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　本学では、学術の振興を図ることを
目的に、1958年に大隈記念学術褒賞
を制定。研究上抜群な業績をおさめ、
学術水準の向上に極めて顕著な寄与

をした本学の専任教員に対して「大隈
記念学術記念賞」を授与しています。
11月11日に2010年度の授与式が行わ
れ、鎌田総長より本年度の受賞者および

2009年度に受賞が決定していた前総長
の白井名誉教授に、正賞ならびに副賞
が贈られました。

UUNIVERSITY 2010年度の受賞者が決定

大隈記念学術褒賞授与式が行われました

UUNIVERSITY 世界へ発信

ワシントンD.C.でセミナー開催
　本学と京都大、慶應大、東京大、立命
館大が共同で米国に設立した日米研究
インスティテュートは、2月4日から11日ま
で、７つのセミナーと留学生との交流会
を米国ワシントンD.C.にて開催しました。
　藤崎一郎駐米大使のスピーチで始まっ
た「世界の高等教育の国際戦略」では、
白井前総長、許智宏北京大学前校長、

ステファン・J.トラクテンバーグ ジョージ・ワ
シントン大学元学長等が、世界の大学戦
略や今後の展開について議論したほか、
日米安全保障をテーマとした本学の谷内
正太郎日米研究機構教授のセミナーで
は、政治専門のケーブルテレビC-SPAN
が生中継するなど、米国における同イン
スティテュートへの関心の高さを示しまし

た。加えて、スティーブン・ボズワース米国
北朝鮮特別代表のスピーチなどもあり、
延べ800名の参加者が集まりました。
　　 http://www.us-jpri.org/

シンポジウムの様子

左から、白井名誉教授、大橋教授、鎌田総長、
大附教授、菊地教授

年度 氏名 研究題目

2010年度

大橋一章（文学学術院教授） 奈良美術成立史論

大附辰夫（理工学術院教授） 集積回路の設計自動化技術に対する先駆的研究

菊地英一（理工学術院教授） エネルギーと環境に関わる触媒化学の研究

2009年度 白井克彦（理工学術院教授・当時）
音声コミュニケーション科学の基礎研究と
その情報通信技術への応用

UUNIVERSITY EUとアジアの架け橋へ

エラスムス・ムンドゥス計画に採択されました
　EUとアジア圏の学生・研究者交流を
促進する欧州委員会の交流事業「エラ
スムス・ムンドゥス計画2009-2013」に、こ
のたび本学を含む日本の4大学と韓国2、
EU6の計12教育機関が企画・提案した
BEAM（Build on Euro-Asian Mobility）
プログラムが採択されました。本プログラ
ムは、高等教育・研究および管理の分野
で、ヨーロッパとアジア圏が学術と人材育
成面で活発な交流を図ることを目的とし
ています。
　今後、各機関が対等に連携し、博士
課程学生やポスドク研究者、常勤教員

の3つのレベルでの相互交流を実施。
これにより地域間の研究交流体制の
強化や、若手人材の双方向交流がより

促進され、各機関の国際展開の強化に
向けた礎を築くことが期待されます。

URL
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　理工学術院の井村考平准教授およ
び自然科学研究機構分子科学研究
所の岡本裕巳教授らの研究グループ
は、北海道大学の三澤弘明教授らのグ
ループと共同で、1,000万分の1メートル
というナノの世界でのみ観測される新
しい現象を特殊な顕微鏡を用いて発見
しました。不透明な金属の板に1,000万
分の1メートルの直径の孔をあけ、その
孔を不透明な金属製の円盤で塞ぎ、孔
を通ってくる光の強さを測ったところ、
円盤がない時に比べて、円盤で孔を塞
いだ時の方が、数倍強くなる場合があ
ることを世界で初めて見出しました。

　この現象自体に、どんな具体的な応
用の可能性があるかは、まだ分かりま
せんが、貴金属ナノ物質のこの特性が、
例えば光のエネルギーを有効に電気

エネルギーや化学エネルギーに変換
するための基礎的な性質として今後重
要になってくることが予想されます。

貴金属ナノ粒子の特異な光学的性質を発見

自然科学研究機構・北海道大学・本学で共同研究の成果RRESEARCH&
EDUCATION

　12月11日、大学院法学研究科による
「組織的な大学院教育改革推進プログラ
ム」の総括としてのシンポジウム「法律教
育と研究大学院および法科大学院―研
究者の養成を見据えて」が開催されまし
た。法学部卒業生のうち、さらに専門的な
教育を求める者の多くが法科大学院に
進学するという状況の中、法学研究者の
養成をどうするかが日本全体で大きな問

題になっています。2004年の法科大学院
設置以来、議論されてきた論点を踏まえ、
今後の法学研究者教育をいかに行うべ
きかをテーマに、熱い議論が繰り広げら
れました。
　シンポジウムには、他大学を含む大学
教員や学生、弁護士など150名近くが参
加し、元最高裁判事で東北大学名誉教
授の藤田宙靖氏や元最高裁判事・京都

大学名誉教授の奥田昌道氏、韓国全南
大学校の鄭錘休教授などの多彩なパネ
リストの話に、熱心に聴き入っていました。

RRESEARCH&
EDUCATION

法学研究科シンポジウム開催

法律教育の未来を考える

藤田宙靖氏による「法律学と裁判実務」の講演

　理工学術院の海岸環境・防災研究
室（柴山知也教授）は、2010年10月25
日に発生したスマトラ南部地震津波の
災害調査のため、柴山教授を隊長とす
る「早大・横国大・バンドン工大合同
津波調査隊」を11月16日から23日の日
程で派遣し、メンタワイ諸島のシポラ
島で津波被災の実態を調査しました。
　その結果、沿岸の低湿地に位置する

村落で、海側のマングローブの生えた
湿地帯あるいは小河川を通して津波が
村内に侵入し、大きな被害をもたらし
たことが判明しました。
　今後の対策としては、低温地から近
隣の比較的地盤の高い土地への移転
が効果的であり、現地の地方政府に提
言を行いました。

RRESEARCH&
EDUCATION

合同調査隊が現地調査

スマトラ南部地震津波の被害状況などが判明

ゴビック旧地区での被害状況

透過する光の強さの、光の波長による変化を示すグラフ
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　12月3日、WASEDAサポーターズ倶楽
部特別会員（本学名誉称号贈呈者）をお

招きしての「早稲田大学をご支援いただ
いている皆様との集い WASEDAサポー
ターズ倶楽部エグゼクティブ・フォーラム
2010」を開催しました。
　第1部では、王貞治氏（福岡ソフトバン
クホークス株式会社取締役会長・本学推
薦校友）と奥島孝康元総長（日本高等学
校野球連盟会長）による「世界一を目指
すリーダーの感性」と題した特別対談を

実施。両氏の貴重なお話の数々に、会員
の皆さんも、熱心に耳を傾けていました。
　第2部の懇親会には、スポーツ界で活
躍の著名校友の方々や現役の体育各部
の学生たち、本学の役職者・教職員も参
加。最後は応援部のリードのもと、校歌と
紺碧の空を全員で斉唱し、来場者の皆さ
んには、ワセダの“今”を存分に実感でき
るイベントとなりました。

「WASEDAサポーターズ倶楽部エグゼクティブ・フォーラム2010」

活躍する校友から現役の学生まで―WASEDAの今を知るUUNIVERSITY

　映画と演劇を「ピクチャレスク（絵画
性）」という視点から考える国際シンポ
ジウム「映画と演劇におけるピクチャレ
スク」（演劇博物館グローバルCOE主
催）が1月17日から3日間にわたり、小野
記念講堂で開かれました。
　イタリア映画『アッカトーネ』（1961）
におけるマンテーニャの絵画やスペイン
映画『ヴィリディアナ』（1960）における

ダ・ヴィンチの「最後の晩餐」の図像な
ど、映画イメージにおける絵画からの借
用の問題や、日本演劇と浮世絵に見る
舞台装置と絵画との関係性などをテー
マに議論が交わされました。
　海外から4名の演劇・映画研究者を
招き、COE拠点の研究者も参加して、歴
史的かつ理論的な問い直しが試みられ
ました。

講演内容についてパネルディスカッションが
行われました

演劇・映像の国際的教育研究拠点として高い評価

演劇博物館グローバルCOEが国際シンポジウムを開催RRESEARCH&
EDUCATION

　11月6日から11日の間、Singapore National 
Junior College（NJC）の生徒14名と教員2
名が本庄高等学院を訪れ、NJC-Waseda 
Exchange Programmeを実施しました。
　このプログラムは、同学院の姉妹校
であるNJCとの間で「双方の環境を生
かした科学教育プログラムを行い、両
校の先進的科学教育プログラム発展
の参考とする」ことを目的として、2年前
より実施しています。7月にNJCを訪問
した際には、授業参加や文化交流のほ
か、「シンガポール国立大学における生
物多様性のワークショップ」など3種類
のワークショップが行われました。

　今回は、授業のほか「長瀞の浸食地
形観察」「醤油・味噌の醸造と豆腐作
りのワークショップ」「河川生物と水質
調査」を実施し、Farewell Partyでは
家庭科室で両国の自慢料理を作るな
ど、交流を深めました。両校はテレビ会

議で年数回ディスカッションを行いな
がら、共同研究も進めており、このよう
な交流関係の構築は、高校における国
際連携プログラムの一つの実践的な
モデルになるものと考えています。

RRESEARCH&
EDUCATION

本庄高等学院で国際交流イベント

シンガポールNJCとの科学教育プログラムを実施

シンガポール水族館での解剖実験
「魚とイカの体の構造を探る」

本庄高等学院近くの男堀川での
「河川生物と水質の調査」

対談する王氏と奥島元総長
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　12月9日、日本語教育センターと国際
コミュニティセンターの共催で、毎年恒
例の餅つき大会が大隈庭園で開催さ
れました。
　餅つき大会には荒汐部屋から9名の
現役力士も加わり、約300名の学生らと
ともに餅つきを楽しみました。留学生
たちは、寒空の下、まわし一丁で餅をつ

く力士の姿を見て歓声を上げたり、「よ
いしょ」の掛け声とともに餅つきを体
験。会場ではつきたての餅やけんちん
汁などがふるまわれ、日本の文化と食
に同時に触れることができる機会とな
りました。

AACTIVITY 日本文化を通して国際交流

現役力士も参加の餅つき大会が開催されました

慣れない手つきで餅をつく外国人留学生

お詫びと訂正

2011 年新年号ニュースレポート内に誤りがありました。お詫びして訂正します。

（P3 写真の説明文）　　右は古賀雄三館長　　　　　　　　　右は秀島敏行佐賀市長誤 正

（P6 本文中）　　　　　鎌田総長の挨拶　　　　　　　　　　白井総長の挨拶誤 正

　2012年3月卒業･修了予定者の就職
活動が本格化しています。キャリアセン
ターでは昨夏の「就職ガイダンス」を皮
切りに、2010年中に「業界研究講座」や

「自己分析ワーク」「就活ミニセミナー」
「OB・OGカジュアルトーク」等 、々業界や
仕事そして「働くとは何か」を知り、職業
意識を醸成するための多彩なイベント約
130講座を開催し、延べ2万名以上の学
生が参加。就職活動該当学年の父母を
対象にした12月18日の「父母向けガイダ
ンス」では、親の時代とは様変わりした

就職活動についての説明があり、講師か
らは、子どもを信頼して見守る、社会人の
先輩として自身の仕事について語るなど
のアドバイスがありました。
　また、年明け1月10日の「学内合同企
業説明会」には大手を中心に53社が集
結し、約3千名の学生が参加。その後も
ミニセミナーや模擬面接会などが開か
れ、同センターが業績などを精査して企
業を招く合同説明会も5月から6月まで続
きます。
　2月以降は、企業説明会や応募書類

提出が佳境に入り、業界・企業の選び方、
エントリーシート作成や面接準備などへ
の助言を求める学生が多数センターを
訪れ、スタッフや学生キャリアアドバイ
ザー（今春卒業予定の内定者）が連日、
個別相談に応じています。
　同センターの西尾課長は「厳しいと言
われる中、今春卒業生の内定状況はほ
ぼ例年並み。視野を広げ、自分にマッチ
した職場を見つけてほしい。エントリー
シートや面接がなかなか通らなければ、
早めに相談を」と語っています。

連日のイベント、相談対応で

キャリアセンターが就職活動支援に全力UUNIVERSITY

業界研究講座（井深大記念ホール） 学内合同企業説明会の受付に並ぶ学生（早稲田
キャンパス）

相談ブースでの個別相談。手前は講座記録ビデオ
の視聴コーナー（キャリアセンター）
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　新年早々の1月2日、3日、第87回東京
箱根間往復大学駅伝競走が東京・大
手町〜神奈川県箱根町の芦ノ湖湖畔の
全10区間で行われ、本学が18年ぶり13
度目の総合優勝を果たしました。レース
は1区から4区までがトップでタスキをつ
なぎ、5区の山登りへ。途中、東洋大にか
わされるものの、27秒差の2位で往路を
終えました。復路では6区の山下りで逆
転。その後は安定した走りで追いすが
る東洋大を21秒差で抑え、見事な走り
でゴールテープを切りました。復路優勝
も本学で、総合タイムの10時間59分51
秒は大会新記録。出雲全日本大学選抜
駅伝、全日本大学駅伝とあわせ、史上3
校目の学生駅伝3冠達成となりました。
　また前号では競走部とともに野球部、
剣道部の優勝報告を掲載しましたが、
そのほかの体育各部も輝かしい成績を

挙げています。決勝戦で女子は全勝、男
子も1敗という圧倒的な強さで全日本大
学対抗テニス王座決定試合を制した庭
球部など、2月15日時点で10部が学生団
体日本一に輝きました（下表参照）。さら
に、各種リーグ戦・ブロック大会といった
試合や個人戦を含めると、実に19部が
優勝を飾っており、引き続き冬季に行わ
れる大会での活躍が期待されます
　体育各部を統括する競技スポーツセ
ンター所長でもある宮内孝知理事は、

「今年はたまたま世間の関心の高い競
技での活躍が目立ちましたが、例年10
部程度が団体優勝しています。スポーツ
には競争と共同、ライバル心と仲間意識
という相反するテーマがあり、その中で
信頼や責任といったものを身に付け人
間的にも成長します。団体競技は特にそ
の要素が大きく、本学では個人競技はも

ちろんですが、団体での戦績をより重視
しています。競技成績だけでなく、スポー
ツの教育効果も含めて指導に力を入れ
ていきたいと思います」と語っています。
　なお、高等学院米式蹴球部も全国高
校選手権（クリスマスボウル）で、24年ぶ
りの高校日本一を勝ち取っています。

AACTIVITY 箱根駅伝は、大会新記録で18年ぶりに優勝！

2010年度も体育各部が大活躍

部名 大会名等 成績等

野球部 明治神宮野球大会 優勝　　　初

庭球部
全日本大学対抗テニス王座決定試合 男子団体 優勝　　　6 連覇

全日本大学対抗テニス王座決定試合 女子団体 優勝　　　5 連覇

漕艇部 全日本大学選手権大会：女子 総合優勝　2 連覇

剣道部
全日本学生剣道優勝大会（男子） 優勝　　　45 年ぶり 2 回目

全日本女子学生剣道優勝大会 優勝　　　初

競走部
出雲全日本大学選抜駅伝競走 優勝　　　14 年ぶり 2 回目

全日本大学駅伝対校選手権大会 優勝　　　15 年ぶり 2 回目

ア式蹴球部 全日本大学女子サッカー選手権大会 優勝　　　2 連覇

ヨット部 全日本学生ヨット選手権大会 総合優勝　3 連覇

フェンシング部 全日本学生選手権大会：男子フルーレ団体 優勝　　　2 連覇

軟式庭球部
全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会：男子団体 優勝　　　4 連覇

全日本大学対抗ソフトテニス選手権大会：女子団体 優勝　　　初

ラクロス部 全日本大学選手権大会：男子 優勝　　　初

2010年度 体育各部 団体学生日本一（2011年2月15日現在）

ア式蹴球部 ラクロス部漕艇部

競走部

庭球部

Ⓒ横山芳治

Ⓒ金子悟
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AACTIVITY 歴史的文化に触れる

考古学資料から近代演劇まで、各種展示会等を開催

　これまで幾多の時代劇映画を生み
出してきた京都。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
年目を迎えるにあたり、時代劇映画史
の企画展が11月27日〜 2月5日まで開
催されました。

　演劇博物館では、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す
映画人の旧蔵品を所蔵しており、本企
画展ではこれらの貴重な品々を中心に
同館のコレクションを紹介しました。

　福島在住の考古学研究者である穴
澤咊光氏が収集されてきた東洋考古
学資料群の寄贈を受け、12月6日〜1月
19日に資料展が開かれました。

　同寄贈コレクションの主体を占めて
いる青銅器のうち、剣や戈といった武
器類や馬具、帯鉤をはじめ、ベトナムの
ドンソン文化期青銅器など東アジアの

古代青銅器を中心に展示され、多くの
来場者が訪れました。

　「劇団・第三エロチカ」は明大演劇研
究会のメンバーを中心に、川村毅を主宰
として1980年に設立されました。時代を
見事に活写し、個性派俳優を数多く輩
出、国内外で高い評価を得てきた同劇
団。日本の演劇シーンに欠くことのできな

い存在でありながら、30年の節目をもっ
て正式に解散することになりました。こ
のたび解散を記念し、9月13日〜 2月5日
の約半年間、第三エロチカが駆け抜け
た30年間を舞台写真や小道具類の展示
や関連イベントを通して振り返りました。

―坪内博士記念演劇博物館―

―會津八一記念博物館―

■ 2011年度 早稲田大学大学暦
入学式

学部  4 月  1日㈮
大学院  4 月  2日㈯

前期

前期開始日  4 月  1日㈮
授業終了  8 月  2日㈫

夏季休業
自  8 月  3日㈬
至  9 月20日㈫

9 月学部卒業式、芸術学校卒業式および
大学院学位授与式  9 月 17日㈯

9 月入学式  9 月 24日㈯

後期

後期開始日  9 月 21日㈬
創立記念日 10 月 21日㈮

冬季休業
自 12 月23日㈮
至 2012 年1月5日㈭

授業終了  2 月  4日㈯

春季休業
自  2 月  5日㈰
至  3 月 31日㈯

学部卒業式、芸術学校卒業式および
大学院学位授与式

 3 月25日㈰
 3 月26日㈪

■ 2011年度入学式

2.大学院合同入学式
　　4月 2日㈯ 10：00 記念会堂
 （情報生産システム研究科は北九州学術研究都市会議場にて挙行）

3.高等学院入学式
　　4月 8日㈮   9：00 大隈講堂

高等学院中学部入学式
　　4月 8日㈮ 13：00 大隈講堂

4.本庄高等学院入学式
　　4月 7日㈭ 13：00 大隈講堂

5.芸術学校入学式
　　4月 4日㈪ 18：30 西早稲田キャンパス63号館03会議室

1.学部合同入学式　　4月1日㈮　　記念会堂

第1回 9：30 政治経済学部　法学部　　　　文学部

第2回 11：45 教育学部　　　人間科学部（通信教育課程含む） 　
国際教養学部

第3回 14：15 文化構想学部　商学部　　　　社会科学部

第4回 16：15 基幹理工学部　創造理工学部　先進理工学部　　
スポーツ科学部

時代劇映画史展　―演博コレクションから―

穴澤コレクション　東洋考古学資料展

第三エロチカの時代　1980－2010解散記念展

獣
ジュウケイ

形帯
タイコウ

鉤（戦国〜前漢）

市川雷蔵使用楽屋暖簾など

「第三エロチカの時代」展示風景

※ 授業回数確保のため、7 月 18 日㈪と 10 月 10 日㈪は祝日（海の日、
体育の日）、10 月 21日㈮は創立記念日ですが、通常通り授業を行い
ます。この 3 日に授業を行う代わりに、4 月 30 日㈯、5 月 2 日㈪、
2012 年 1月 10 日㈫の休業日を設けます。



本学では高度な専門知識を持った職業人の育成を目指し、
専門職大学院を設置しています。
専門職大学院ならではの学理と実務を融合した教育課程の意義、
学部教育への教育効果についてお伝えします。

―そもそも専門職大学院とは、どのよう
な目的で作られたのでしょうか。

　一言で言えば、学部の2階にあたる研
究者養成のための大学院とは異なり、高
度な専門知識を持った実務家を養成する
ための大学院です。
　米国には、日本の専門職大学院にあた
るプロフェッショナルスクールが数多くあ
り、大学院が日本より身近なものとなって
います。例えば、医者になるためのメディ
カルスクールや法曹になるためのロース
クール、経営を学ぶビジネススクール、
ジャーナリスト養成のジャーナリズムス
クールなどがあります。ビジネススクール
やジャーナリズムスクールの場合は、一度
社会に出て実務経験を積んでから入学す

る場合がほとんどで、そうした経歴が社
会的にも十分に受け入れられています。
　一方、日本での専門職大学院制度は
2003年度にスタートしました。実践的な
教育方法の導入、一定数の実務家教員の
配置などがルール化され開設が進んでき
ました。

―日本で専門職大学院制度が導入され
た背景をお聞かせください。

　科学技術の進歩やグローバル化に伴
い複雑化する一方の社会の現場で、さま
ざまな問題解決を担うことができる高度
な専門知識を持った人材へのニーズが高
まっています。さらに、従来の日本社会で
は企業が時間と費用をかけて人材を育成
してきましたが、最近ではその余裕がな
く、人材の流動化もあって、自前で人を育
てなくなっています。そこで、大学にその

高度な専門知識を持った
実務者を養成

Special Report

学理と実務の架橋を目指す

専門職大学院

時代の要請に応える専門職大学院
専門職大学院の設立背景や意義・目的、教育効果について伺いました。
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P R O F I L E
たなか・あいじ
政治経済学術院教授。1951年生まれ。早稲田
大学政治経済学部卒業後、オハイオ州立大学大
学院政治学研究科博士課程を修了。博士（Ph.D.政
治学）。グローバルCOE「制度構築の政治経済学」
拠点リーダー。教務部長、早稲田ポータルオフィ
ス長などを歴任し、2010 年11月より現職。

現代社会のさまざまな課題を
現場で解決する能力を身に付ける
専門職大学院
田中愛治 理事（教務部門総括）
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役割が期待されるようになったのです。
この傾向はこれからも強まっていくでしょ
う。また、専門職大学院は、仕事を通して
学ぶべきテーマを見つけた人が再度学び
直す場としての役割も担っています。
　米国では、トップレベルの企業のマ
ネージャーの16%が博士号、75%が博士
号もしくは修士号を持っているという
データがあり、大学院で学ぶことが、現
実社会の問題解決に役立つという認識
が浸透しています。クリントン大統領の
補佐官に国際政治学の第一人者である
ジョセフ・ナイやノーベル経済学賞を受
賞したジョセフ・スティグリッツが名を連
ねていたのをはじめ、学問が政策決定に
も生かされてきました。それに対し日本
は、大学での教育を比較的軽んじる傾向
があります。しかし、例えば分析能力など
は実務だけでは身に付きません。大学院
で体系的な知識を学び、高度な専門性を
身に付けた人材を活用する社会にしてい
かないと、日本がこの先、国際競争を勝
ち抜いていくことは難しいのではないで
しょうか。
　私自身、学生を教える中で、大学で体系
的に学ぶことの価値を実感しています。
学部レベルでも、テストの答案を見ると、1
〜 2年生に比べて3 〜 4年生では明らか
に物事の考え方が分析的になり、質も向

上しています。また、知識や理論を学ぶだ
けでなく、その理論の妥当性をどのように
すれば検証できるかなど、質の高い学生
同士が議論をして切磋琢磨することで、
さらにその能力が伸びると感じています。

―本学には、どのような専門職大学院
がありますか。

　現在、大きく分類すると4系統の専門職
大学院があり、文部科学省が例示してい
る全分野をカバーしています。
　1つ目は「法務研究科」で、いわゆる法
科大学院（ロースクール）です。法曹とし
ての専門知識と実務能力を体系的に身に
付けるのはもちろんですが、米国の協定
大学へ留学して米国の弁護士資格を取得
できるのは本学だけのプログラムです。2
つ目は商学系の「商学研究科ビジネス専
攻（ビジネススクール）」「会計研究科」

「ファイナンス研究科」の3研究科で、MBA
コースが開設されています。3つ目は「公
共経営研究科」。主に国・自治体・国際機
関やNPO・NGOの職員が、行政や公共政
策の専門知識を学びに来ています。現職

の議員もいます。4つ目は教職大学院と呼
ばれる「教職研究科」です。学校教育の
リーダー養成を目指すもので、私立大学
ならではの自由な立場での教育が注目を
集めており、小・中・高の現職教員も多勢
学んでいます。
　「法務研究科」と「会計研究科」では、
ほとんどの学生が資格取得を前提として
いますが、本学では資格試験の準備だけ
でなく、実社会で本当に役に立つ人材で
あるための基盤となる能力の養成を重視
しています。
　いずれの研究科においても、教員・学
生・設置科目の多様さは大規模校ならで
はのスケールメリットですし、日本有数の
図書館や卒業生集団をはじめとする本学
の数々の資産がバックにあるのは大きな
強みと言えます。

―今後の課題は何でしょうか。

　教育の質のさらなる向上です。本学の
専門職大学院は、どの研究科も高い理念
を掲げて運営していますが、教育の質は
最終的に卒業生の活躍によって評価され
ます。10年後に、早稲田の専門職大学院
出身者は社会に不可欠な人材だと言われ
るように、今後も工夫を重ねていかなくて
はならないと考えています。

早稲田の資産を生かした
多様な専門職大学院

大学院生の声（本学学生部実施『2010年度第29回学生生活調査報告書』より、トップ5）
大学院進学にあたり、早稲田大学を選んだ理由は何ですか？大学院を受験した理由は何ですか？

学部で学んだ学問を
さらに深く探究したい 63.2％

希望の職種に就職するために
不可欠な、より深い知識を得る 38.2％

学部で学んだ学問とは
違った分野の学問を学びたい 21.4％

大学教員を目指している 19.3％

研究所・シンクタンクを
目指している 16.2％

自分の志望する専門分野があった 51.3％

教育研究内容・レベル 30.6％

知名度・注目度の高さ 24.2％

教わりたい教員がいた 23.4％

将来の進路・就職に有利 23.4％
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「公共経営」的視野を持って
幅広く活躍する人材を輩出する

「公共経営研究科」
　本研究科は、「公共経営」的視野を持って社会で活躍できる高度専門職業人
を養成する大学院です。学生が自由な雰囲気で交流し合いながら、主体的に学
んでいます。学生の半数以上が社会人学生のため、平日の夕方以降や土曜日の
開講を心掛けています。
　本研究科では学生の主体性を尊重し、1セメスターを3つのクールに分け、学
生が各クールごとに複数の演習を選択し、研究内容について報告して評価を
受けるという、フレキシブルな演習履修システムをとっています。また実践的教
育を重視し、中央官庁、地方自治体、国会議員事務所、マスコミ等でのインター
ンシップやフィールドワークを取り入れています。
　また、多様な職業の社会人学生および修了生たちの「公共経営稲門会」にお
ける研究活動などを通じた人的ネットワークの構築は、専門職大学院のメリッ
トです。本研究科で身に付けた専門性をもとに、修了生は公務、政界、マスコミ
以外にも、メーカー、シンクタンクなど幅広い分野で活躍しています。また、自ら
会社やNPOを設立する方や、進学する方もいます。
公共経営研究科Webサイト ▶ http://www.waseda-pse.jp/osp/

エキスパートを育成する専門職大学院
カリキュラムの特徴や工夫などを、各研究科長から紹介します。

PART 
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未来のビジネスリーダーを育成する
「商学研究科ビジネス専攻
（早稲田大学ビジネススクール）」

WASEDA-Nanyang Double MBA Program
（早稲田ー南

ナンヤン

洋・ダブルMBAプログラム）

　シンガポールの南
ナンヤン

洋理工大学と提携し、英語で学ぶ1年制プロ
グラムを設置。両方のビジネススクールでMBAの学位を修得でき
ます。所属学生は10〜20人で、国際的な相互交流が密なプログラ
ムです。多国籍企業における業務経験者を主な対象とし、グローバ
ルな観点から総合的マネジメントを行える人材を輩出しています。

U字型の馬蹄形教室では、授業での活発な
ディスカッションが展開されます。

　本専攻は、グローバルな環境で活躍できる将来のビジネスリーダーおよび
各マネジメント分野のプロフェッショナルの育成を目的としています。現役ビ
ジネスパーソン向けの夜間主プログラムと全日制プログラムがあり、原則とし
て実務経験が必要です。ほぼ同じ比率の研究者と実務家教員が在籍し、「実
業界への発信を意識する」「独創的な知見を探究・発信する」ことを目的に、
教育と研究の質の向上を図っています。そのため、討議やグループ発表など
の学生参加型授業や、戦略を中心としたケース（事例教材）を用いる授業が
あります。また積極的に実業界の著名人を講師として招

しょうへい

聘し、社会との連携
による教育を展開しています。
　夜間主プログラムでは、MBAとしての基礎知識の修得に加えて、領域別に
専門性を高めていく「モジュール制」を採用しています。全日制プログラムで
は、従来の英語プログラムに、より国際性を加味した方向でのプログラムの
強化を図り、グローバル人材育成に対応していきます。
ビジネススクールWebサイト ▶ http://www.waseda.jp/wbs/

辻山栄子 研究科長

江上能義 研究科長

①公共経営研究科が本拠を置く早稲田キャンパス『大隈記念タワー（26号館）』
②�夏季集中講座『大隈地域創成講座』開講式の様子（於：佐賀市大隈記念館）
③地域活性化システム論における成果発表（於：山梨県北

ほ く と

杜市）

❷

❶

❸

❷
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　本研究科の使命は、国際的視野・職業倫理を備え、ファイナンスが果たす
役割や影響力を意識しながら、社会に大きく貢献をし得る人材を育てていく
ことです。約9割が社会人学生で、金融業界のみならず、多様なバックグラウン
ドを持つ方が学んでいます。
　本研究科は実務家教員が3割、研究者教員が7割。ファイナンスを中軸とす
る先進的研究を基礎として、新鮮な「生きた知識・情報」を伝えるために、第
一線で活躍する理論家・実務家を講師として招聘し、実践的なファイナンス
の専門教育を行っています。
　本研究科のメリットは高度な専門知識を得ることだけでなく、本研究科に
集う多くのビジネスパーソンの強固なネットワークを構築し、修了後も豊富な
リソースにいつでもアクセスできることです。
　修了生は、専門知識をもとに各企業で活躍しています。さらに、大学などの教
員や著書などの執筆、経済評論家としてさまざまな分野で活躍されている方も
おり、最近では海外でビジネスを展開する方や起業する方も増えています。
ファイナンス研究科Webサイト ▶ http://www.waseda.jp/wnfs/

金融・ビジネスの中心地「日本橋」で
プロフェッショナルを育成する

「ファイナンス研究科」

首藤 惠 研究科長

①�日本橋キャンパス（コレド日本橋�5階）はサイバー・トレーディング・ルームを
擁し、仮想マーケットによるシミュレーション授業や外国人実務家による講義
など、ビジネスパーソンが充分満足しうる学修環境を構築しています。
②多目的教室として授業やイベントで使われているホール
③学生が歓談や食事、自習もできるラウンジスペース

一人ひとりに最適な学修環境を目指し、
進化し続ける

「法務研究科」〈法科大学院〉

　本研究科は、時代を切り拓く〈挑戦する法曹〉の養成を目指しています。そこで
は、総勢160名を超える研究者と実務家教員が相互に触発し合いながら、教育の
質を高め続けています。学生の約3割は会社員やエンジニア、公務員、医師など多様
なバックグラウンドを持った社会人や、法学部以外の出身者です。
　授業は、学生と教員が相互に意見を交わしながら進行するソクラティック・メソッ
ドで行われ、活発な議論を通じて知識の定着を図っています。実際の案件を扱う
リーガル・クリニック、法律事務所・企業法務部で法実務に触れるエクスターンシッ
プなどの実務教育も充実しています。また、欧米・アジアの一流のロー・スクールと
交換協定を結び、在学中に交換留学をし、国際性を身に付けることもできます。
　司法試験に合格した修了生の多くは、裁判官・検察官・弁護士として活躍してい
ます。その他にも政策秘書・国家公務員（中央官庁・外交官）といった、法律の知識
が必要とされるあらゆる職種に活躍の場があります。
　2011年度入試から、法学未修者試験において社会人や法学部以外出身者を優
先的に選抜する制度を設けました。法曹を目指す一人ひとりに最適な学修環境づ
くりを目指します。
法務研究科Webサイト ▶ http://www.waseda.jp/law-school/

石田 眞 研究科長

早稲田キャンパス8号館には模擬法廷が設置され、「民
事模擬裁判」や「刑事模擬裁判」など、裁判実務の実際
を学べる多様な演習や、ロールプレイを含むさまざまな
体験的手法を通して法実務の実際を修得します。

❶

❷

❸
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長島啓記 研究科長

　本研究科は、学部からの進学者を対象とする2年制コースと、現職教員向
けの1年制コースを設けており、学部新卒者と現職教員、教員免許を有する社
会人経験者が共に学んでいます。入学時からメンター教員を配置し、面談に
よる履修相談や実習についてのアドバイス、生活相談などきめ細かい支援を
行っています。
　実践的な指導力を育成するため、「学校における実習」に計50日間をあて
ています。共通（必修）科目のほか、各自の課題を深める分野別選択科目、教
養や専門性を高める自由選択科目を設けています。専任教員として、8名の実
務家教員と7名の研究者教員が協働で指導します。
　修了生のほとんどは公立・私立の小学校、中学校、高等学校の教員になり
ます。現職教員学生は、学校現場に戻る者と、教育委員会に配属される者に
大別されますが、修了生のつながりは大きな力になっています。
　今後さらに、公立・私立の学校で活躍する教員を送り出し続けるためにも、

「早稲田の専門職大学院としての教員養成」のビジョンを明確に打ち出して
いきます。
教職研究科Webサイト ▶ http://www.waseda.jp/ted/

　本研究科は、これからの時代の監査人やビジネスパーソンに必須な「問題
解決能力」と、人々を「説得する能力」を身に付けた、知恵と論理に秀でた職
業人の育成を目的としています。
　学部新卒者と社会人経験者の比率は約4：1です。また17名の専任教員の
うち6名が、公認会計士や弁護士としての豊富な経験のある実務家教員で
す。研究者教員にも会計や情報システムなどの実務感覚に秀でた教員が多
数在籍しています。ワークショップ科目を含む実務・応用科目の充実をはじ
め、「会計プラス1」をモットーに、学生が会計以外に「もう一つの強み」を持
てるようコンサルティング、IT、英語関連の実践的授業に力を入れています。
　修了生の多くは大手監査法人などで活躍しており、さらには金融、商社、コ
ンサルティングなど多様な企業に就職する学生も少なくありません。修了生、
学生、教職員相互間の強固なネットワークも本研究科の大きな魅力です。今後
もプラス1教育の拡充を含む、高度な専門教育のいっそうの充実を図ります。
会計研究科Webサイト ▶ http://www.waseda.jp/accounting/

佐々木宏夫 研究科長

エキスパートを育成する専門職大学院PART 

2

①模擬授業後は映像を見ながら反省会
②模擬授業の様子
③模擬講義室

❶

❷

❸

①�大教室（早稲田キャンパス11号館には、多様な教育プログラムに
対応できるよう大小さまざまな教室を配置しています）

②��11号館地下1階には商学系大学院生専用自習室なども完備し、
学生がより集中して学べる環境が整っています。
③�授業では、活発なディスカッションが行われます。

❶

❷

❸

「会計プラス1」教育を実践し
高度な会計専門家を育成する

「会計研究科」〈会計大学院〉

教師力を高め、
より専門性の高い教員養成を目指す

「教職研究科」〈教職大学院〉
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夢の実現を目指して
専門職大学院で学んだことが、実践の場でどのように生かされているか、
各研究科の修了生からコメントをいただきました。

PART 

3

法務研究科（法科大学院）

　企業の経理部門に勤めていた時に、財務諸
表も理解したうえで、企業に対して多角的な視
点でアドバイスができる弁護士になりたいと
思い、ロースクール進学を決めました。
　会社法を含む企業法務に関する授業は実
際の現場をイメージしやすく、面白く授業を受

けることができました。半年間に一度のクラス
替えや多くの選択科目、学生同士の勉強会な
ど、ネットワークづくりにも最適な環境が整っ
ています。また、弁護士だけでなく企業や公務
員など、別の道を選んだ同級生と連絡を取っ
ており、これは弁護士のネットワークよりも重

要かもしれません。いずれも、多くの学生を有
し、学生間のコミュニケーションが活発な早稲
田大学ロースクールの特徴だと思います。現
在所属している法律事務所は、仕事の上でも
人間的にも尊敬できる先輩方が周りにおり、
非常に恵まれている環境だと思います。
　ロースクールで学んだことは、「弁護士」にな
るという夢の実現に役立ちました。ただ、現在
はまだ夢のスタート地点に立ったに過ぎませ
ん。いざというときに頼りになる「一流の弁護
士」になり、依頼者から信頼される弁護士にな
りたいと思っています。

企業に多角的なアドバイスができる
「一流の弁護士」を目指したい

成和明哲法律事務所
川見友康さん（2008年3月修了・同年新司法試験合格）

公共経営研究科

　私の夢は、子供たちが自分の生まれ育った
場所に誇りを持ち、帰ってきたいと思うよう
な、小さくても魅力と独創性の溢れる「まち」
を作ることです。そのためには実践的な政策
を研究し、民間主導で自主的かつ自立的な地
域づくりおよび地域活性化、産業振興、人材

育成を図る必要があると考え、進学を決めま
した。
　研究科で学んだことは、すべて現在の仕事
に役立っています。特にフィールドワークの授
業で、地域の現状や課題を肌で感じ、地域の
方々の思いや意見を直接聞けたことはとても

勉強になりました。今までは「これでいいは
ず」と自分の中で限界を決めて満足していま
したが、研究科に入学して「考えること」「追
究すること」の重要性と無限性を学びました。
現在は北川教授の「脳が汗をかくほど考えな
さい」という言葉を胸に、「より深く、より柔軟
に、より多面的に」考えて事業の企画立案をし
ています。今後は「人材育成」「人のつながり」
に力を入れていきたいと思います。
　専門職大学院の最大のメリットは、幅広い
ネットワークを構築できることです。このネッ
トワークを活用して、夢の実現に向けた実務
や活動に取り組んでいきます。

地域の方 と々ともに
魅力と独創性に溢れた「まち」を作りたい
山梨県北

ほ く と

杜市役所 総務部 地域課 地域活性化担当
三井延泰さん（2010年3月修了）

商学研究科ビジネス専攻（早稲田大学ビジネススクール）

　販促やPRなどの業務に長年携わってはい
ますが、一度体系的にマーケティングを勉強
したい、そしてマーケティングの基本となる経
営に関する知識を身に付けておきたいと思い
進学を決めました。
　大学院では、企業で活躍されている実務家
や経営者などの授業も多く、大変勉強になり

ました。また、経営戦略の授業で特定企業の
経営戦略を分析するという課題の際に、宝島
社を分析し、マーケティングの重要性を痛感。
社内で提案したことが、現在のマーケティン
グ会議のきっかけにもなっています。体系立っ
た知識を学んだことで理論的な裏付けもで
き、仕事にも説得力や自信が生まれたと思い

ます。メーカー、金融、コンサルタントなど異
業種の方々から学ぶことも多かったです。
　修了後は、学んだことを活かして全社的な
マーケティングを推進。弊社の女性ファッ
ション誌『sweet』が2010年は100万部を3
度達成するなど、ファッション誌として日本一
の部数になり出版社別のシェアもトップにな
りました。
　日本の出版流通は非常に優れた流通網で
す。マーケティングを行い、本や雑誌だけでは
なく、美顔ローラーや音楽CDなど、書店のお
客様により喜ばれる商品を提供し、業界を活
性化していきたいと思います。

大学院で学んだマーケティングを活かし
より喜ばれる商品を提供したい
株式会社宝島社 マーケティング本部 広報課 課長
桜田圭子さん（2008年3月修了）

「会計プラス1」教育を実践し
高度な会計専門家を育成する

「会計研究科」〈会計大学院〉
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夢の実現を目指してPART 

3

専門職大学院だからこそ広くつながる人的ネットワーク
早稲田On-Going MBA稲門会
夜間MBA修了生の集いです。本会を通じて、会員個々
人が質の高い交流をし、成長につながる多くの知識・
知見・情熱を獲得することを目指しています。
質の高い交流のプラットフォームとなるべく、定期的に
商学研究科の先生方や外部の講師を招いての講演会
＆懇親会、イベントを企画・開催しています。

ロースクール稲門会
法務研究科修了生の懇親および協力体制の構築を目
的として設立されました。
新司法試験体験報告会やサンクスロースクールドネー
ションなどさまざまな活動を行い、交流の場を提供してい
ます。また、「早稲田ロースクール稲門会奨励賞」を設立。
法科大学院における課外活動や社会貢献活動に熱心で
あった学生を表彰し、法曹養成の一助となっています。

ファイナンス稲門会
日本橋キャンパスの運営や研究・教育活動に積極的
に関わりながら、金融・経済界の発展、国や社会への
提案活動や貢献を目的としています。
定期的にイベントやセミナーフォーラム、勉強会など
を開催し、本学ならではの人的ネットワークが威力を
発揮するプロジェクト型の稲門会です。

ファイナンス研究科

　私がファイナンス研究科への進学を決意し
たのは、一般事業会社から金融業界へ転身し
たことがきっかけです。他業界からの転職のた
め、業務上必要な知識を効率的に修得したい
と考えました。また、理論に裏打ちされたファ
イナンス知識、総合的な金融知識を得ること

で、一般事業会社が抱える悩みや課題を身を
もって経験した自分だからこそできる仕事があ
るはずと考えました。
　「日本の金融システムと資本市場」や「イン
ベストメント・トピックス」では、自分の“考え
方の軸”の構築など、実務経験のみで培えな

い学術的な理論の修得と、新たな発想を生む
理論の構築の機会を得ることができました。
　共に困難を乗り越え議論を交わした仲間と
の友情は何ものにも代えがたく、意識の高い
業種を超えた人脈は貴重な財産です。
　現在、私は都市銀行においてシンジケーショ
ン業務に従事しています。質の高い商品を提
供するために、ファイナンスの知識のみなら
ず、経済や法律、経営戦略などについて幅広く
学び、自らの見解をもち、周りの意見と融合さ
せ新しい発想を生んでいけるようになりたい
と考えています。

日本の企業が活力を持ち続けるために
金融のプロとして新しい発想を生んでいきたい
株式会社三菱東京UFJ銀行
坂本理恵子さん（2010年3月修了）

会計研究科（会計大学院）

　都市銀行で法人営業業務に従事していた
時、公認会計士・税理士といった専門家に接す
る機会があり、将来この分野で仕事がしたいと
考えるようになりました。単なる知識の修得で
はなく実務に直結した講義内容に魅かれ、進学
を決意しました。

　在学中は、現在の仕事の基礎となっている会
計および監査の知識、また税法に関する論文
の作成を通じて、税法の考え方を学びました。
基礎的な講義以外にも、実務家教員による講
義は実務経験をベースに展開されており、当時
は難解な内容もありましたが、現在の仕事にお

いて同じような場面に出くわすこともあり、役に
立っています。
　多くの仲間が同じ業界に進んでいることか
ら、気構えなく専門的な議論ができるなど、横
のネットワークの大切さを感じています。また、
修了後も先生方に専門的な相談が気軽にでき
るのはありがたいです。
　現在私は会計・監査のプロフェッショナルで
ある公認会計士として、業務に従事しています
が、会計、監査の分野においてもグローバル化
は避けられません。機会があれば一度海外で業
務経験を積みたいと考えています。

公認会計士として
グローバルな舞台に挑戦したい
あらた監査法人
平井健之さん（2008年3月修了・2007年公認会計士試験合格）

教職研究科（教職大学院）

　大学時に教員免許は取得したものの、5年
間民間の会社で働いていました。そのうち、本
当は何がしたいのか、自分に何ができるのかを
考えるようになり、人の成長に関わることので
きる教員を志望するようになり大学院に進学
しました。

　「学校臨床実習」では、講義で学んだことを
生かして課題を設定し、実習後に振り返ること
ができ、理論と実践の融合に努めました。現在
も授業や生徒とのやりとりを振り返る姿勢に
結び付いています。
　大学院では教員経験がないストレートマス

ター、社会人経験者や現職の先生方から教育
に対する意見を聞くことができました。現在、
同窓生たちは異校種で活躍しており、いろい
ろな学校の現状を聞くことができます。共に悩
み、共に学び続ける仲間はよい刺激です。
　今後の課題は、一人ひとりの生徒にあった
指導法の確立です。さまざまな場面で生徒に
あった指導法を模索し、長いスパンで生徒に
接していきます。生徒が5年後、10年後に、学
校生活が楽しかったと思える学級・学校づく
りを目指します。
　私の夢は、生徒全員の夢が実現し、そして生徒
たちがより良い社会をつくってくれることです。

一人ひとりの生徒に寄り添い、良さを伸ばし
夢を実現できる指導をしたい
東京都立松が谷高等学校
糸園容子さん（2010年3月修了）
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専門職大学院の可能性
専門職大学院の展望について鎌田総長にお話を伺いました。

PART 

4

　本学はもともと、建学の精神として“実
学”を重んじてきました。校歌にも「現世
を忘れぬ久遠の理想」という一節があり
ますし、教旨にも「早稲田大学は学問の
活用を本旨と為すを以て 学理を学理とし
て研究すると共に 之を実際に応用する
の道を講し以て 時世の進運に資せん事
を期す」と書かれています。ですから、実
社会のニーズを満たす高度専門的職業人
の育成を目的とした専門職大学院は、本
学が建学の理念を実現するための重要な
存在です。
　専門職大学院は、理論と実務を架橋し
た教育を特徴としています。本来、両者は
それほどかけ離れたものではありません
が、研究者と実務家ではアプローチの傾

向が違います。研
究者は、さまざ

まな事象から
一般的な解

を見出し、物事を抽象化しようとする帰
納的手法をとることが多いですが、実務
家は一般的・抽象的原理から具体的な問
題に対する結論を目指す演繹的手法をと
ることが多いと思います。
　専門職大学院では、そうした異なる思
考様式を持った実務家と研究者が日常
的に接し意見交換することで、シナジー
効果が生まれます。学生も、2つのモノの
考え方に接しながら勉強することで、視
野を広げ、学習効果を高めることができ
ます。早稲田では、その特徴を忠実に具
現化しようとして制度をつくり、努力を重
ねてきた結果、学生にも教員にも理論と
実務の融合の成果が浸透し、定着してい
ると自負しています。

　また、私が専門職大学院の機能として
注目しているのは、教育手法です。専門職
大学院では、具体的な課題について、教

員と学生または学生相互間で議論
をしながら解決方法を探るソクラ

ティック・メソッドという手法で
授業を進めたり、他人を説得

するための口頭または文書によるプレゼ
ンテーションをさせたりしています。こう
した教育手法は、学生の考える力を鍛え
るだけでなく、教員自身にも刺激を与え、
学部教育の改善にもつながっています。こ
うしたことの積み重ねが本学全体として
の教育研究水準を向上させていくものと
考えています。
　専門職大学院が設立されてから、大学
院生の数が飛躍的に増加しました。社会
人が再び大学に戻って勉強することが当
たり前になり、優秀な人材がますます多く
育っていけば、従来型の研究大学院を含
めて大学院教育に対する社会の認識も変
わっていくでしょう。この流れをさらに強
めるためにも、専門職大学院の教育の質
を高めると同時に、その存在意義を社会
に広く理解してもらえるよう努力しなけれ
ばなりません。修了生の皆さんには、大学
院で身に付けたものを基盤として自分自
身を磨き続け、現代社会の抱えるさまざ
まな課題の解決に果敢に取り組んでいか
れることを期待しています。

専門職大学院は、
早稲田大学の使命を果たすための
重要な存在
鎌田 薫 総長

研究者と実務家の
2つのアプローチ

教育の質を向上させ
存在意義をアピール
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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］

こいけ・ただお
1932年生まれ。1956年早稲田大学政治経済学部を卒業し、毎日新聞社に入
社。支局勤務を経て政治部に配属。政治部長や東京本社編集局長、論説委員
長、主筆などを歴任し、1992年代表取締役社長、1999年代表取締役会長(～
2001年)。1995 ～ 99年日本新聞協会会長。2001～ 09年パシフィック野
球連盟会長としてプレーオフ制を導入するなどリーグ活性化に尽力。2001～
11年石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞選考委員を務める。

1960年代に政治記者としてのキャリアをスタートさせた小池さんは、日中国交正常化交渉や沖縄返還協定な
ど、日本外交史における重要な節目に立ち会われてきました。社長就任以降は、オウム真理教による抗議活動
などへの対応に追われますが、強い使命感とともに時代と向き合い続けてこられた原点は、早稲田の地にあり
ました。これまでの歩みを振り返っていただきながら、本学に対する思いを含めてお聞きしました。

—本学ではどのような学生生活を過ごさ

れていたのでしょうか？

　4年間よく学び、よく遊び、多くのことを吸
収させてもらいました。人生を70数年歩ん
できて振り返ってみると、学生時代は本当
に「良き時代」だったと感じます。特に印象
に残っているのは、吉村正先生の言葉です。
その頃は全学連のデモなどで世間が非常
に騒がしかったのですが、先生は「世の中

が騒然としているときほど、学生は政治の
基本を学ぶべきだ。騒ぐことはいつでもで
きる。早稲田大学での貴重な時間は勉学に
費やしてほしい」とおっしゃっていました。
　その言葉に従い、海老沢勝二君（元
NHK会長）らと政治学の原書を輪読す
る「政治学会」というサークルを結成しま
した。また、吉村健蔵先生の国際政治ゼミ
で、E.H .カーやハンス・J.モーゲンソーと
いった現実主義の思想を学びました。大
学近くの蕎麦屋で友人たちと酒を酌み交
わしながら、現実主義や理想主義につい
て議論しあったのは懐かしい思い出です。

—新聞記者を目指されたきっかけは何

ですか。

　やはり早稲田大学に入学したことが大き
かったです。当時、大隈講堂では国会議員
による立会演説会が頻繁に開催され、また
早稲田の先輩である朝日・毎日・読売の政
治部記者も檄

げき

を飛ばしにくる。「役人になる
なら東大」「商社・銀行マンなら慶應」など、
各大学に気風のようなものがありましたが、
むろん早稲田は「言論、ジャーナリズム」。そ
れを肌で感じる環境のなかで、私も新聞記
者という仕事を意識せずにはいられません
でした。それに「大学で学んだ政治学を生

「言論の早稲田」を
肌で感じた日々

時代と向き合い続けた原点は、
ここ早稲田にある。

essage to the next generation
M

毎日新聞社顧問

小池唯夫さん
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かせる仕事は新聞記者しかない」という思
いもあった。記者は当時から人気の職種で
したが、就職活動では新聞社一本に絞り、
毎日新聞に入社することができました。

—新聞記者という仕事の魅力について

教えてください。

　歴史的な出来事を間近で目撃できるの
が、新聞記者としての醍

だ い ご み

醐味です。私の場
合は、毎日新聞に入社してから地方の支局
勤務を経て、念願だった政治部に異動しま
した。その中で特に記憶に残っているの
が、外務省担当キャップだった1972年に
取材した日中国交正常化交渉です。田中
角栄・周恩来両首相による日中トップ会談
直前の自民党訪中団に、私は記者団団長
として同行しました。小坂善太郎元外相と
周首相による会談には記者も同席が許さ
れ、私の目の前で周首相が「小異を残して
大同につく」という有名な言葉を口にしま
す。その直後の田中首相訪中にも同行し、
日航機の中で国交正常化に関する話を首
相から直接聞くことができました。
　佐藤内閣での沖縄返還に関する一連の
出来事も印象的です。協定交渉に絡んだ
「外務省機密漏えい事件」では、同期入社
だった西山太吉記者が逮捕され、私は直
接事件の取材に当たりましたし、毎日新聞
による核密約スクープには政治部長とし
て携わりました。新聞記者はまさに“歴史
の生き証人”となる職業なのだと思います。
　また、こうした外交関係の取材で役に
立ったのが、大学時代に学んだ国際政治
の現実主義的な理論です。外交や政策が
どのように展開されるのかを考え、取材す
る上で大変参考になりました。

—その後、社内で重要なポストを歴任さ

れますが、記者時代と違ったご苦労があっ

たのではないでしょうか？

　常務取締役主筆を務めた時は、解職や
降格と満身創

そ う い

痍の状態でした。発端は、昭
和天皇のご病状が重篤なときに英文毎日
が起こしたミスでした。用意していたエディ
トリアル（社説）のご逝去予定稿を、手違い
で掲載してしまった。当然、社会的な問題
になり、私は直ちに辞表を提出しました。
　毎日新聞には「主筆は筆政のすべてを
司る」という編集綱領があり、編集の最終
責任は、社長ではなく主筆が負うのです。
だから「辞職は当然」と考えました。ただ
温情なのか、辞表は退けられました。降格
を経験した私がその後社長に選任された
のは、皆が主筆時代の私の行動をよく見て
いて、責任感や使命感といったものを感じ
とってくれたからかもしれません。いずれ
にせよ、責任ある立場で大事なのは出処進
退だと私は考えています。
　社長に就任した後も大変でした。ちょう
どその頃、サンデー毎日ではオウム真理教
の追及キャンペーンを張っていて、社には
教団関係者が頻繁に抗議に訪れていまし
た。毎日本社の地下爆破計画も、後の裁判
で明らかになります。自宅には警察の厳戒
態勢が取られ、私自身も防弾チョッキを身
に着け、家族には緊急時に助けを呼ぶた
めの防犯笛が渡されていました。
　新聞社の社長というのは、さまざまな団
体から攻撃されます。社会の公器である新
聞社において、それなりの覚悟がなければ
トップは務まりません。

—本学の「石橋湛山記念早稲田ジャー

ナリズム大賞」選考委員を長年お務めいた

だきました。

　吉田茂、岸信介、池田勇人、佐藤栄作と
官僚出身の首相が多かった中、石橋湛山は
ジャーナリスト出身。自由主義にもとづく論
陣を張り、時代の風潮におもねることなく

反戦反軍思想、小日本主義を唱えた気骨の
人です。その名を冠した賞をどんな作品に
授与すべきか、選考委員の中で随分議論し
ました。賞創設10年を経て、湛山の名にふさ
わしい大きな賞に育ってきたと思います。

—最後に、大学や学生に向けて何かメッ

セージはありますか。

　早稲田大学では、大隈重信にまでさかの
ぼる在野精神が脈 と々受け継がれてきまし
た。権力の監視は、まさにジャーナリズムの
役割です。それが言論界に多くの人材を輩
出してきた要因であることは言うまでもあ
りません。これからもそうした“早稲田らし
さ”は前面に出していってもらいたいと思い
ます。私がジャーナリズム大賞の選考委員
を務めてきたのも、そうした思いからです。
　また、パ・リーグの会長を務めた立場か
ら申し上げますと、プロ野球界に期待され
る新人を送り込んでもらいたい。今年は箱
根駅伝で優勝するなど、早稲田のスポーツ
が元気なのは喜ばしいことです。過去を振
り返っても、スポーツに元気がないときは、
大学全体も活気がありませんでした。今後
もスポーツの活性化に力を注いでほしい
と思います。
　学生の皆さんには、物事の原理原則を
きちんと学んでほしい。「騒ぐことはいつで
もできる」のですから。私は政治学を勉強
しましたが、文学でも法学でも、基礎を学
ぶことの重要性は同じです。生きていく上
で基本となるような知識を、在学中にしっ
かり身に付けてください。

念願の政治部で
歴史の生き証人になる

覚悟がなければ
トップは務まらない

1972 年 9月、周恩来首相と会見する自民党訪中
同行記者団（前列右から 2人目が小池氏）

早大在学中にゼミの仲間と
（左端が小池氏）
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恒常的な大学への支援体制の構築を目指して

早稲田の魅力を発信し
大学と支援者の架け橋に

「常時資金獲得体制」の構築を目指し、各種の取り組みを通して、
支援者である校友や企業、社会との継続的な関係構築に努めています。

18

教職員が担っている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。

渉外局

MISSION! 

　渉外局は、「創立125周年記念事業」
の終了を期に、それまでの「募金局」を
リニューアルする形で、2008年6月に総
長室の外局として設置されました。現
在、主なスタッフは総長室募金課と兼
務しながら、『WASEDAサポーターズ
倶楽部』をはじめとした各種寄付の獲
得や、学外との連携強化にあたってい
ます。
　私学である本学は、大隈重信による
創立以来、その「理念」に賛同する方々
から多くの支援を受けながら発展して
きました。とりわけ、周年の節目には記
念事業を実施し、インフラ整備や教育・
研究体制強化のために、大々的な募金
活動を実施してきました。近年では、
2007年の創立125周年時に大規模な
記念事業を行い、卒業生をはじめとす

る多くの方々や法人からご支援を賜っ
たことは記憶に新しいところです。渉
外局は、これまでに築いたステークホ
ルダーの方 と々の関係をさらに深め、支
援者のネットワークを一層広げていく
ことを目指しています。
　渉外局の業務内容は、寄付者および
法人関係データの整備はもとより、必
要な情報の収集・分析など各種寄付
の獲得に向けた基盤整備から、支援
者の拡大に向けた「WASEDAサポー
ターズ倶楽部 エグゼクティブ・フォー
ラム」や「WASEDA 稲門経済人の集
い」など、各種イベントの企画・実施、寄
付者への報告と、大学の現状を正確に
伝えることを目的とした広報誌「WSC 
NEWS LETTER」の編集・発行、「早
稲田講義録」の作成など幅広いもので

す。ほかにも、未来の“早稲田ファン”
を作るための取り組みである「Hello！
WASEDAプロジェクト」なども渉外局
が主管する施策の一つです。

本学の支援者へのサービスを提供

Hello！WASEDAプロジェクト Webサイト
▶ http://www.waseda.jp/external/hello/fl.html

「Hello！WASEDAプロジェクト」
～未来の“ワセダ・サポーター”に向けて～

　「Hello！WASEDAプロジェクト」は、地域との連携により、全国に本
学の情報を発信、長期的な視点に立ったネットワークの構築を目的とし
ています。ここ数年、首都圏以外の入学志願者の減少が懸念されてい
ます。そこで、全国的に“ワセダ・サポーター”を増やすため、2009年度
から若手職員の有志によるプロジェクトをスタートさせました。プロジェ
クトメンバーは、大学の代表として各地域の校友等と折衝し、将来、校
友会活動の担い手となるであろう若手校友や、未来の早大生である、中
高生向けのイベントを実現させ、時には現役早大生とも協力しながら、
“WASEDAの魅力”を積極的に伝えています。

記念事業・募金に支えられた早稲田の歴史
1882年	 東京専門学校開校

1907年	 創立25周年記念事業（大隈銅像（大礼服姿）の建立）

1922年	 創立40周年記念事業（大隈講堂の建設など）

1932年	 創立50周年記念事業
　　　　　	（大隈銅像（ガウン姿）・高田早苗銅像の建立など）

1947年	 早稲田大学復興会結成

1957年	 創立75周年記念事業（記念会堂・体育局校舎の建設など）

1962年	 創立80周年記念事業（第二学生会館の建設など）

1982年	 創立100周年記念事業
　　　　　	（所沢キャンパスと人間科学部新設、総合学術情報センターの建設）

1990年	 研究教育強化事業
　　　　　	（戸山キャンパス、大久保［現西早稲田］キャンパスの整備など）

2007年	 創立125周年記念事業
　　　　　	（学生会館、8号館、11号館、63号館の建設および大隈講堂の改修）

各種募金趣意書や渉外局が企画編集する広報媒体

「WASEDA	稲門経済人の集い」の様子

「WASEDAサポーターズ倶楽
部エグゼクティブ・フォーラム
2010」案内チラシ
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　現在、大学が積極的に展開してい
る付帯サービス付の寄付クラブ制度

『WASEDAサポーターズ倶楽部』。年
間3万円以上の寄付者を「年度会員」、
本学名誉称号贈呈者を「特別会員」と
位置付け、大学の各種事業への支援を
募っています。
　このうち「特別会員」は現在、約1,000
名おり、その多くは本学の卒業生です。
渉外局では、年に一度、これまで大学へ
特に多額のご寄付をいただいた「特別
会員」の皆様を対象とした「早稲田大

学をご支援いただいている皆様との集
い WASEDAサポーターズ倶楽部 エグ
ゼクティブ・フォーラム」を企画・実施し
ています。
　また、経済界で活躍中の校友を対象
とした「WASEDA 稲門経済人の集い」
など、ほかにもさまざまなイベントを通
じて学外との関係を強化し、さらなる支
援者の開拓に努めています。
　一方で、広く各界で活躍するリーダー
たちから、大学経営への助言・提言を得
るとともに、総長・理事会を支えるブレー

ン機能を持たせた組織として「エグゼ
クティブボード」の設置など、現在構想
中の案件も多岐にわたります。

　本学の支援者の特徴は、「母校のた
め、後輩のために」と寄付をされる卒業
生（校友）が多いことです。しかし、中長
期的視野で大学の発展を考えると、校
友のみならず、一般の方々や企業などに
支援者の枠組みを広げるとともに、「周

年事業」など一過性のキャンペーンに頼
ることなく、常に大学への支援を募り、
受け入れる体制を構築する必要があり
ます。そのためには、当然のこととして、
校友をはじめとした本学のステークホ
ルダーに向けて大学の情報を正確にお

伝えし続けなければなりません。
　渉外局では、この「常時資金獲得体
制」の整備を最重要ミッションとして、今
後も「WASEDAサポーターズ倶楽部」

「教育振興資金」など、各種寄付の獲得
に向けた基盤整備を進めていきます。

支援の枠組みを社会へ

「WASEDAサポーターズ倶楽部」を核に新たな支援者を開拓

「稲門経済人の集い」にて、競走部の学生と杉上佐智枝ア
ナウンサー、渉外局メンバー全員の集合写真

――担当の仕事を教えてください。
　寄付金の募集計画の立案ならびに受
入処理全般、イベントの企画・運営、募
金広報を担当しています。また、先輩方
とともに「WASEDAサポーターズ倶
楽部」を中心に、恒常的に大学支援をい
ただけるような仕組みづくりを考えて
います。
　支援者の方々は本学の卒業生が多
く、教育・研究をはじめ大学の動向に
きわめて高い関心をお持ちです。そこ
から、大学への思いや期待を吸い上げ

ることが重要なのです。卒業生や支援
者から母校への愛のある厳しい叱咤激
励が、大学をさらに成長させるのだと
思います。
　渉外局が実施するイベントでは、早稲
田の“今”をお伝えするとともに、現役
学生との交流やオリジナルグッズの提
供、『早稲田大学校歌』の斉唱など“早稲
田らしさ”を実感していただけるような
演出を盛り込むことを心掛けています。
　このようなイベントでは、メールや電
話でしかやりとりできなかった支援者
の方々と、直接お会いすることができま
す。そのような方々から「大学に来る機
会がないからいいきっかけになったよ、
ありがとう。母校の雰囲気を味わうこと
ができた」と言っていただき、その思い

に直接触れられたことはとても大きな
収穫でした。

――今後の目標は？
　今後は支援者への徹底したアプロー
チやアフターフォローをさらに充実さ
せたいと考えています。支援者の方が
どのような情報を必要としているかを
把握し、こちらが提供する情報に関心
を持ってもらえるよう、イベントや広
報媒体などを通して働きかけたいです
ね。また、「エグゼクティブ・フォーラム」
や「稲門経済人の集い」のような、卒業
生と大学が双方向のコミュニケーショ
ンを図ることができる機会を、これから
もさらに工夫しながら続けていきたい
と思います。

若手職員に聞く

支援者からの
叱咤激励が
大学を成長させる

菅 勇希さん

総長室渉外局
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理工学術院　本間敬之教授

　私の研究室では、電気化学ナノテクノロ
ジーを駆使して、新しい機能を持つ材料を
世に送り出すための研究をしています。具
体的には、固体と液体が接する面（界面）
での原子や分子の反応を調べて制御する
ことにより、LSI（半導体）や超高密度磁気
記録、電池などさまざまなデバイス・システ
ムの構築につなげています。
　製品をつくって販売する企業とは違い、
大学が世に送り出すものは「考え方」（研
究成果とそれに至るアプローチ）や、それを
身に付けた「人財」です。そして「考え方」
を世に送り出すには、論文発表はもとより、
学会発表などの場での「コミュニケーショ
ン」の能力が欠かせません。理工系では最
近特に国際化が進んでいますので、学生た
ちは国際学会などさまざまな場面で、英語
を駆使した実践的なコミュニケーションス
キルが必要不可欠になっているのです。

　国際的な学会発表の場で重要なスキル
は、三つあると考えています。発表するスキ
ル、質問に的確に答えるスキル、そして切れ
味のよい質問をするスキルです。特に質疑
応答のスキルは、多くの場数を踏んで慣れ

ることが重要です。研究そのものや、発表
自体は個人の努力が大きなウェイトを占め
ますが、多くの参加者の中での質疑応答や
コミュニケーションのスキルは、自分一人だ
けでは身に付きません。
　そこで私の研究室の毎週のゼミでは、発
表と質疑応答を英語で実施してもらって
います。ただし学部生は、まず研究内容そ
のものをよく理解することを優先させる意
味で、日本語も認めています。一人につき10
分で研究内容を発表し、質疑応答が30分。
発表は原稿なしで行います。発表者は毎回
4名程度ですが、聴く側の学生は全員、必ず
自発的に質問するのがルールです。また、
司会進行役も大学院生に務めてもらい、活
発な質疑討論の雰囲気をつくったり、立ち
往生している発表者に助け船を出すなど、
ディスカッションをリードするスキルを身に
付けられるようにしています。ゼミには米国
人の博士研究員も参加し、発音や文法など
をその都度指摘してもらっていますが、学
生には、活発なやりとりが交わされる中に
いかにタイミングよく切り込んで適切な質
問や意見を述べられるようになるかを、常
に意識するよう指導しています。

  

　国際的な環境でのコミュニケーションス
キルの重要性は、特に米国の大学にいたこ

ろからずっと痛感しており、教授として独立
したゼミを持つようになった2005年度から
このような形を取り入れました。当初は本
当にうまくいくかどうか半信半疑でしたが、
実際にどのように進めるかを博士課程の
学生たちに相談したところ、いろんなアイデ
アを出してくれました。司会進行や質疑応
答のやり方、さらに消化しきれなかった内
容のフォローアップの仕方などは、彼らのア
イデアです。学生たちが主体的に動いてく
れたので、うまく進めることができました。
彼らを含めてこれまでに5名の博士を出し
ていますが（1名は今春修了）、大学（UC
バークレー、スタンフォード、MIT）や企業

（日立製作所および東芝の研究所）に進
み、グローバルに活躍してくれています。
　現在さまざまなところで働いている卒業
生たちの声を聞くと、このゼミでの経験が
本当に役立ったと言います。学生時代に国
際的に活躍するためのスキルを身に付ける
ことは、将来にわたり、どのような分野でも
役立つと思っています。
　私は2011年1月14日付で、FD推進センター
長に就任いたしました。これまでの本学の
教育の質向上への取り組みを踏まえつつ、
今後はグローバルスタンダードという観点か
ら教育システムのあり方を検討したり、また
本学の教育が誇るべき点を積極的に学内
外に発信したいと考えています。私も学生た
ちに負けないよう新しい役割に全力を尽く
しますので、よろしくお願いいたします。

国際的なコミュニケーションの
環境を日常の授業で

成功の秘訣は、学生たちが
主体的に運営すること

学生たちに必要な国際標準の
コミュニケーションスキル

「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、1月14日付でFD推進センター長に就任された先進理
工学部の本間先生に、授業での工夫とFD推進センター長就任の抱負をお伺いしました。
※�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

ほんま・たかゆき
早稲田大学理工学部応用化学科卒業、同大学院
博士後期課程修了（工学博士）。専門は応用物理
化学。1991年より助手、専任講師、助教授を経て
2005年に、早稲田大学先進理工学部応用化学科
教授。1997〜1998年、スタンフォード大学客員准
教授。1998年より米国国立科学財団シリコンウェ
ハ工学研究センター（NSF-I/UCRC-SiWEDS）兼
任研究員。2010年米国電気化学会研究業績賞。
2010年より教務部副部長。2011年1月、FD推進
センター長に就任。

▲�走査プローブ顕微鏡。先端を尖らせた探針で物
質の表面をなぞるように動かして表面状態を原
子レベルまで拡大観察する

▲�ゼミ風景。英語で発表し、
　質疑応答も英語で行う



Peter Backhaus,  
Assistant Professor, 

Faculty of Education and 
Integrated Arts and 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/

I joined the School of Education, Department of English Language and Literature, in April last 
year. My speciality is sociolinguistics, where one of my favourite research topics is language 
on signs. Reading the “linguistic landscape”, as this has come to be called in linguistics, has 
kept me fascinated ever since I did my first larger survey on the topic in 2003. 

The streets of Tokyo with their many languages and scripts to read provide a congenial 
environment for research. Needless to say that it’s Japanese that dominates the city’s 
outward appearance – much to the dismay of many a foreign traveller who all of sudden 
feels like having turned illiterate. However, there is much more to Tokyo’s linguistic landscape 
than Kanji and Kana. 

For instance, walking through Okubo and other parts of Shinjuku Ward, one is struck by the 
high visibility of Korean Hangul on signs by the local shopkeepers and other residents. While 
generations of zainichi Koreans did their best to conceal their ethnolinguistic origin, the recent 
prominence of Hangul in Tokyo’s linguistic landscape is a most visible reminder of the fact that 
Japan is not as monolingual a country as some still would have it.

More than any other minority language, however, it is English that lines the streets of Tokyo. 
And a very special kind of English too, coming as it does with somewhat different rules than in 
most other parts of the world. 

Take for instance the word “parm”, which is a frequent sight on signs of hairdressers’ and other 
types of beauty shops. Why is it spelled that way? One most likely reason can be found in the 
Japanese term pama, a Katakana word modelled after the English original, “perm”. Since the 
loan word has an “a” rather than an “e” as first vowel, it may easily end up being spelled “parm” 
when transliterated from Katakana into the roman alphabet. This phenomenon in linguistics is 
called interference.

Interference not only occurs on the orthographic level, but can also be found with regard to 
vocabulary. Thus another common oddity in Tokyo’s linguistic landscape, again taken from the 
domain of beauty, is the phrase “hair & make”. Taking this to be English, the combination of the 
noun “hair” with the verb “make” must appear rather enigmatic. Yet it seems for hairdressers’ 
there is no way round offering “hair & make” services on their signs these days. The phrase is 
even used as a slogan of a major beauty chain. The key to understanding the puzzle is the fact 
that “make” in Japanese is used as a noun (in the sense of “make-up”). These are words that 
go together well.  

What language is “hair & make” supposed 
to be then? Its outward appearance, in 
roman alphabet and following English 
spelling rules, would suggest it must be 
English. Its meaning, on the other hand, is 
only retrievable when read (and pronounced) 
in Japanese, where it becomes hea ando 
meku. Examples like this show how much – 
and how inevitable – the English language 
has become part of Japanese, not only in 
the domain of beauty. 

Reading the signs thus tells us a great deal 
about Japanese language and society at the 
onset of the 21st century. Apart from that – 
and what is even more – it provides a most 
welcome opportunity for researchers to 
escape from their ordinary desk work.

R       eading the signs

Tokyo : An empire of signs
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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。今回は東京海上日動火災保険株式会社の上原さんにお話を伺いました。

の

学生と進路選択

働くことにワクワクしてほしい

　当社は1879（明治12）年に創業した日本最古
の損害保険会社です。損害保険はもともと国の
経済成長を支えるための仕組みとして考え出さ
れ、私たちは創業以来お客様の発展とともに成
長してきました。そのためすべての社員が、経済
の根幹を成す事業にかかわっているという意識
を強く持っており、短期的な利益ではなく、長期
的な視点でお客様の発展を支える息の長いビジ
ネスを模索してきたと言えるでしょう。
　保険は経済が発展するために必要不可欠な仕
組み。これからもあらゆる企業や個人の挑戦を
支援していきます。

　当社の求める人材像は「自分で考え、発信し、
行動できる人材」。当社の商品は保険ですが、お
勧めできる商品はお客様によって違いますし、
お話をお聞きしながらオーダーメイドでプランを
作って提案することが必要です。絶対的な解は
なく、お客様の数だけ解がある。ですから、難局
にぶつかった時に、慌てたりひるんだりしないで、
「必ず解決する」という強い意志を持ち、前向きな
姿勢でチャレンジしていく姿勢、また自分の仕事
もオーダーメイドで組み立てていくという考え方
が大切ですね。
　では、どういう人が自ら考え、発信し、行動で
きるのかというと、一言「気づく力」のある人だと
思います。最近の学生さんを見ていると、「気づく
力」が極端に衰えているように感じることが多い
ですね。主な理由としては、学生さん自身の問題
ではなく、気づきがなくても生きていける今の社
会にも問題があるのでしょう。学校でも家でも
子供をあまり叱らない、叱られないから子供たち
はおかしいことに気づかない。「気づく力」を身に
付けるための経験が極めて不足しているのです。
「気づく力」を身に付けるためには、まず周りの人
に興味を持つこと、そして環境の変化に敏感に
なることが必要です。「気づく」というのは何も難
しいことではなく、例えば「通勤途中の道の店が
リニューアルしたな」とか、「友達の髪形が変わっ
たな」など、ささいなことの積み重ね。あらゆるこ
とに興味を持ち、どれだけ多くの気づきを得られ

たかで、人間の成長度合いは大きく変わります。
アルバイトや部活、そして就職活動でも同じ。「何
を目的にしているんだろう？」「なぜうまくいかな
かったんだろう？」など、さまざまな視点からの疑
問を持てるかどうかで、入手できる情報量も自身
の考え方の整理スピードにも大きく差がつきま
す。当社が求めるのは、そんな「気づく力」を「思
考力」につなげて、成長のエネルギーに変えてい
ける人。気づきがないと成長がない。ぜひ学生時
代から意識して、「気づく力」に磨きをかけてほし
いと思います。私は面接の場で学生の皆さんと接
する際、「気づく力」を持っているかどうかを重視
しています。

　もうひとつ、必ず確認しているのは、働くことが
きちんとイメージできているかという点です。「働
くこと」がイメージできていない学生さんに対し
ては、面接で「あなたにとって働くとはどういうこ
とですか？」「社会に出ることをどう考えていま
すか？」と何度も問いかけをするようにしていま
す。それがきっかけで学生さんが気づき、成長す
ることを期待しているのです。毎年、なるべく多く
の学生さんと会い、気づくチャンスをつくってあ
げたいと思っています。
　また、最近の採用活動で残念に思うのは、今の
学生さんが働くことに対してワクワクせずに、内定
を取ることが就職活動の目的になっているという
ことです。しかし本当に大切なのは就職活動中に
「何のために働くのか？」「社会に出るとは？」を考
え抜くことではないでしょうか。それを考えるには、
社会で働く大先輩として一番身近な存在であるご
両親と話すことが一番の近道だと思います。
　就職活動で大切なのは、自分の能力や志向を
自覚して将来のキャリアを描くことです。その上
で、自分自身が10年後に活躍できる企業を選ぶ
べきでしょう。最近、就職浪人という言葉をよく耳
にしますが、その原因は学生さんが有名な企業
や特定の業界に絞って就職活動をしているから
だと私は考えています。規模の大小や特定の業
界にこだわることなく、さまざまな会社を見ても
らいたいですね。そして、その企業が本当に自分
に合うのかを知るためには、そこで働く社員にど
んどん会うべきです。
　最後に卒業生として一言、「早稲田色をどんどん
出し、早稲田を誇りにしてほしい」と思っています。

保険とは
お客様の発展を支えるもの

小さなことでも
「気づく力」を身に付ける

なぜ働くかを考えてほしい

東京海上日動火災保険株式会社
人事企画部 人事・採用グループ 課長

上原 淳
Profile
うえはら・じゅん
1994年入社。早稲田大学政治経
済学部を卒業。どんな業界にどん
な仕事があるのかを知るため、数
十人の先輩社会人を訪問。堅いイ
メージがあった金融業界だった
が、自分の仕事に誇りを持って働
いている先輩が多かった同社に興
味を持ち応募。入社後は、本店でコ
マーシャル営業部門に6年間、仙台
でパーソナル営業に5年間従事し、
2005年7月より現職。新卒採用で
は、「学生さんにとって一生に一度
の就活を意義あるものにしてほし
い」「仕事をすることを真剣に考
えてほしい」という思いで、学生一
人ひとりが成長できるような問い
かけをし、誠実に接することを心
がけている。

1879年創業。従業員数は16,742名
（2010年3月末時点）。国内損害保
険業界のリーディングカンパニーと
して、「安心と安全」の提供を通じた
社会への貢献を目指している。

東京海上日動火災保険株式会社

　就職協定があったころの会
社訪問解禁日、東京海上ビル
の前にずらっと並んだスーツ姿
の学生たちの写真が新聞紙
上に掲載されていたのをご記
憶の方も多いことでしょう。
　損害保険を含めた金融業
界は昔も今も学生の人気を集
めています。昨年春就職した早
大文系卒業生の４名に１名が
金融業界へ進みました。いまだ
に「安定している」という漠然
とした志望理由の就活学生も
いますが、それは勉強不足。採
用試験では禁句です。

キャリアセンターより

志望理由を明確に
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今号のオススメ

■�『国際関係論のニュー・フロンティア』
����山本武彦（政治経済学術院）編著　成文堂　2010年12月

■�『社会保障法制の将来構想』
����菊池馨実（法学学術院）著　有斐閣　2010年12月

■�『夫婦の法律相談（第2版）』
����棚村政行（法学学術院）他編　有斐閣　2010年12月

■�『わかってきた星座神話の起源—古代メソポタミアの星座』
����近藤二郎（文学学術院）著　誠文堂新光社　2010年12月

■�『包括的スク−ルカウンセリングの理論と実践　　　　　　　　　　　　
　—子どもの課題の見立て方とチ−ム連携のあり方』
����本田恵子（教育・総合科学学術院）他編　金子書房　2010年12月

■�『川本裕子親子読書のすすめ—忙しくても毎日続けたい幸せな習慣』
����川本裕子（商学学術院）著　日経BP社　2010年12月

■�『1940年体制—さらば戦時経済�（増補版）』
����野口悠紀雄（商学学術院）著　東洋経済新報社　2010年12月

■�『大本営参謀は戦後何と戦ったのか』
����有馬哲夫（社会科学総合学術院）著　新潮社　2010年12月

■�『カント『実践理性批判』
����竹田青嗣（国際学術院）著　講談社　2010年12月

■�『結婚は4人目以降で決めよ—恋愛と結婚と浮気の政治経済学』
����森川友義（国際学術院）著　毎日新聞社　2010年12月

■�『日本人が知らない日本経済の大問題』
����野口悠紀雄（商学学術院）他著　三笠書房　2011年1月

■�『はじめて学ぶ国際経済』
����浦田秀次郎（国際学術院）他著　有斐閣�　2011年1月

■�『朝日新聞の中国侵略』
����山本武利（政治経済学術院）著　文藝春秋　2011年2月

■�『条文から学ぶ労働法』
����島田陽一（法学学術院）他著　有斐閣　2011年2月

■�『ラグジュアリー戦略』
����長沢伸也（商学学術院）訳　東洋経済新報社　2011年2月

■�『早稲田実業　躍進の秘密』（朝日新書）
����渡邉重範（教育・総合科学学術院／早稲田実業学校長）
　�朝日新聞出版　2011年2月

■�『早稲田野球の魂』
����應武篤良（競技スポーツセンター）著　PHP研究所　2011年3月

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

『ドン・キホ−テの世紀—スペイン黄金時代を読む』
清水憲男（文学学術院）著　岩波書店　2010年12月

本書は20年前に上梓して版を重ねた後に長年品切れになっ
ていたが、「岩波人文書コレクション」の初回配本で新装復刊
されたものだ。相当数の古典を読み、気になる箇所を約4,000
枚のカードに抜き書きして16、7世紀スペインへの接近を試み
た。執筆を進める私の中で、苦悩と喜びとが不思議に共鳴しあっていたのを今で
も覚えている。（筆者より）

本学で5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
3-5月

2011年度オープンカレッジ開講式
会場��大隈講堂　日程��4月9日㈯　10：40 〜13：00ごろまで　予約不要。
オープンカレッジ受講生の入学式・始業式です。鎌田総長の式辞ほか、現代社会
と刑法についての記念講演や記念合唱などをお楽しみください。
問 ��エクステンションセンター　http://www.ex-waseda.jp/
　�早稲田校　TEL：03-3208-2248　e-mail：wuext@list.waseda.jp

会場�国際会議場�井深大記念ホール　日程�5月6日㈮　12：00 〜18：00（予定）
WAVOCのボランティア活動に興味関心のある方のためのイベント「春のボラン
ティアフェア2011」を開催します。学生によるプレゼンテーションコンテストや活
動紹介ブースが行われます。ぜひご来場ください。
主催�早稲田大学平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）　
問 ��ボランティアセンター　TEL：03-3203-4192　�http://www.waseda.jp/wavoc/

春のボランティアフェア2011

会場�會津八一記念博物館　日程�3月2日㈬〜4月23日㈯
万暦赤絵が白樺派の人達に愛好されたことにちなみ、当館所蔵の70 〜 80歳代の
武者小路実篤作品と中国明時代の五彩陶磁を展示します。
問 ��會津八一記念博物館（早稲田キャンパス2号館）
　�TEL：03-5286-3835　FAX：03-5286-1812　�http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html

実篤と赤絵磁器

会場�大隈記念講堂　日程�3月17日㈭　13：30 〜17：00
�����※�要事前申込　https://www.mainichi.co.jp/form/rikei-1103/�から
��������お申し込みください（3月10日締切）。
2010年ノーベル化学賞受賞者・根岸英一氏による基調講演「世界に出て自分を
試す」、研究者によるパネルディスカッションなど。高校生・大学生の参加歓迎。
問 ��毎日企画サービス「理系白書シンポジウム」係　�TEL：03-3212-2272

理系白書シンポジウム「化学の力が世界を変える」

会場�①早稲田キャンパス�14号館�4階�各教室　②八丁堀校�各教室
日程�①3月5日㈯　10：00 〜15：30　②3月19日㈯　11：00 〜15：30
無料講演会のほか、4月開講講座の申込受付開始に先立ち、教養系講座の模擬講
義や語学・ビジネス系講座のガイダンスを実施（八丁堀校の参加希望者は要予約）。
問 ��エクステンションセンター　http://www.ex-waseda.jp/
　�早稲田校　TEL：03-3208-2248　e-mail：wuext@list.waseda.jp
　�八丁堀校　TEL：03-5117-2073　�e-mail：ex8chobori@list.waseda.jp

春講座をいち早く体験！「エクステンションセンター
“オープンキャンパス2011”」　①早稲田校　②八丁堀校

会場�①演劇博物館�2階�企画展示室Ⅱ　②演劇博物館�3階�「現代」コーナー
� ③演劇博物館�1階�六世中村歌右衛門記念特別展示室
日程��①3月1日㈫〜3月27日㈰　入場無料
　　　�20世紀初頭、世界を席捲したロシア演劇。貴重な収蔵品を通して、ロシア・

アヴァンギャルドの時代を中心に概観します。
� ②3月1日㈫〜 8月7日㈰　入場無料
　　　�永井愛の洒脱な劇作法によって多くの観客の支持を得るニ兎社。今年30周年と

いう節目の年を迎えるのを記念して、「現代演劇シリーズ第37弾」として特集します。
� ③3月25日㈮〜4月25日㈪　入場無料
　　　�20世紀を代表する歌舞伎の名女形、六世中村歌右衛門（1917〜 2001）。

展示を通し、歌右衛門の芸の神髄を伝えます。
問 ��坪内博士記念演劇博物館�TEL：03-5286-1829　http://www.waseda.jp/enpaku/

①�演博コレクションに見るロシア舞台芸術のモダニズムとアヴァンギャルド
②�現代演劇シリーズ第37弾「永井愛と二兎社の世界―30年の軌跡をたどる―」
③六世中村歌右衛門展―私の愛したお役―

会場�26号館大隈記念タワー�10階�125記念室
日程�3月18日㈮〜4月23日㈯　10：00 〜18：00
100年前に日本人として初めて南極探検に成功した白瀬矗

のぶ

と、その偉業を支えた
早稲田大学創始者「大隈重信」2人の偉人を紹介。
問 ��文化推進部文化企画課　TEL：03-5272-4783　� http://www.wasedabunka.jp/

「南極100年展」

『トヨタvs現代—トヨタがGMになる前に』
小林英夫（国際学術院）編著　ユナイテッド・ブックス
2010年12月

躍進目覚ましい韓国自動車企業のトップ、現代自動車とGM
を抜いて世界の覇者となった日本のトヨタ。老舗と新興の
世界を代表する2社を両社の課題、両者の実力画定を行う。
［プロローグ、エピローグ、第一章�覇者・トヨタの課題（小林執筆）第二章�挑戦
者・現代自動車の強み（金英善・堤一直執筆）第三章�徹底検証！　トヨタ対現代
（小林執筆）。］
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写真： 佐藤洋一（社会科学総合学術院 教授）

関東大震災で、学苑は旧大講堂をはじめとする建物の倒壊・消失などを経験しました。

第4代総長も務めた田中穂積は、大学心臓部の耐火耐震構造建築による全面的大改造に全力を傾注。

創立50周年（1932年）を挟んで出現したそれら鉄筋コンクリートを用いた大建築群は、

戦災を蒙
こうむ

ってもなお生き残り、長くキャンパスの顔として愛されました。

そのうちのひとつが、政治経済学術院が本拠を構える現3号館です。

「聳ゆる甍」を頂くこの3号館、もともとは2つの独立した建物でした。

透かし模様を配した正面扉を持つ南半分は本部棟、北半分は政治経済学部と法学部の教室棟。

中庭を囲む形で立つ2つのコの字型の建物が、1959年、ブリッジをもって接続されました。

その中庭でかつては、大谷石に囲まれた円形の噴水が水をたたえ、

今は塩澤昌貞第2代総長の胸像が学生を見守っています。

キャンパス大改造から約80年の時を経て、早稲田キャンパスの再整備が進む現在、

多くの学生を育んだ3号館も新棟建設計画が進行中です。

戦災を耐え、愛され続けた校舎
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