジウム

会場�會津八一記念博物館
日程�2010年12月6日㈪〜 2011年1月19日㈬（12月23日〜1月5日は休館）
福島県在住の考古学研究者である穴澤光氏より寄贈された東洋考古学資料のな
かから、武器・馬具をはじめとする中国古代青銅器を中心に展示します。
問 ��會津八一記念博物館　TEL：03-5286-3835　�
http://www.waseda.jp/aizu/

穴澤コレクション 東洋考古学資料展

会場�①演劇博物館�2階�企画展示室Ⅱ
� ②演劇博物館�1階�六世中村歌右衛門記念特別展示室
日程��①2010年12月1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。
� ②《PART2�トーキー篇》�2011年1月11日㈫〜 2月5日㈯
　　　�これまで数多の時代劇映画を生み出してきた京都で、同地最初の撮影所と

なる二条城撮影所が誕生してから100年目にあたる本年、演劇博物館のコ
レクションでたどる、時代劇映画史の企画展を開催いたします。当館は、稲
垣浩や市川右太衛門、長谷川一夫、篠田正浩といった、時代劇映画史に大
きな足跡を残してきた映画人の旧蔵品を所蔵しています。本企画展は、これ
らの貴重な旧蔵品を中心とした当館のコレクションを紹介しながら、時代
劇映画の歴史を振り返ります。

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

① 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」Part2

②時代劇映画史展―演博コレクションから―

会場�小野記念講堂（27号館�小野梓記念館�地下2階）
日程�2011年1月17日㈪、18日㈫、19日㈬
映画と演劇に見られるピクチャレスク（絵画性）を歴史的かつ理論的に考察するた
めのシンポジウムを三日間にわたり開催します。
問 ��演劇博物館グローバルCOE事務局　TEL：03-5286-8110
　�http://www.waseda.jp/prj-gcoe-enpaku/

グローバルCOEプログラム
「演劇・映像の国際的教育研究拠点」
国際シンポジウム 映画と演劇におけるピクチャレスク

『課長力―逆境を突破する6つの力』
遠藤功（商学学術院）著　朝日新聞出版　2010年9月刊

日本企業の未来を創造するのは、課長をはじめとしたミドルた
ちだ。キーワードは「突破」。逆境や障害を突破し、創造や変
革を実現した6人の実在する課長たちを取材し、「課長力」を
形成する6つの力を明らかにする。突破する課長を生み出す
ために、企業は何をすべきかについても言及する。



『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、2月下旬発行を予定しています。

 表紙写真： 佐藤洋一（社会科学総合学術院 教授）

大隈記念講堂や東京タワーの構造設計で知られる内藤多仲博士（1886〜1970）が、

1917〜18年のアメリカ留学中に愛用したトランクです。

中の仕切り板をはずして使用した最初のトランクは、

アメリカ各地の大学を鉄道で訪問して回るうちに破損。

そのことから仕切り板が外部からの力に有効に働くことに気づき、

これが「耐震壁」の発想につながったのです。

その設計思想の正しさは、関東大震災時、

旧日本興業銀行本店ビルが無傷だったことで実証されました。

ここ内藤多仲記念館（旧内藤邸）は、柱のない日本最初の壁式鉄筋コンクリート造で、

震災後、耐震・耐火に配慮した模範住宅として建てられたものです。

内藤博士をはじめ多くの著名な教員が教鞭を取り、

日本の建築界に陸続と人材を送り出してきた理工学部建築学科は、

2010年に開設100周年を迎え、次の1世紀へと新たな一歩を踏み出しました。

「耐震建築の父」を生んだトランク
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