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行動する国際派知識人を育成する

早稲田の英語教育
Part.1 鼎談「大学の英語教育に課せられた使命」
Part.2 国際人を育成するWASEDAメソッド
Part.3 企
 業に聞く 英語力の重要性
三井住友銀行 髙橋克周

20 教室の窓から


スポーツ科学学術院

吉永武史

22 キャリアの羅針盤
荒川区役所 猪狩廣美
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R 「研究の早稲田」から着実な成果を発信

RESEARCH
&
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科学・技術による社会貢献を

未来医療の創造や新しい国際医療人の
育成などを促進

ASMeWと神戸大、
先端科学と健康医療分野で連携

研究者・学生交流の活発化、臨床研究
の促 進、早期診断と未来医療の創造
や、新しい国際医療人育成と開発途上
国の医療支援など、先進的な医療研究
を加速させていくことを確認しました。

2月28日、本学先端科学・健康医療融

本学は2010年7月、医療開発・産業化の

合研究機構（ASMeW）と、神戸大学大

迅速化、医療における国際貢献や国際

学院医学研究科・医学部は、医学と理

医療産業都市の実現に向けて、神戸大

工学の融合による新しい研究・教育モ

学などの協力のもと「神戸BTセンター

デルの構築を図るため、双方の協力と

早稲田大学浅野研究室」を神戸ポート

連携に関する協定を締結しました。

アイランドに開設しており、今後は研究

調印式では浅野茂隆 ASMeW機構
長と高井義美 神戸大学大学院医科学

者・学生の交流、実験設備などの相互
利用などを推進していきます。

研究科長・医学部長が覚書を交わし、

覚書を交わして握手する浅野茂隆 ASMeW機構
長（左）と高井義美 神戸大学大学院医科学研究
科長・医学部長（右）

だった細胞の生存率が、
71%と約6倍に
細胞培養で新技術

生存率を大幅に向上

高まりました。神経細胞に特徴的な細
長い突起を伸ばす細胞を用いた場合に
は、
培養液を流して培養することで、
突

武田直也理工学術院准教授の研究

起の伸びが一定方向にそろえられるこ

グループは、細胞の前後・左右・上下が

とも発見しました。本研究は、
さらに長

ゲルの繊維で取り囲まれる三次元培養

期間の三次元細胞培養を可能にする

系において細胞の生存率を大幅に向

培養システムへの発展を目指していま

上させる培養 技術を開発しました。コ

す。また、
神経突起が一方向にそろった

ラーゲンでできたゲルの中に細胞を埋

状態で多数の神経細胞をまとめて培養

め込み、
ここに培養液を流しながら細

して、
生体に見られるような神経の束と

胞を育てることができる培養器材を開

し、移植に使えるような組織の作製へ

発し、培養液を流さない場合では12%

と展開することも期待されます。

若手・女性・地域の研究者への研究支援

「最先端・次世代研究開発
支援プログラム」に選定

開発した三次元細胞培養容器。チューブを通じて
培養液を流しながら培養する

グリーン・イノベーション

研究者

多辺由佳
理工学術院教授

竹延大志
理工学術院准教授

ライフ・イノベーション
岩田浩康
高等研究所准教授

将来、世界の科学・技術をリードする
ことが期待される若手・女性・地域な
どの研究者を支援し、
「新成長戦略」に
掲げられたグリーン・イノベーションお

キラル液晶の動的交差相 超高性能インクジェット 低侵襲な知覚・運動支援
研究課題 関：機構解明とエネルギー プリンテッドエレクトロ により脳神経系の再構築
変換デバイスの作製
ニクス
を促す心身覚醒 RT

よびライフ・イノベーションを推進する
内閣府の事業「最先端・次世代研究開

2

発支援プログラム」に、本学から上表の

3名の研究課題が選定されました。

U 大学全般

P 受賞

R 研究・教育

A 学内活動

歌詞に適した写真をネット上で収集

楽曲スライドショー
自動生成システムを開発
理工学術院の甲藤二郎教授は、
株式
会社KDDI研究所（本 社：埼玉県ふじ
み野市、
代表取締役所長：秋葉重幸）と
共同で、
歌詞の雰囲気に適した写真を
ネット上から収集し、
効果的に楽曲と同
期させて再生することが可能な楽曲スラ
イドショー自動生成システムの開発に成
功しました。
このシステムにより、
ユーザー
は歌詞付きの楽曲をシステムに入力する
だけで、
手軽に楽曲スライドショーを作成

定、
楽曲の進行に同期した良質な写真を

た写真の自動選定、
歌詞の進行に同期し

することができます。

Flickrなどのタグ付き写真共有サイトか

た写真切替タイミング制御などの独自技

ら収集するための検索キーワード抽出、

術により、
良質なスライドショーの自動生

収集したタグ付き写真から印象に合致し

成を実現しています（上記図参照）
。

砕操作が行われます。電気パルス粉砕

先破壊に与える影響などを明らかにしま

（Electrical Disintegration）は、
基本的

した。最近は廃棄物の再資源化プロセ

に水中で固体に直接電圧をかけること

スへの適用研究も散見されており、
今後

で、
発生鉱物同士の境界面に微小爆発

の資源循環型社会形成には必須の操

を起こして引きはがし、
直接固体内に破

作になり得ると考えています。

今回開発したシステムは、歌詞全体
から季節や時間帯などの印象情報の推

「電気パルス粉砕」を開発

鉱石破砕の新手法、
資源循環型社会形成にも貢献
理工学術院の大和田秀二教授は、
さ
まざまな鉱物が含まれる鉱石を電気パ

壊するエネルギーを発生させるこ

ルスで砕く新しい手法を開発しました。

とができます。有用資源を粉々にせ

世の中の各種物質、
特に鉱石から金属

ずに回収することも可能で、
大和田

類を生産する場合、
ローラーなどで押し

研究室は各種素材の複合物に関

つぶして破壊するため、
エネルギー熱が

して、
構成成分の誘電率・導電率・

固体の外に逃げてしまう効率の低い粉

物理的構造欠陥などが境界面優

生活習慣の改善策に貢献

動脈硬化症予防のための
身体活動の重要性を明らかに

（中村好男教授、
宮下政司次席研究員）
は、
日常生活中の身体活動量が多い高

陰極

陽極

陽極

電気パルス粉砕の概念

動脈硬化症の予防に有効であること

リポ蛋白質値との関係を分析しました。

が知られています。しかし、動脈硬化

学術的のみならず、
動脈硬化症予防

の病巣の形成に深く関わる指標に着目

のための生活習慣の改善策につながる

し、日常生活中の身体活動の重要性に

ことが期待されます。

ついて高齢者を対象とした研究によっ
て明らかにした例はこれまでありませ
んでした。

齢者では、
動脈硬化症の予測に関係する

本研究グループでは、
27名の高齢者

血液評価項目である酸化型低密度リポ

を対象とし、
生活活動下における身体活

蛋白質値が低いことを明らかにしました。

動量を、
エネルギー消費量や身体活動

一般に、習慣的な身体活動が脂質や

強度の記録機能を持つ加速度計を用い

糖質などの血液指標項目を改善させ、

て調査し、
身体活動量と酸化型低密度

酸化型低密度リポ蛋白質（Ｕ／Ｌ）

スポーツ科学学術院の研究グループ

陰極

身体活動量（min/week）

身体活動量と酸化型低密度リポ蛋白質値との
関係グラフ
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イスラーム地域研究機構が参加

中東政変の
今後を探るセミナーを開催

キャンパスで開きました。本学からはイ
スラーム地域研究機構の湯川武教授、
鈴木恵美准教授が参加し、
最新のアラ
ブ情勢に関する報告などを行いました。

3月2日、
早稲田大学、東京大学、
上智

本学拠点の主催として行われたパネ

大学、
京都大学、
東洋文庫の5つの拠点

ルディスカッション「地域の激動と地域

からなる「人間文化研究機構（NIHU）

研究」では、
「今回の運動は予測できな

イスラーム地域 研究拠点」は、反政府

かった。大きな政治運動は、
それなりの

運動などが相次いでいるアラブ地域に

組織が行うといった思い込みがあった

ついて、
NIHUプログラム「イスラーム地

のではないか」
「なぜムスリム人口は増

とが大事なのではないか」など、
さまざ

域研究公開セミナー」を東京大学本郷

加し続けているのか。家族観を知るこ

まな意見が交わされました。

大学の最先端技術と産業界をマッチング

環境・ライフサイエンスにおける
先端技術の祭典

1月14日、
西早稲田キャンパスにおいて
※

「Technology link in WTLO 」が開催
されました。
本学理工学術院の西出宏之教授と

室で行われている研究テーマを紹介す
るポスターも展示されました。また、
墨田
区と本学が共同開発した2人乗り電気自
動車「HOKUSAI」の展示と、
同じく共同

パナソニック電工株式会社の菰田卓哉

開発した電動車いす「Mini-HOKUSAI」

技監の基調講演から始まり、大学と企

の試乗体験も行われました。参加者から

業間の研究開発手法・体制の違いや、

は、
スムーズな発進や回転に新鮮な驚き

今後の産学連携の進め方などについて

の声があがり、
スペックなどに関する質問

幅広い講演がありました。また本学教

も多く寄せられました。講演には総勢60

員による、
最先端の研究テーマについて

名が訪れ、
盛況となりました。

の発表がなされました。
ロビーでは、
本学の特許シーズのポス
「Mini-HOKUSAI」を実際に運転する参加者

パネルディスカッションの様子

ター展示に加えて、
理工学術院の各研究

※W TLO（Waseda Technology Licensing
Organization）
：技 術 移 転 機 関の略 称。大 学
の研究者の研究成果を特許化し、
企業へ技術
移転する法人。

U グリーン・コンピューティングの研究開発拠点が竣工
低炭素社会の実現に向けて

UNIVERSITY

ティング・システム研究開発センター

センターでは、屋上に低消費電力サー

経済産業省「産業技術研究開発施設

が完成し、竣工式が行われました。世

バ実証実験に使用される太陽光パネル

整備事業」による補助を得た産学官連

界最大 級の最先端SMP（Symmetric

も敷設されています。

携研究施設であるグリーン・コンピュー

Multi-Processor）サーバを設置した同

4月13日、喜久井町キャンパス内に、

今後は同センターを拠点として、昨年
11月に設置されたグリーン・コンピュー
ティング・システム研究機構の研究員が
中心となり、冷却ファン不要で、低消費
電力、高性能、コンパクト、静かで太陽
電池でも駆動できる国際競争力の高
い次世代マルチコア・メニーコアのハー
ドウェア、ソフトウェア、応用技術の研
究開発を産学連携で行うとともに、次
世代高付加価値技術を創出する人材

竣工式の様子

4
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の育成を目指します。
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U 2010年度の就職状況について

厳しい状況の中、企業と学生のミスマッチ解消が鍵

UNIVERSITY

路 報 告 者2,694名のうち、就 職 が1,798

にこだわらず、幅広く選択肢をもって就

ショックの影 響を受けた前年度に続

名（66.7 %）
、進 学・留 学 など が269名

職活動を進めるよう指導していく方針

き、学生の就職内定率の低下が指摘さ

（10.0%）
、
資格試験受験が259名（9.6%）
、

れ、
「超・就職氷河期」とも伝えられま

その他・進路未定が368名（13.7%）
となっ

した。
「大卒求人倍率」
（民間企業就職

ており、
2009年度に比べ、
就職が1.4%減、

希望者に対する求人推計。リクルート

進学が1.2 %減、
資格試 験受 験が0.6%

㈱三菱東京 UFJ 銀行

96

52

44

ワークス研究所調査）は1.28倍で、学

減、
その他が3.1%増で、
厳しい状況が続

㈱みずほフィナンシャルグループ

82

59

23

富士通㈱

75

50

25

いています。

特別区（東京 23 区）職員

68

34

34

㈱エヌ・ティ・ティ・データ
（NTT データ）

65

42

23

2010年度の就職戦線は、リーマン・

生100名に対して128名分の求人があ
るという状況でしたが、企業側に「厳

企業別の就職状況（20名以上）は右

選採用」の傾向が強まる一方、学生側

表のとおりですが、全体としては、金融

の大手企業志向は変わらず、求人と求

です。
2010年度企業別就職状況（学部･大学院）
企業名

合計

男

女

東京都職員Ⅰ類

62

42

20

㈱三井住友銀行

54

33

21

機関、製造業が大きな割合を占めます。

東京都教員

53

32

21

職のミスマッチが目立ちました。就職

ほぼ例年どおりの傾向で大きな変化は

日本放送協会（NHK）

49

40

9

野村證券㈱

48

35

13

活動を続ける中で自らの適性と企業選

ありません。

楽天㈱

41

27

14

三菱電機㈱

39

33

6

国家公務員Ⅱ種

39

27

12

㈱日立製作所

38

29

9

三井住友海上火災保険㈱

37

25

12

第一生命保険㈱

36

15

21

㈱東芝

35

21

14

東日本電信電話㈱（NTT 東日本）

35

22

13
10

択をうまく調整できた学生と、当初の

キャリアセンターの
キャリア・就職支援について

志望先に固執する学生の差が極端に
出たようです。

キャリアセンターでは、多様なキャリ

卒業生の進路状況

ア形成・就職支援イベントを開催して

㈱電通

35

25

現 在、2010年9月、2011年3月卒 業 生

います。また、随時学生の個別相談も

㈱野村総合研究所

35

27

8

の全体状況について進路報告を集計

行っていますので、就職活動に困って

日興コーディアル証券㈱

34

21

13

日本生命保険（相）

32

11

21

中ですが、現時点での状況は下表のと

いる学生には、同センターを訪ねるよう

東日本旅客鉄道㈱（JR 東日本）

32

20

12

東京海上日動火災保険㈱

32

15

17

おりです。

ご紹介ください。

日本電気㈱（NEC）

30

19

11

三菱商事㈱

30

16

14

㈱損害保険ジャパン

29

16

13

三菱 UFJ 信託銀行㈱

28

15

13

大和証券㈱

28

17

11

三井物産㈱

27

17

10

ソフトバンクグループ通信 3 社

27

19

8

㈱ゆうちょ銀行

27

17

10

学部生は、進路報告者9,364名のう

現在、学部4年生、大学院修士2年生

ち、就 職が6,039名（64.5%）、進学・留

の学生が 就職活動中ですが、東日本

学などが2,146名（22.9 %）、資格 試 験

大震災の影響で多くの企業の選考スケ

受験が303名（3.3%）、その他・進路未

ジュールが延期されています。本来は4

定が870名（9.3%）となっています。近

月から一斉に本格的な選考が開始さ

東京電力㈱

27

16

11

年、学部生の進路は、就職する者が6割

れGW前後に大手企業の採用内定 通

KDDI ㈱

26

16

10

から7割、進学者が2割前後という傾向

知があり、その後、中堅・中小企業が続

郵便局㈱

26

9

17

ソニー㈱

24

22

2

がありますが、その割合は景気動向に

くという大まかな流れがありましたが、

新日本有限責任㈼

24

22

2

左右されます。2009年度に比べ、就職

今回は大企業から中堅・中小まで多く

三菱重工業㈱

23

20

3

キヤノン㈱

23

22

1

㈱ニトリ

23

14

9

りそなグループ

23

13

10

㈱ワークスアプリケーションズ

23

13

10

23

14

9

が1.6%増、進学が1.5%減、資格試験受

の企業の選考スケジュールが重なるこ

験が0.3%減、その他が0.3%増となって

とが予想されます。また震災による経

いますので、若干就職状況が好転して

営状況の悪化により、求人数の絞り込

アクセンチュア㈱

いるようです。

みや、厳選採用の傾向も一段と進みそ

国家公務員Ⅰ種

23

18

5

横浜市職員

23

11

12

アビームコンサルティング㈱

22

17

5

パナソニック㈱

21

13

8

日本アイ・ビー・エム㈱

21

17

4

ヤフー㈱

21

11

10

武田薬品工業㈱

20

13

7

日本年金機構

20

9

11

また、大 学 院 生（修 士 課 程 ）の 進
2010 年度進路状況

うです。学生には企業の知名度や規模
※進路報告率…学部 93.8％、大学院 89.5％

進路報告者

就職

進学・留学など

資格試験受験

その他・
進路未定

学部

9,364 名
（100.0%）

6,039 名
（64.5%）

2,146 名
（22.9%）

309 名
（3.3%）

870 名
（9.3%）

※ 20 名以上の就職先。

大学院
（修士課程）

2,694 名
（100.0%）

1,798 名
（66.7%）

269 名
（10.0%）

259 名
（9.6%）

368 名
（13.7%）

※表はいずれも 2011 年 4 月 7 日現在のものです。

（名）
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R 研究・教育

A 学内活動

R e p o r t

U 学生・教職員専用の託児室を設置
子育てと学業・仕事の両立を

UNIVERSITY

今春、早稲田キャンパス近くに本学

のワークライフバランス

学生・教職員専用の託児室が設置され

のさらなる推 進を目指

ました。本学では、学生の多様化に対

し、
今回の託児室設置と

応した生涯学習機関の実現と社会貢

なったものです。

献のため、2003年に地域開放 型保育

この託 児 室は「一 時

所を開設。2007年からは東京都認証保

預かり専用」で、正課や

育所として運営し、高い評価を受けて

正課に準ずる活動の際

います。しかし、認証 保育所は「都民

に事前に予約をすれば、いつでも子ど

への開放」が要件で、学生・教職員へ

もを預けることができます。開室は前

の優遇措置が講じられないため、本学

期授業開始と同じ5月6日の予定です。

子どもたちを待つ託児室の様子
※利 用にあたっては、事 前の 利 用 登 録 が必 要
です。
※定 員に達した場合は、託児ができない場合が
ありますのでご了承ください。

A 「南極100年展」―大隈重信が支えた歴史的偉業
早稲田大学校友会設立125周年記念イベント

ACTIVITY

3月25日から5月21日まで、大 隈記念
タワーにて「南極100年展」が開催され

映像や模型を通して当時の様子を振り返る

ています。今から約100年前の1910（明
のぶ

治43）年冬、白瀬矗 隊長と隊員26名か

創設者大隈重信と学生などの厚い支
援がありました。

ら成る日本南極探検隊は、
わずか204ト

今回の展 示会では、白瀬と大 隈の

ンの南極探検船「開南丸」に乗り、東

功績を振り返るとともに、環 境フォト

京芝浦を出港。南極の厚い氷に阻まれ

ジャーナリスト・藤原幸一さんの作品を

一度は挫 折しながらも、1912年1月28

通して現在の南極の姿を紹介していま

日、南極に日章旗を掲げ、その地を大和

す。この度の震災の影響で、開催期間

雪原と命名しました。この偉業の陰に

が変更となりましたが、初催日からたく

は、同探検隊の後援会長を務めた本学

さんの方が足を運ばれています。

A 男子スキー部、インカレ45年ぶり3連覇
女子も準優勝と大健闘

ACTIVITY

2月18日から24日の1週間にわたり、
ア
ルペン、
クロスカントリー、
ジャンプ、
ノル
ディックコンバインドの4部門で争った
第84回全日本学生スキー選手権大会
で、
本学スキー部は45年ぶりとなる男子
1部総合3連覇を達成しました。立崎幹
人主将は「みんな本当に最後までよく
戦ってくれました。僕自身このチームで
一年間やってきたことを誇りに思いま

6

優勝胴上げの様子

＠早稲田スポーツ新聞会

す」と喜びを語りました。女子1部は激し

な期待を抱かせてくれました。倉田秀

ていないので、
インカレを次の試合につ

い首位争いの末、
惜しくも準優勝となり

道監督（あいおいニッセイ同和損害保

なげてしっかり最後まで戦いたい」と気

ましたが、来年の初優勝へ向けて大き

険より派遣）は「シーズンはまだ終わっ

を引き締めていました。

東日本大震災への本学の対応について
3月11日㈮に発生した東日本大震災について、被災された方々にお見舞い申し上げるとともに、
被災地域の安全の確保と一日も早い復興を衷心よりお祈りいたします。
詳しくは本学Webサイトをご覧ください。

▶ 東日本大震災への本学の対応について

http://www.waseda.jp/

当日の対応について
大地震発 生の当日は、帰宅が困難な

ンパスの一部を開放しました。約2,500

方のための一時待機施設として、早稲田

名を受け入れ、
非常食や水、
毛布など備蓄

キャンパスの大隈講堂および 西早稲田

品の配布や、
炊き出しなどを行いました。

キャンパスの63号館をはじめとしたキャ

大隈講堂でニュースを見る帰宅困難者

安否確認状況について
各箇所ごとに、新入生および在学生の

ころ（4月15日時点）
、死亡・行方不明者

が確認できるよう引き続き調査を進めて

安否確認の調査を進めており、現在のと

の報告は入っておりませんが、全員の無事

いきます。

調査中の一部の建物を除き、地震によ

に応じて若干の補修を行う建物はあるも

ありません。ごく一部の建物などで修繕の

る損傷で構造的に著しい被害を受けた建

のの、基本的に震災前の構造強度を維持

ために立入禁止の措置も講じています。

物はないことを確認しました。被害状況

しており従来通り使用することに支障は

施設の破損状況について

休学特例措置・入学時期の延期・学費減免措置・奨学金について
2011年度入学予定者のうち、
今回の災害

能となります。

さらに、
保証人または学費負担者の届出

などで被災され、
新学期からの本学での修

また、
今回の災害などにより保証人また

住所が災害救助法の適用地域（またはそ

学が困難となり、
入学直後の休学を希望す

は学費負担者の家屋の被災状況が甚大ま

の周辺地域）で、
家計が急変（支出が著し

る方に休学特例措置を設けました。また、
入

たは収入状況の変化が著しいと判明した

く増大もしくは収入が著しく減少）
した場合

学時期の延期を希望する場合は、
2011年9

場合は、
入学金、
学費などの減免も可能とし

は、
「日本学生支援機構 緊急・応急採用奨

月、
もしくは2012年4月に入学することが可

ました。

学金」
を申請することができます。

卒業式・大学院学位授与式の中止について
計画停電による交通機関の混乱により、

3月25日・26日には、
2010年 度 総 代 学

当日の出席に多大な支障があることが予想

位記および小野梓記念賞の授与が行われ

され、
また余震も続いている中で、
多数の卒

ました。鎌田総長は冒頭に「現在の日本も

業生および関係者が一堂に会することの

国家の存亡をかけた大きな危機に直面して

危険性などを考慮した結果、
3月25日・26日

います。皆さんは、
この困難な時代の牽引車

に記念会堂で予定していた2010年度卒業

として活躍してくれるものと確信しています」

式・大学院学位授与式は中止としました。

とはなむけの言葉を贈りました。

記念撮影をする卒業生

あわせて学部および大学院単位の卒業

また、
学部卒業生、
大学院学位受領者

式も中止しましたが、
学位記の授与は3月24

および芸術学校卒業生に向けて、
鎌田総

犠牲となった方々に思いを馳せ、
自らの命

日〜 27日の4日間で実施し、
当日はこれまで

長から、
「皆様には、
それぞれご両親から授

に感謝し、
世のため人のために精いっぱい

慣れ親しんだ校舎を背景に、
袴姿で友人や

かった大切な命が息づき、
早稲田精神の熱

の人生を送ってください」
と動画（YouTube

家族と記念撮影をする卒業生もいました。

い血潮がたぎっているはずです。
この災害の

上）
でメッセージが配信されました。
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入学式の中止について
余震の影響や計画停電による交通機

方、科学技術や社会システムのあり方な

される能力を、本学の優れた研究教育環

関の混乱もあることから、2011年度入学

どについて深く考察し、
進取の精神をもっ

境を活用して、十二分に涵養するよう努め

式をすべて中止としました。

て、地球社会の明るい未来を構築するた

てください」との新入生へのメッセージが

鎌田総長からは、
「早稲田大学建学の

めの歩みを牽引していく存在になること

本学Webサイト上より贈られました。

理念をかみしめて、自然と人との関わり

を強く期待しています。そのために必要と

2011年度大学暦の変更について
前号（早春号）
でお知らせした大学暦が一
業期間が13週間となりましたが、
オンライン

前期開始日
前期授業開始日
授業終了
夏季休業

の授業システムサービス「Course N@vi」の

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㈯

活用や補講の実施などにより、
当初予定して

9 月入学式

9 月 24 日㈯

部変更になりました。
これにともない、
前期授

前期

いた15週分の授業内容の確保を図ります。
※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
㈫を休業日とします。

後期

4 月 1 日㈮
5 月 6 日㈮
8 月 4 日㈭
8 月 5 日㈮ 〜 9 月 20 日㈫

後期開始日
後期授業開始日
創立記念日
冬季休業
授業終了
春季休業

9 月 21 日㈬
9 月 26 日㈪
10 月 21 日㈮ ※通常通り授業を実施
12 月 23 日㈮ 〜 2012 年 1 月 5 日㈭
2 月 4 日㈯
2 月 5 日㈰ 〜 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㈰、26 日㈪

本学では、被災地復興などに向けてさまざまな取り組みを行っていく予定です。一部をご紹介します。

被災地域の大学などに所属する学生・教職員への支援について
大学院法務研究科では、今回の震災に

学院大学法科大学院の新修了生（本年3

同地 域の学生・教職員に対して、館内資

よって大変な不便を余儀なくされ、新司法

月修了者）に同研究科の施設利用などの

料の閲覧・複写、電子ジャーナルやデータ

試験までの学習場所の確保に大きな困難

便宜を提供しています。

ベースの利用などのサービスを提供しまし

を抱えている東北大学法科大学院・東北

また中央図書館では、4月末までの間、

た。

被災復興に向けた研究プロジェクトについて
知的共同体である大学として、本学も

きか英知を結集し、具体的な行動を開始

ロジェクトの緊急募集を行い、今後できる

被災地の復興に向けて可能なことに全力

する必要があると考えています。すでに学

限りの復興にむけたサポートを行っていく

で取り組み、どのように社会に貢献すべ

内公募による短期および中長期の研究プ

予定です。

などの対策をできる限り実施しています。

「大地震対応マニュアル」
詳しくはこちらのWebサイトをご確認ください

学内での対策について
計画停電が実施されるなど電力需要が
切迫している状況の中で、本学としてもさ

また、学生向けに「大地震対応マニュア

らなる節電対策を積極的に実施すべく、
照

ル」を各学部・研究科事務所およびWebサ

明の部分消灯、空調設備の運転制限やエ

イト上でも配布するなどして、
注意を喚起し

レベーター、エスカレーターの間引き運転

ています。

http://www.waseda.jp/
cocampus/saf/inschool/
jishin.html
モバイル版はこちら▶

「東日本大震災復興支援室」設置について
4月8日、今回の震災の復興を支援する

学術院長のほか学内外の専門家を必要に

また、情報のワンストップサービスを目

ため、
「東日本大震災復興支援室」を設置

応じてメンバーに加え、大学の英知を結集

指し、大学Webサイトを通して、情報の一

しました。同支援室は、地震直後に設置し

した復興に向けての支援活動を行う予定

元化を図ります。

た災害対策本部の活動とは別に、理事や

です。

WAVOC震災復興支援ボランティアプロジェクト
復興支援を目的として、
4月11日・12日に
本学平山郁夫記念ボランティアセンター
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先遣隊を派遣

を確認し、
被災地域においてどのような活
動ができるのかを調査しました。

（WAVOC）がボランティア派遣先遣隊（教

今回の調査結果を踏まえ、
石巻市に限ら

職員4名・学生24名）を宮城県石巻市へ派

ず被災地域へのボランティアを希望する学

遣。
今どういった支援が求められているのか

生や教職員を継続して派遣していく予定で、

まずは4月中3回の派遣が決定しました。

WASEDA ONLINE
読売新聞のWebサイト上で、
早稲田大学

然災害とどう向き合っていくべきかについ

の情報を国際的に発信しているWASEDA

て執筆。第2回は柴山理工学術院教授に

ONLINE内の「OPINION」コーナーでは、
4

よる津波被害調査についてです。

月から東日本大震災の特集を行っています。
第1回は、
早田社会科学総合学術院教
授が、
都市設計や都市復興をテーマに、
自

http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/

今後も、原発問題、緊急時の政治等々
のテーマで連載の予定です。ぜひご一読く
ださい。

義援金について
本学および本学校友会は以下の通り、
義援金・救援金についての取り組みを行っています。ご賛同いただけるすべての方々からの
ご支援をお願い申し上げます。

被災した本学学生（新入生含む）への支援について
本支援金は、
被災学生の各種支援のために活用させていただきます。
「WASEDAサポーターズ倶楽部寄付金」を通じて受領いたし
ますので、
寄付金控除の対象となります。
❶「WASEDAサポーターズ倶楽部寄付


❷ク
 レジットカードによるお申し込みは

金」専用の振込用紙に必要事項をご

こちらのWebサイトより手続きを行っ

記入の上、
銀行または郵便局でお振

てください。

込みください。
※振 込 用紙の「稲門 会等名」欄に必ず
「被災学生支援」とご記入ください。
※お手元に振込用紙がない場合は、
本学
よりお送りいたします。
※
「
 WASEDAサポーターズ倶 楽部 寄付
金」専用の振込用紙をご使用いただき、
指定銀行の本支店間または、
郵便局か
らお振込みいただいた場合には、
振込手
数料がかかりません。

http://www.waseda.jp/kifu/
contribution/credit/credit_
supporters.html
※
 お
 申し込みフォームの 備 考 欄に必ず
「被災者支援」とご入力ください。

❸郵
 便振替（ゆうちょ銀行）
※
 ❶の
 「WASEDAサポーターズ倶楽部寄付
金」
専用の振込用紙を使用しない場合は、
各金融機関に備え付けの振込用紙をお使
いになり、
窓口からお振込みください。

記
 号番号：00180-0-263020
加
 入者名：WASEDAサポーターズ
倶楽部寄付金口
※払 込取扱票などの通信欄または余白
に必ず「被災学生支援」とご記入くだ
さい。

募集期間：
2011年3月24日㈭〜 7月31（日）
【問い合せ先】
早稲田大学総長室募金課
TEL：03-3202-8844

被災地域への義援金について
学内では、
主に本学学生・教職員を対象に以下の募金活動を実施し、
集められた義援金は日本赤十字社へお届けします。
❶ 銀行振込の場合

三
 井住友銀行 高田馬場支店
普
 通預金：4610962
※
 海外からの送金の場合のコード
 SMBCJPJT

加入者名：早稲田大学 東北地方
太平洋沖地震義援金
※三井住友銀行本支店、
三井住友銀行ATM、
一部のコンビニエンスストアATMからは振
込手数料が無料です。
※海 外からの送金は別途手数料がかかりま
すのでご注意ください。

募集期間：
2011年3月24日㈭〜 7月31（日）
【問い合せ先】
早稲田大学総務部総務課
TEL：03-3203-4333

早稲田大学校友会東日本大震災救援金について
早稲田大学校友会は本学の卒業生・教職員などで構成される同窓会で、会長は本学総長が兼任、事務局は本学総長室校友課
です。日頃、
校友の活動を通じ、
奨学金の充実などの母校・学生支援に取り組んでいます。
今回の震災では東北在住の多くの校友が被災しています。
救援金は被災校友および被災学生に半額ずつ活用させていただきます。

振込口座

❶ りそな銀行

早稲田支店
普
 通預金：1514134
早
 稲田大学校友会
❷ゆ
 うちょ銀行
記
 号番号：00140-2-569233
加
 入者名：早稲田大学校友会救援金

※振 込手数料は各自ご負担ください。海
外からも送金可能です。
※領収書は発行いたしません。また、
税制上
の優遇措置を受けることはできません。

募集期間：
2011年3月22日㈫〜
9月30日㈮（予定）

詳細はWebサイトをご参照ください。
http://www.waseda.jp/alumni/
20110311eq_relief.html

【問い合せ先】
早稲田大学校友会事務局
TEL：03-3202-8040

9

早稲田の 英語教
Special Report

行動する国際派知識人を育成する

これからの社会では、英語を手段として使い活躍する人材が求められます。
大学には、社会で活躍する人材の育成という重要な役割が求められます。
本学でも、さまざまな英語教育をすすめてきました。
社会における英語教育の重要性と、早稲田大学での取り組みを紹介します。

Part.1

鼎談

語学は道具
「議論できる英語」を目指す

大学の英語教育に
課せられた使命

―まず、早稲田大学が英語教育に力を
入れるようになった経緯をお聞かせくだ
さい。

「議論のできる英語」を目指して、十数年にわたって進められてきた本学の英
語教育改革。推進役を務めた中野先生と、教務部長の大野先生、学部生の英語力
を重視している深川先生に語っていただきました。

中野 1990年代半ば頃、早稲田の学生
の英語力が低いために一部上場企業への
就職の足かせになっているのではないか、
という話が出てきました。そこで、当時の
奥島孝康総長のもと、教務部長だった白
井克彦前総長が英語教育改革をスタート
し、
1997年から第一文学部で少人数の英
語教育の実験が開始されました。チュート
リアル・イングリッシュの原型です。ちょう
どその頃、
IT化も推進されていて、
インター
ネットを使って遠隔の学生とチャットをす
る実験も始まり、着々と成果を出していき
ました。また、
2000年12月には、
学部の枠
を超えた総合的かつ多様な教育を実現す
ることを目的としたオープン教育センター
が設置され、そこで提供される「General
Tutorial English」
（P14参照）が多くの学
部で必修になっていきました。さらに、
その
第二段階として用意されたのが、
「CrossCultural Distance Learning」
（CCDL）
です。アジアの名門大学を中心とする海
外協定校と、インターネットを通してプレ

深川由起子

大野髙裕

中野美知子

ゼンやディスカッションなど学生同士が

広報室長

教務部長

遠隔教育センター所長

直接議論をする共同授業です。

（政治経済学術院教授）
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（理工学術院教授）

（教育・総合科学学術院教授）

2000年に発足した「21世紀の教育研

育
究グランドデザイン策定委員会」の英語

作られたものです。期末試験問題も共通

教育ワーキンググループでは、各学部の

化し、学生の成長度合いが目に見えるよ

英語教育の実態を明らかにした上で、今

うになりました。1 〜 2年生の基礎コース

後、どんな英語教育が必要か話し合われ

に加えて、3 〜 4年生のアドバンストコー

ました。そこで出た方針が「英語で議論

ス、マスター、ドクター向けのクラスも用

のできる英語教育」です。読み書きだけで

意されています。教育の基盤は整ったの

なく、聞いて話せるようになることを重視

で、あとはニーズに応じて、クラスを増や

しました。

していきたいと考えています。

こうした改革は、組織を動かす立場に

深川

社会科学系の学生にとっての英

ある人が肝入りで取り組まないと成功し

語は、理 系とも人 文 系とも違う特 殊な

ませんし、持続しません。大学をあげて組

ニーズがあります。理系は、研究発表をす

織的に取り組んだことが、早稲田の英語

る時に、数字やデータが内容を語ってく

教育改革を成功に導いた理由だと思い

れます。しかし、社会科学の研究内容は、

ます。今後さらに教育の質を向上するた

数字だけでも説明できないし、論理的に

め、説得力のあるデータを示しながら、教

一般化して語ることが求められます。しか

育の仕組みをブラッシュアップしていきた

も、
文学系や教育系の学生のように、
もと

いと考えています。

もと語学に関心があるわけでもない。そ

大野

15年前を振り返ると、理工学部の

う考えると、社会科学系の学生は英語を

学生でも英文学の教材で英語を学んで

学ぶことにおいて、ある意味、最も不利な

いました。英語は身に付けて使うものとい

ポジションにいるのではないでしょうか。

会社も増えています。早めに英語教育を

うより、必修だからやるというような位置

しかし、卒業後、ビジネスマンとして活躍

強化しておいてよかったです。この十数年

付けでした。しかし、英語教育ワーキング

する時には、早稲田の英語教育が目指す

間の努力がやっと身を結ぶところまで来

グループが発足した頃から、理工学部で

「議論できる英語」に最もニーズがある分

も「英語は目的ではなく、道具だ」という

野だと思います。

PROFILE
おおの・たかひろ
早稲田大学理工学部卒業、同大学院理工学研
究科博士課程修了。工学博士。同学部専任講師、
助教授を経て、1995 年教授。2007 年 12 月
国際部長、2010 年 11 月より教務部長。

ていると思います。

緊張なく話せる
実践的な少人数のレッスン

ことに気付き、研究や論文を書くために

私は早稲田に来て6年になりますが、
来

必要だという認識になっていきました。今

る前に抱いていた早稲田の英語水準から

となっては当たり前のことですが、当時は

すると、非常に高いレベルになっていると

「英語は道具だ」と言うと、
「英語に対する

思います。今の学生たちは、英語はできて

― 早 稲 田の 英 語 教 育の 基 盤となる

冒涜だ」と言われかねない雰囲気があり

プラスではなく、できないとマイナスとい

「General Tutorial English」の特長は何

ました。
現在の3理工学部の英語カリキュ

うグローバル化した時代を生きていかな

ラムは、理工系出身で言語学などを専門

ければなりません。最近、楽天やファース

とするネイティブの先生が中心になって

トリテイリングなど、英語を公用語にする

でしょうか。
中野

私が教育学部に来たときは、英語
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英文学科の英作文の授業で、多いと70
名、英会話の授業が40名などという状態
だったので、授業で発表する際は、公衆の
面前で演説するのと同じ状態でした。そ
れでは日常会話の練習にならないので、
「General Tutorial English」では4名とい
う少人数にこだわりました。高校までの
受け身的な単語力と文法力を「General
Tutorial English」で何回も練習し、半年
で定着させることを目指します。上級クラ
スになると、普通の教科書には出てこな
いイディオムも出てきますし、数式やグラ
フを英語で説明できるようになります。
深川

社会に出て人の上に立つようにな

れば、大勢の前で話すこともあるかもし
れませんが、とりあえずは営業担当者とし

シニアチューターが授業を評 価。
P14参

て、目の前のお客様を説得することが求

照）があり、一定のレベルを維持していま

められます。そう考えると、少人数で英語

す。早稲田は都心にあって通いやすいで

を話す授業は、非常に意味があると思い

すし、学生の質が高く、教え甲斐があるの

中野

ますね。

で、
チューターの側からも人気があります。

流していると、まだまだ努力が必要だと思

中野

深川

います。

チューターのティーチング能力に

私 の ゼミでは、TOEIC800点 以

留学しなくても
外国人の友人ができる
ただ、韓国や中国の有名大学と交

も自信があります。半 期に一回、オブザ

上をゼミに入る条件の一つとしているの

深川

ベーション（授業風景をビデオ撮影し、

ですが、たまに例外の学生を採るんです

大きいので、英語ができなくても、自国語

ね。その学生は最初480点だったのです

ができれば仕事ができました。しかし、最

が、チュートリアル・イングリッシュだけで

近ではグローバル化が急速に進んでいる

850点に伸びました。周りの環境に触発

ので、少なくともエリート層は英語が必要

されたのも大きかったと思います。

になっています。とは言っても、母数が多

中野

全学的な基盤教育の上に、学部で

いので、英語ができるのは一部のエリート

も深川先生のような方針のもとで育てら

だけだと思います。韓国は、通貨危機以

れると一段と伸びますね。

後、急速に英語熱が高まっていますが、大

深川

学が面倒を見るというよりは、個人の努

PROFILE
ふかがわ・ゆきこ
早稲田大学卒業後、
日本貿易振興会（JETRO）
、
日本長期信用銀行総合研究所、青山学院大学
助教授、東京大学教授を経て 2006 年 4 月よ
り現職。イェール大学大学院修士課程修了、早
稲田大学大学院商学研究科博士課程単位取得
満期退学。2008 年 4 月より広報室長。
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やはりモチベーションを上げるこ

中国は日本と同じで国内市場が

とが大切だと思います。

力によるもののようです。留学も個人負

大野

テキストもすべて独自開発してい

担がほとんどです。この犠牲もかなり大

ますし、早稲田の英語教育は№1だと胸

きいので、それほどプラスばかりともいえ

を張って言えるのではないでしょうか。

ないと思います。

中野

受験雑誌にも英語を勉強できる

中野 韓国の大学では留学を推奨してい

大学の中に、上智やICUと並んで早稲田

ますが、早稲田の場合、高い費用を払って

が選ばれていますし、
かつてマスプロ教育

留学しなくても、キャンパスにいながらに

と揶揄されていた早稲田が、今では英語

して1年間の語学留学くらいの英語に触

に限らず、意外に面倒見の良い大学だと

れることができます。

言われています。十数年でここまでこられ

大野

たのは、組織一丸となって改革に取り組

化しているのも早稲田の強みですね。

んだからですね。

深川

留学生が多く、キャンパスが国際
留学しなくても外国人の友人を

Special Report

行動する
国際派知識人を
育成する

作ることができますね。英語に自信がつ

の有名大学では、
知的な演説ができて、
知

くと、国際的なボランティアや留学生サ

的な文章が書けるようになるための訓練

ポートに目覚める学生も多いようです。

をしています。日本ではディベートの先生

早稲田の英語教育

が少し教えているだけで、
体系的に教えて

身に付けるのは、
国際的な
コミュニケーションスキル

いるところはありません。日本人は奥ゆか

―では、英 語 教 育に関する今後 の課

は、
威勢のよい人の前ではうまく発言でき

題、展望について、それぞれお考えのこと

なくて、悔しい思いをすることがあります。

をお聞かせください。

そこで、英語教育を通して自分を主張でき

しい国民性から、
議論になると腰が引けて
しまうところがあります。私も国際学会で

るような発言の習慣を身に付けられない
大野

国際教養学部はすべて英語で授

だろうかと考えているところです。

業していますし、政治経済学部と3理工

たまに、自分の英語を聞かせるために

学部でも文部科学省の国際化拠点整備

得意気に発言していて中身がない人もい

事 業（グローバル30）の一環として、英

ますが、そういうのは困りますね。発音に

語で単位がとれるクラスが用意され、秋

こだわって中身のない英語を話しても仕

には社会科学部でもクラスがスタートし

方ありません。頭のキャパシティは決まっ

ます。これは逆に言えば、日本人の学生も

ているのですから、発 音は諦めて、メッ

英語で学ぶチャンスがあるということで

セージ性を重視したほうがいいでしょう。

す。将来的には、日本人の学生も英語で

深川

ちょっと下手なくらいでいいんで

で、フランス語で学ぶしかありません。日

授業を受けたり、話したり、書いたりする

すよ。英語は上手でも自分の国の歴史に

本は大学院で学ぶようなことも大抵のこ

のが当たり前になっていけばいいと思い

無 知だったり、アイデンティティーがな

とは日本語に訳されています。しかし、研

ます。理想を言えば、同じ授業を英語でも

かったりするのはおかしいですね。これか

究者は国内だけで通用する学問をしてい

日本語でも受けることができればいいで

らは、英語はできて当たり前。先日、ある

ても仕方ないので、英語で論文を書き、英

すね。

学生から、自分は留学することにしたが、

語で交流する必要があります。ビジネスマ

そのために、教員採用の際に英語がで

アメリカと中国のどちらがいいか質問さ

ンも技術者も、グローバル化した時代の

きる人を意識的に採るようにお願いして

れました。学生も限られた時間と費用を

進歩についていくためには、常に勉強し

いますし、もともとおられる先生に対する

どう注ぎ込んでいくのか悩んでいます。一

続けなければなりません。

サポート体制も整備してきました。
9割方

番避けなければならないのは、英語も中

深川

はできるけど、
1割自信がないから英語で

国語も中途半端になることです。やはり、

英語も完璧ではありませんが、彼らは平

授業をしないという先生が多い。そういっ

英語をある程度まで伸ばすことが先決だ

然と話しています。ですから、完璧な発音、

た先生のレベルを上げて戦力にするプ

と思いますね。当然、中国史や東洋史を

文法でなくても通じればいいのだと思い

ログラムにより、毎年14 〜 15名が米国

やる人は、中国語ができたほうがいいで

ます。コミュニケーション力と言葉のうま

研修に参加し、英語力だけでなく、教育メ

すが、その分野でさえ学会発表は英語で

さは別のものです。必要なのは、グローバ

ソッドも学んで、ティーチング力を高めて

行われたりします。ただ、高校までで英語

ルなコミュニケーションスキル。そのため

います。

がトラウマになっている人は、中国語を身

の手段が英語だと考えればいいのではな

中野

に付けて自信を付けるという方法もある

いでしょうか。

「General Tutorial English」のほかに、

かもしれません。

中野

「 D i s c u s s i o n Tu t o ri a l E n g li s h」、

中野

日本は明治時代から、海外から取

界で通用するコミュニケーションスキルで

「Business Tutorial English」など、
いず

り入れた難しいコンセプトを日本語に訳

す。アメリカ人でもコミュニケーションスキ

れも4 〜 6名の少人数クラスが用意され

して、日本語で学べるように国が努力して

ルがない人は、
そのための研修を受けてい

ています。さらに開発を進めているのが、

きました。アフリカの国々では、専門性が

ます。学生たちには世界中の人とコミュニ

高いものは母国語に翻訳されていないの

ケーションを楽しんでもらいたいですね。

現在、オープン教育センターでは、

「Critical Reading & Writing」です。米国

PROFILE
なかの・みちこ
津田塾大学学芸学部卒業、同大学院修士課程、
エジンバラ大学大学院修士課程・博士課程修了。
応用言語学博士。スタンフォード大学言語情
報研究所研究員、愛知大学教授を経て、1990
年 早 稲田大 学助 教 授、1992 年 教 授。2002
年より遠隔教育センター所長。

フランス人やドイツ人が話している

そうですね。一番大切なのは、世
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Part.2

英語教育紹介

国際人を育成するWASEDAメソッド
本学で行っている、さまざまな英語教育の取り組みを紹介します。

1
実践に強い英語力を身に付ける3段階のプログラム
高校までの勉強とは異なり、大学にお

は「WASEDA式アカデミックリテラシー

ミュニケーション可能な英語力」を身に付

いて学問の扉を開くのに必要な基礎学力

1万人シリーズ」を開講しています。この基

けるために、
学生の英語力に合わせた3段

を高めるために、オープン教育センターで

礎学力の一つ「グローバル社会の中でコ

階のプログラムを展開しています。

STEP 1

英語を学ぶ

Tutorial Englishで英語の基礎力をつける
Tutorial Englishは、チューター 1名

スピーカーが担当しています。授業の

に学生4名という少人数で行うグルー

フォローは専用サイト「Tutorial Site」

プレッスンで、英語を「話す」
「聞く」力

で行われます。授業後、サイトを通し学

を身に付けるものです。Web上で行う

生一人ひとりに対してチューターから

本学独自の英語コミュニケーション能

Can-Do評 価やアドバイス、復習課題

力判定テスト「WeTEC」の結果をもと

が出され、学生はそれをもとに授業を

に、
レベル別に細かくクラス分けするこ

振り返ります。このようなきめ細やかな

とで、
学生は気兼ねなくレッスンを受け

サポートにより、英語の基礎力を向上

ることができます。チューターは国際

させています。

経験の豊富な日本人またはネイティブ

Tutor’s Voice

チューターの質がカギ
Turotial Englishでは、年間受講生延
べ8,100名 に 対 して、125名 の チュー
ターが指 導しています。どのクラスに
なっても学生が満足できるよう、シニア
チューターと呼ばれる8名のベテラン
講師が、採用、トレーニング、オブザベー
ション（検証）を通してチューターの質
の管理を行っています。
採用の際は、
面接やデモレッスンによ
り7名の面接官が経験や知識、人柄を
見極めます。採用後は2日間トレーニン
グをした後、オブザベーションを行いま
す。
授業風景を撮影し、
シニアチューター
が授業を評価。チューターはその評価と
自身の授業を照らし合わせ、改善につな
げます。2年目以降のチューターに対し

ても半期に一度オブザベーションを行っ
ており、質の向上、より良い授業づくり
を常に目指しています。
南アフリカ、アイルランド、オランダ、
シンガポール、フィリピン
各1名（0.8%）

イギリス

36名（28.8%）

ニュージーランド
2 名（1.6%）

2011年度
チューター
国別内訳
計125名
アメリカ

カナダ、
オーストラリア
各14 名（11.2%）

30名（24.0%）

I have worked in the Tutorial English
program since 2004. I think it is one of
the best programs to improve English
communication. Doing homework
or communicating in class, prepares
students to use English. Students get to
know each other and share experiences
in class. They improve their English and
make new friends. I see former students
and they say they are still friends with
classmates even after
Tutorial English. I think that
is an extra benefit of the
program.

日本

24 名（19.2%）

Senior Tutor

Scott Cavanaughさん
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早稲田の英語教育

英語を使う

Cross-Cultural Distance Learning（CCDL）で
英語と異文化に親しむ
Cross-Cultural Distance Learning

を通して、英語能力だけでなく異文化

は、Tutorial English中 級 以 上 の 学

に対する理解や適応力を深めること

生を対 象としたプログラム。Tutorial

ができます。

Englishで身に付けた英語力をさらに

予習・復習はCourse N@vi（本学独

伸ばし、英語を使って対話する力や異

自の授業支援システム。P20参照）を

文化理解を深めることを目的としてい

使って行われています。

ます。PCチャットやTV会議システムな
どのネットワーク環境を利用し、早大
生と海外の交流大学の学生がディス
カッションを行います。テーマ別に3つ
のコースに分かれています。
英語を母国語としていない台湾・韓
国・中国の学生たちとの間で、英語で
自分の考えを正確に伝えあい、相手の
意見を理解しようとする実践的な授業

STEP 3

英語で専門分野を学ぶ

グローバルな科目群で、
英語をより実践的に使う
3ステップの最終段階では、
Tutorial

などを使って海外の交流大学の学生と

EnglishやCross-Cultural Distance

発表や討論を行う授業、英語で行われ

Learningで身に付けた英語力とコミュ

る専門科目や、短期・長期の留学プロ

ニケーション力を使って専門分野を学

グラムや海外での実習科目などがあり、

びます。
PCチャットやTV会議システム

学びのフィールドを海外に広げます。

グローバルな科目群の一例
「World Englishes and Miscommunications（基礎）
（応用）」
オープン教育センター
「持続可能なスタイル論」
「持続可能な社会と市民の役割」
提供科目の一部
「海外フィールドスタディ（タイ環境実習）」
「ケンブリッジ大学/オックスフォード大学 英語・文化研修」
「カリフォルニア大学ロサンゼルス校
留学センター
提供プログラムの一部 エクステンション英語研修」
「ブリティッシュコロンビア大学 英語・文化研究」
「International Relations of Post-War Japan」
学部等提供
オープン科目の一部

「Sociocultural Studies」
「Area and Cultural Studies（North America）」
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学生の声

Tutorial English をはじめとする英語クラスを受講した学生からのコメントを紹介します。

英語は広い世界で多くの物事を吸収するための道具
教育学部3年
受

講

吉田みず季さん

科

目：
「General Tutorial English（中級）」
（2010年度前期）
「Discussion Tutorial English（中級）」
（2010年度後期）
WeTEC受検結果：648点（2010年4月時点）→747点（2011年1月時点）

「留学したい！」という夢の第一歩

なので、受け身になることがなく、積

として、
1年生の春 休みにロサンゼル

極的に参加できるところが魅力です。

らしい環境が整っていると思います。
私にとって英語は、
より広い世界に

スへ語学 研 修に行きましたが、準備

「Discussion Tutorial English」は、
さ

出て行き、
より多くの物事を吸収する

不足で他国の留学生とうまくコミュ

まざまな社会問題についてグループで

ための道具です。さまざまな国の人々

ニケーションできませんでした。
「英語

話し合うクラス。自分の考えを何とか

と意見を交わし、
他国を自分の足で訪

で積極的に会話できるようになりた

して英語で表現しようと努力するうち

ね、
自分の目で見たいと思っています。

い！」
と思いが募って、
帰国後「Tutorial

に、
英語で話すことに自信がつきまし

英語を学ぶことで、
物事をもっと多角

English」を 受 講しました。
「General

た。早稲田大学は、
英語を学びたいと

的に考えられるようになって、
生き方の

Tutorial English」は少人数制の授業

いう意欲を満たすことのできる、
素晴

幅を広げていきたいと思います。

英語で日本の良さを伝えられる人になりたい！
文化構想学部2年

広瀬奈央さん

受講科目：
「General Tutorial English（上級）」
（2010年度前期）
「Cross-Cultural Distance Learning（Social and Global Issues）」
（2010年度後期）
「Discussion Tutorial English（上級）」
（2010年度後期）

私はアメリカからの帰国生のため、

の学生とも深く関わっていけると感じ

日本語で表現するのと、
英語で表現す

ました。早稲田大学の英語教育は非

るのとではまた違ってくるものがあり

で他国の学生と深い内容の話をした

常に充実していると思います。ただし、

ます。その表現を自分なりに工夫し、
分

いと考え、
「Cross-Cultural Distance

自分から進んで英語の授業を選択し、

かりやすく説明できるようになりたい

Learning」
（CCDL）を受講しました。

学ぶという姿勢が重要です。

と思います。

英語は十分に学んできましたが、
英語

CCDLの魅力は、英語を学ぶ意欲が

私は、
英語で日本のことを説明でき

高い学生と勉強できることです。同じ

るようになりたいと考えています。これ

意識を持った日本人だけでなく、
他国

は英語だけの問題ではありませんが、

早大生の英語コミュニケーション能力判定テスト「WeTEC」
「WeT E C」（We b - b a s e d Te st fo r
English Communication）は、早大生向け
に開発されたインターネットを利用した選
択式の英語コミュニケーション能力判定
テストです。解答の正誤によって問題の構
成を変化させていく順応型のシステムのた
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め、
より正確に学生の英語能力を判定する
ことができます。
「General Tutorial English」の受講生は
クラス分けのための事前測定、成果を測る
ための事後測定と合計2回の受検が必須
です。
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2
専門分野を学ぶための手段としての英語
本学では、英語を手段として専門分野を学ぶために、さまざまな手法で授業に英語を取り入れています。
英語を取り入れるにあたり、どのような工夫をしているか、3つの視点からご紹介します。

国際教養学部

国際理解を促し
世界で活躍できる人材を育成
池島大策

国際学術院教授

授業科目：
「Intermediate Seminar」「International Law」
「Seminar on International Relations」

英語を話すことです。また、英語の授
業とはいえ、
ここは日本ですから、
学生
たちには、
日本の文化や伝統、
儀礼、
行
動様式、
発想などを尊重して行動する
ことを求めています。例えば授業中の

国際機関や世界企業で活躍できる

業は英語で一貫し、
一切の例外はあり

飲食禁止や脱帽など、
諸外国との違い

人材を育成する国際教養学部では、

ません。学生も英語で授業をすること

を理解することが国際理解だと力説

ほぼすべての授業を英語で行っていま

が分かっているので、
特に日本語での

しています。

す。英語で授業をするにあたっては、
学

授業を望んでいないようですね。しか

国際的に活躍できる人材を育成する

生が授業を理解しやすいよう、
事前に

し、
教室外で日本語で質問された場合

ためには、
将来活躍する場所や場面を

よく準備し、
配布用資料の作成にも時

は、
丁寧に接するようにしています。

学生に意識させることが大切だと考え

間をかけて工夫してきました。日本語

英語で授業をする際に心掛けてい

を母国語とするか否かに関わらず、
授

ることは、
誰が聞いても分かりやすい

ています。そのため授業では、
具体的な
TPOを織り交ぜるようにしています。

社会科学部

英語を日常化させることで
国際語としての必要性を意識喚起
山田 満

社会科学総合学術院教授

授業科目：
「ゼミナールⅠ〜Ⅲ（国際協力と平和構築）」

今秋から社会科学部にも国際化拠

るともいいます。個人差はあるものの、

で行うためには、
その必然性を学生が

点整備事業（グローバル30）が導入さ

徐々に英文テキストや英文レポートに

理解し、
留学生が混じっているなどの

れますし、
ゼミの内容からも英語が必

慣れてきていると思いますし、
将来の

明確な理由が必要かもしれません。

須だったため、
2009年より英語を日常

展望ができ、
意識が高まったゼミ生も

化してきました。

います。

2年生対象のゼミⅠでは、
英語のテ

ただ、
すべて英語で授業すると、
英語

今後も英語文献の読解を促し、
ス
ピーキング、
リスニングの機会を増やし
ていきたいですし、
海外実習などで英

キストを利用して国際関係論の基礎

力の差で専門知識の修得にも格差が

語学習へのインセンティブを持たせた

的知識を学習し、
毎回英語でプレゼン

出るため、
前半は英語によるプレゼン、

いと考えています。また、
OBやOGで、

をします。何に重点をおいてプレゼン

後半は日本語で専門知識の整理と議

ジャーナリズム、
NPO、
国際機関などで

を進めるべきか、
キーワードはテキスト

論をしています。

日常的に英語を利用して活躍している

に載っているので最低限テキストの担

学生からは、
日本語で議論した方が、

ゲストを授業に招き、
国際語である英

当箇所の要約でも可能ですが、
実際の

理解が深まり知識も集積されるという

語の必要性への意識を喚起したいと

プレゼン発表には予習に10時間かか

意見も出ています。プレゼンなどを英語

思っています。
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先進理工学部

日本語と英語のバイリンガル授業で
国際的に活躍できるエンジニアを育成
岩本伸一

理工学術院教授

大学院の授業科目：
「電力システム理論」
学 部 の 授 業 科 目：
「数理計画法」
「電力回路」
「電力システム工学」

日本の学生は優秀ですが、英語で

で復習しています。国際的に活躍した

きく変わります。その姿を見るのがう

のコミュニケーション力が足りないと

い学生やバイリンガル授業に興味が

れしいですね。

感じていました。また、理系の人間が

ある学生など、多くの学生が受講して

海外で仕事をするためには、少なくと

います。

のは、例えばReactive Powerという

も専門 用語だけは日本 語と英 語で

私の研究室では、国際的に活躍で

知っておく必要があります。そこで約

きる大学院生の育成に力を注いでい

効電力という言葉が分からなければ、

30年前に着任して以来、大学院の授

ます。ゼミはバイリンガルで実施し、

日本で仕事ができないからです。です

業を英語で行ってきました。さらに4

大学院生には必ず一度は海外の学会

から、日本語だけでなく英語でも仕事

年前からは学部と大学院で日本語と

で発 表する機会を設けています。今

ができるということに価値を置いてい

英語のバイリンガル授業を始めてい

春卒業した大学院生7名は全員が、ア

ます。今後も積極的にバイリンガル授

ます。授業では書画装置を使い、日本

メリカの学会とシンガポールの学会

業を行い、
国際的に活躍できるエンジ

語と英語を同時にスクリーンに映し

で発表しました。
海外の学会から帰っ

ニアを育成していきたいと思います。

ながら進め、次の授業では、英語だけ

てくると、皆、人生観や国際感覚が大

理工学術院英語教育センター

理系学生に必須の
実践的な英語教育

理工系の分野では、英語が世界共通語に
かわらずメールやレポート・論文執筆、プレゼ
ンテーションなど、日常に英語を使う必要が
あります。そこで2004年に理工学術院英語
教育センターを設置しました。実践的な英語
教育を行い、国際レベルの研究者・技術者の
育成を目指しています。

単語を知っていても、日本語訳の無

理工学術院英語教育センターの英語科目一例
科目名

主なねらい

Academic Lecture
Comprehension 1, 2

◦英語による10 〜 20分程度の講義が理解できる。
◦講義の要点を効果的にノートに取れる。
◦講義内容について簡単な質疑応答ができる。
◦講義内容についての解説記事が読みこなせる。

Technical Writing 1, 2

◦理工系英語の特性を知る。
◦論文の構成を知り、各部分の書き方を学ぶ。
◦表やグラフが効果的に使える。
◦理工系英語にふさわしい文体で論文が書ける。

なっています。そのため、技術者、研究者にか
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私がバイリンガル教育にこだわる

◦プレゼンテーションの構成やスタイルを知る。
◦英語の原稿と資料が作成できる。
Technical Presentation ◦プレゼンテーションソフトを効果的に使って明瞭
な英語で発表できる。
◦聴衆からの質問に適切に答えられる。

Part.3
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企業に聞く 英語力の重要性
グローバル化の進展にあたって企業でも従業員の英語力を重視するようになりました。
昨年、総合職の全行員に TOEIC800 点以上を目指すように求めた三井住友銀行人事部の
髙橋さんに、ビジネスにおける英語の必要性についてお聞きしました。

英語力が情報格差を生む
―昨年末、行員の皆さんの英語力につ
いて、TOEIC800点という指針を出され
た背景をお聞かせください。
最近では、グローバル化の進展が本格
化しており、仕事をするうえでも英語がで
きないと困る場面が従来以上に多くなっ
てきています。国内支店であっても、海外

三井住友銀行
人事部上席推進役

髙橋克周さん

PROFILE
たかはし・かつのり
1989 年入行。国内支店勤務、
総務・
企画等の各部署を経て、2008 年
7 月より人事部。人事制度の企画
等を担当した後、グローバル人事
ワーキンググループを立ち上げ。

進出をする中小企業のお客様をサポート
するために英語が必要になるなど、今や、
すべての行員に英語力が求められる時代
になってきています。
また、英語力は情報格差にも直結しま

いくと思います。

日本語の情報に比べ、量も質もスピード

英語はビジネスパーソンの
標準装備

も圧倒的に優位です。日頃から膨大な世

― 学生に向けたメッセージをお願いし

が、英語を含めた語学力が強力な武器に

界の情報に触れることが仕事の幅を広げ

ます。

なっていくでしょう。当行でも、内定者に

す。インターネットを含めた英語情報は、

人事採用において人柄やポテンシャル
が重視されるのは変わらないと思います

ますし、ひいてはお客様への価値ある提

ビジネスにおいて仕事力が第一という

対して入社までに英語を勉強しておくこと

案につながるのです。英語力強化の方針

ことは当然ですが、英語力が今まで以上

を強くお願いしています。早稲田大学の

を打ち出し、TOEIC800点を具体的な目

に強みになっていくことは間違いありま

英語教育は非常に手厚く、ここで学ぶ学

標値に設定したのはこのような背景から

せん。大学生の皆さんは、大学受験時の

生の皆さんは大変恵まれていると思いま

です。全体のレベルを上げるために適当

レベルを維持し、ブラッシュアップし続け

す。ぜひ、この恵まれた環境を生かして早

な水準だと考えています。

ることが大切だと思います。パソコンスキ

い段階から英語に取り組み、頼もしいグ

ルがそうであったように、近い将来、英語

ローバル・ビジネスパーソンになってくだ

はビジネスパーソンの標準装備になって

さい。

―レベルアップのために、どのような
フォロー体制を敷いていますか。
まずは正しい「英語の勉強方法」を身
に付ける必要があると思い、
昨年末に方針
を打ち出してから、
東京と大阪で3回ずつ、

企業の英語力強化の動き
英語力強化に取り組んでいる企業の一例です。

楽天

NEC

2012年度までに社内の公用語を英語に。段
階的に社内のコミュニケーションを英語化。

入社2年目の社員（40名）を最低1年間海外
に派遣する「新人海外研修制度」を実施。

受検できるようにしています。実践的な英

ファーストリテイリング

クボタ

会話については、
英会話学校への派遣を

2012年から社内の会議やメールなどでのコ
ミュニケーションを英語で行う予定。社員向
け英語教育プログラムを実施するなど、社内
英語公用化に向けての準備を進めている。

新入社員全員が約1カ月間の語 学留学（米
国、中国、タイ）に行く語学研修制度がある。

外部講師による英語の勉強方法セミナー
を開催しました。また行員が自ら英語力を
チェックできるよう、年2回TOEICを社内

行っています。本店に英会話学校を設置し
たほか、
営業店では外部の英会話学校に
通学できる体制をとっています。さらに今
夏からは、
若い行員を対象に4カ月程度の
短期語学留学制度を始める予定です。

日産自動車

武田薬品工業
TOEIC730点以上を新卒の採用条件に
（国内営業や工場勤務は除く）。

経営会議は英語、社内資料も英語を併記。
※各社Webサイトおよび刊行物を参照
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「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。

スポーツ科学学術院

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、
Course N@viを授業に活用しているスポーツ科学学術院
の吉永先生にお伺いしました。
※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

吉永武史准教授

何度もリピートできる
オンデマンド授業

業を早い段階から取り入れてきました。海

生の能力を向上させる可能性があると考え

外遠征中でもパソコンがあれば、
授業に参

ています。

本 学 に 着 任した2006年 以 来、
Course

加し、
教員とのコミュニケーションを図るこ

また、
オープン教育センターに設置した
「スポーツボランティア」
という科目では、
ディ

N@viを活用しています。
当初は、
出欠管理や

ともできます。現在、
すべてネット上で授業を

課題レポートの受け取りなど、
授業のマネジ

行うフルオンデマンド型は7科目、
教室での

スカッション（BBS）機能を活用しました。

メントに役立てることから始めました。出欠

講義を併用するハイブリッド型は12科目あ

この授業は、
受講生が新宿区内の4つの小

管理を例にとると、
従来は、
出席票を1枚ず

ります。

をサポートするというものです。実習時に

に転記していました。これだと、
時間と労力

の反応はさまざまで、
たとえ大教室であっ

は、
現地集合・現地解散だったため、
私を含

が軽視できるものではありませんが、
Course

ても、
直接対面で授業を受ける方が良いと

め受講生全員が一堂に会して話をすること

N@viを使えば、
出席コードが印字された

いう声がある一方で、
「スポーツ科学概論」

ができません。そこで、
BBSへのコメントで

カードを配布し、
授業中に伝えたキーワード

という1年生全員必修のフルオンデマンド

出席を確認することにして、
活動の様子や

などを学生本人が入力すれば、
出席情報を

授業は、
2年進級時のコース選択の参考に

課題を書き込んでもらったところ、
受講生

登録することができるので、
教員の負担が劇

なって良いという声も多く聞きます。

同士の活発な情報交換が行われ、
充実し

的に減ります。こうした授業のマネジメントの
効率化は、
授業の準備や研究活動に必要な
時間を確保する上でも重要です。

ハイブリッド型で
リフレクション能力を向上

さら に 現 在 で は、
Course N@viのレ

私は主に教師教育を担当しています。保

ビューシート機能（学生が教員に授業の

健体育の教師を目指す学生たちは、
4年次

たボランティア活動を展開することに成功
しました。

Course N@vi活用の進化で
学習環境のさらなる改善へ

感想や質問を送ることができる）や、
ディ

に約3週間の教育実習を行います。実習で

私が授業で心掛けていることは、学生

スカッション 機 能（BBS（電 子 掲 示 板、

は、
授業を観察し、
自ら授業することを通し

一人ひとりの内発を促すために、
問題意識

Bulletin Board Systemの略）上で、学生・

て、
リフレクション（省察）能力を高めます。

を持って考えさせるということです。講義

教員が意見交換を行える）を活用して、
教

しかし、約3週間という限られた時間だけ

でも、
その場で考える時間を提供したり、

育効果の向上を図っています。国際大会で

では不十分です。そこで私の授業では、
教

グループでディスカッションをしたりしなが

活躍するアスリートを多く抱えるスポーツ科

室で体育授業を観察評価する方法をレク

ら、
問題解決力とコミュニケーション力の向

学学術院では、
インターネットを利用した授

チャーした上で、
各学生が行う模擬授業を

上を図っています。最近は、
人とのコミュニ

撮影したビデオをCourse N@viにアップ

ケーションに自信を持てない学生が少なく

し、
自宅や構内のPCで視聴できるようにし

ありません。レビューシートやBBSなどの機

ています。各自が模擬授業の分析を行い、

能を活用して学生の声の受け皿を用意し、

その成果と課題を考察した上で、授業で

こちらからも積極的に関わっていくことが

ディスカッションを行い、
リフレクション能

必要です。

力を高めます。こうした直接的な教室での
▲授業の様子

今後もCourse N@viの活用をさらに進

学習とオンデマンドを組み合わせたハイブ

化させながら、
学習環境をより改善していき

リッド型の授業は、
内容をより豊かにし、
学

たいと考えています。

Course N@vi（コースナビ）
Course N@viは、
教育効果を高める支援機能満載の早稲田
オリジナルシステムで、
2007年度より全学に導入されています。
主な機能に、
◦教員から受講生への「お知らせ」メールの送信
◦授業で利用する資料のアップロード
◦教員や受講生同士の意見交換（電子掲示板）
◦小テストやアンケート
▲「
 スポーツボランティア」
◦レポート受付 などがあります。
Course N@viのBBS画面
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学校を訪問して、
子どもたちの放課後遊び

フルオンデマンド授業に対する学生たち

つ配布し、
授業後に回収したものを出席簿

プロフィール
よしなが・たけし
上智大学文学部社会学科卒業、
筑波大学大
学院体育科学研究科博士課程単位取得退
学。早稲田大学スポーツ科学部助手、
東京女
子体育大学専任講師、
早稲田大学スポーツ科
学学術院専任講師を経て、
2011年4月より現
職。専門分野は体育科教育学。

L

ast Chance
for a Liberal Education
Japan’s population may be falling, but the world is an increasingly crowded and
competitive place. By 2012, there will be an estimated seven billion people on
the planet, more than double the number who were alive when I was born. To be
“successful” by any measure requires a level of application and an ability to focus
that I don’t remember having when I was younger; the effort required to be among
the chosen—by schools, universities, employers of whatever sort—seems so much
greater now than it used to be. I have nothing but admiration for the young people of
Waseda and the way they knuckle down to make their way in the very imperfect world
that we, their elders, have created.
Complaining about “young people today” is a sign that one is getting older and so I
try to resist the temptation to carp. Nonetheless, occasionally I wish that my students
would take more risks. I wish, for example, that they would take more courses for
their own interest, not because they think studying X or Y will help them to get a job.
Humanities subjects such as history, foreign languages, and literature aren’t finite
blocks of knowledge than can be taught (and tested). Rather, they help us learn how to
evaluate arguments and express ourselves clearly, to re-interpret our cultural heritage,
and sensitize ourselves to other ways of thinking about the world. As the philosopher
Martha Nussbaum has recently reminded us, studying humanities subjects also helps
to keep democracy alive, because such study develops citizens’ abilities to think for
themselves and to understand the significance of another person’s sufferings and
achievements.*

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。

Gaye Rowley

Professor, School of Law
Adjunct Professor, School of
International Liberal Studies

ゲイ ローリー
法学学術院教授
www.gayerowley.com

My other wish is that more of my students would go abroad for a period during their
university days. In these straitened economic times, I realize that many families
struggle to send their children to university and that as a consequence, students
feel under pressure to graduate in good time. (We also need to do more to make
the benefits of a Waseda education available to those who can’t afford to pay for it.)
Waseda offers so many fabulous short and yearlong study abroad programs, as well
as the chance to volunteer for a wide variety of good causes overseas. Recent tragic
events have reminded us that life is short. Why play it safe? Don’t waste these oncein-a-lifetime opportunities!
*Martha C. Nussbaum, Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities (Princeton
University Press, 2010).

抄訳：大学生活は、
興味の赴くままに勉強できる最後のチャンス
人生において成功するには、さまざまなものさしで図られることが必要となり、また一方で学校や大学、会
社などさまざまなものから選ばれるための能力も必要となるでしょう。今の時代は、昔よりもその風潮が強
まっているようです。一度きりの人生、学生の皆さんには興味のあることはどんどん勉強してほしいですし、た
くさんのことを経験してほしいと思っています。
「学ぶ」と
いうことに、限りはありません。例えば、歴史や語学、文学
などを学び、自国の文化を背景に世界について考えてみ
たり、大学時代に一度海外に行ってみるのも良いことだ
と思います。臆さずに、いろんなことに挑戦してください！

後日 WASEDA ONLINE で
和訳がご覧になれます。

■ 日本語版 URL
http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/

2008 Spring Semester with my students

■ 英語版 URL
http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/
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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する

学生と進路選択

「キャリアの羅針盤」。今回は東京都荒川区役所の猪狩廣美さんにお話を伺いました。

求めているのは、
一人ひとりの区民の幸せを
つくり出せる人材
「区政は区民を幸せにする
システム」
荒川区管理部
人事戦略担当部長

猪狩廣美

Profile
いがり・ひろみ
1957年 生 ま れ。1979年 上 智 大 学
法学部卒。㈱富士銀行に4年間勤務
した後、1983年荒川区入庁。企画、
財政、
教育、
総務部門を経て、
2006年
から現職。2009年からは、聖学院
大学の非常勤講師も務める。

荒川区役所
東京23区の北東部に位置し、およ
そ20万人（約9万5千世帯）が生活
する荒 川区。約1,500名（常 勤）の
荒川区職員は、
区政を執行する区長
の補助機関としてさまざまな事務事
業を行い、
区民へのサービス提供に
努めている。

今春は
68名が23区職員に
キャリアセンターでは荒川区
の協力を得て、
西川太一郎区長
（校友）の講演会開 催やイン
ターンシッププログラム実施に
より、
学生に地方自治体の仕
事の魅力を伝えてきました。そ
の効果もあってか、
今春は68
名の早大生が東京特別区職
員となりました。内定した学生
と話す機会がありましたが、
そ
れぞれに「公共のために貢献
したい」
「心のこもった住民サー
ビスを実現したい」という思い
を熱く語っていました。

のを考えた法律作りを主な仕事とするのとは異
なり、区役所で働く魅力は、
自分の仕事が区民に

区役所と聞くと、紋切り型のいわゆる「お役所

直接届いて喜んでもらえるということです。公園

仕事」を想像される方もいらっしゃるかもしれま

でひなたぼっこをしている年配の方、楽しそうに

せん。しかし、荒川区役所についてはこうしたイ

遊ぶ子どもたち。そうした一人ひとりの区民の幸

メージは当てはまらないと思います。私たちは「正

せづくりに貢献することに充足感を感じられる人

確」
「迅速」
「公平」という公務員としての原則を

は、
区や市といった基礎自治体の公務員に向いて

踏まえた上で、
区民の方々を「お客様」と定義し、

いると思います。

一人ひとりのお客様それぞれに最適なサービス

こうした前提を踏まえて最も必要とされる能力

の提供を心掛けているからです。こうした変化は

を考えると、
さまざまな価値観を持つ区民の多様

2002年頃から芽生え始め、現在の西川太一郎区

な期待を敏感に感じ取れる「感性」に行き着きま

長が就任した2004年から本格化していきました。

す。法律やルールに書いていない「本当に必要な

アジアの小国ブータンでは、
GDP（国内総生産：

こと」を汲み取れなければ有意義な仕事はできま

Gross Domestic Product）ではなく、
GNH（国民

せん。また、気付いたことへの対応策を考え実現

総幸福量：Gross National Happiness）という指

するには、広い見識や深い洞察力、企画力、実行

標を軸に政策を実施していることをご存じでしょ

力、
マネジメント力等々が必要ですし、
組織として

うか。これは経済的な豊かさだけを追求するので

の力も上げていかなければなりません。そこで荒

はなく、精神的な豊かさや幸せを目指す考え方。

川区役所では、業務中に取り組む能力開発型の

実は荒川区でも同じ方針で区政に取り組んでお

研修に加え、
荒川区職員ビジネスカレッジ（ABC）

り、
GAH（Gross Arakawa Happiness）という

を設置しています。識者の講演やゼミ形式の研修

指標を策定しています。区役所は、区民の幸せを

を実施しており、知識や視野を広げ感性を磨き、

実現するためのシステムなのです。余談ですが、

業務に生かしてもらうことが狙いです。区役所も

ガ

キャリアセンターより

「国民」
「国家の利益」というさらに抽象化したも

ー

ブータン語で「幸福」を意味する言葉も「ガー」
。

一般企業と同じく、
要は「人」
。荒川区は23区内で

なんとも不思議な偶然ですね。

も研修体制が充実していると自負しています。

区民の期待に応える
「感性」を磨く
企業ではターゲットとするある程度特定の顧
客層が存在するのに対し、区役所では全区民が

さまざまな経験をしてこそ、
人のこころが分かる
区役所など地方自治体を志望する学生には、
大学時代にいろいろな経験を積んでほしいと感

無条件でお客様となります。また公務員は、目覚

じています。大学での勉強はもちろん、アルバイ

ましい成果を上げても待遇が大幅に変わること

ト、
ボランティア、
それから恋愛だって経験してい

はありません。自分に対するストレートな評価を

ただきたいし、
失敗もたくさんしてほしい。なぜな

重視する人は、
民間が合うのではないでしょうか。

ら、私たちが普段接している区民の皆さんは、同

また同じ公務員でも、都という広域自治体がより

じように普通の生活を送られているからです。仕

概念化した「都民」
を対象とした制度作りを、
国が

事のつらさや失恋の悲しみ。そうした心の傷みを
感じてこそ、区民の方々の思いに応えられる機会
もあるはずです。学生時代の経験で無駄になる

職種柄、
大幅に待遇が変わることはありませんが、
好業績
を残した職員はきちんと評価されます。写真のバッジは区
民からお礼を寄せられるなど、
ブリリアントな活動をした職
員を表彰するMBA（Most Brilliant Action）
という制度で
配られるもの。左から表彰回数が5回の赤色、
10回のシル
バー、
15回のゴールド、
1回の丸バッジとなっています。
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ことは一つもありません。早稲田の学生さんは、
アクティブで自分の個性をちゃんと表現できてい
る人が多い。ぜひ多くのことに挑戦して、
実り多い
学生生活を過ごしてほしいと思います。

B

5-7 月

ooks

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

E

vents

本学で7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。

今号のオススメ
『
「移動する子どもたち」のことばの教育学』
川上郁雄（国際学術院）
著 くろしお出版 2011年2月
グローバリゼーションと人口移動にともない、
幼少期より複
数の言語に触れながら成長する子ども、
「移動する子ども」が、
今、
世界中で急増している。本書では、
日本語を第二言語とし
て学ぶJSL児童生徒への日本語教育を例に、
「移動する子ど
も」へのことばの教育と自己形成をどのように捉え、
教育を行うべきかを追究して
いる。
［平成22年度科学研究補助金（研究成果公開促進費）による学術図書］

『筑摩書房それからの四十年 —1970-2010』

現代演劇シリーズ第37弾 二兎社30周年記念展
永井愛と二兎社の世界 —30年の軌跡をたどる—
演劇博物館 3F 現代演劇コーナー
3
 月1日㈫〜 8月7日㈰ 10：00 〜 17：00 ※火・金曜日は19：00まで
※期間中の休館日はお問い合わせください
洒脱でウェルメイドな作品群で人気を博する現代日本を代表する劇作家 永井愛氏
と主宰劇団「二兎社」
。その功績を振り返ります。
問 坪
 内博士記念演劇博物館
TEL：03-5286-1829 http://www.waseda.jp/enpaku/
会場
日程

企画展

永江朗（文学学術院）
著 筑摩選書 2011年3月
戦後の全集ブームに乗って大成功したものの、
多角化と総合
化を目指して失敗、
倒産。文庫と新書の創刊で再生を果たす。
筑摩書房の歴史には日本の戦後出版史が凝縮されています。
公式な社史を市販するのは異例ですが、
これからの出版文化を考えるうえで参考
になるところが多いと思います。関係者多数に取材して執筆しました。

会場

日程

■『新しい公共と自治の現場』
寄本勝美（政治経済学術院）／小原隆治（政治経済学術院）編
コモンズ 2011年2月
■『金融商品取引法入門（第4版）』
（日経文庫）
黒沼悦郎（法学学術院）著 日本経済新聞出版社 2011年2月
■『医療事故損害賠償の実務』
和田仁孝（法学学術院）他編著 三協法規出版 2011年2月
■『サラリーマン誕生物語 ― 二〇世紀モダンライフの表象文化論』
原克（教育・総合科学学術院）著 講談社 2011年2月
■『一歩先のクラウド戦略』
遠藤功（商学学術院）監修 東洋経済新報社 2011年2月
■『科学史年表（増補版）』
（中公新書）
小山慶太（社会科学総合学術院）著 中央公論新社 2011年2月

問

■『ケースで始める民法』
山野目章夫（法学学術院）他編 弘文堂 2011年3月
■『六法全書〈平成23年版〉』
江頭憲治郎（法学学術院）他編集代表 有斐閣 2011年3月
■『サイバ−スペ−スはなぜそう呼ばれるか＋』
（河出文庫）
東浩紀（文学学術院）著 河出書房新社 2011年3月
■『テキスト入門会計学』
大塚宗春（商学学術院）／福島隆（商学学術院）／
菅野浩勢（社会科学総合学術院）他著 中央経済社 2011年3月
■『上級原価計算（第3版）』
清水孝（商学学術院）著 中央経済社 2011年3月
■『イスラ−ム建築の世界史』
（イワナミセミナーブックス）
深見奈緒子（イスラーム地域研究機構）著 岩波書店 2011年3月
■『現代会計学〈第12版〉』
新井清光（名誉教授）著 中央経済社 2011年3月
■『真面目なのに生きるのが辛い人』
（PHP新書）
加藤諦三（名誉教授）著 PHP研究所 2011年3月

禅
 宗の初祖達磨は半身図のみならず、
さまざまな姿で描かれています。風
外慧薫から洪川宗温まで16名の禅師による20余点を展示します。また、
6月4日㈯13：00 〜 13：30には、
当館の浅井京子先生によるギャラリー
トークを開催します。
②5月17日㈫〜 6月18日㈯ 10：00 〜 17：00
2
 010年に寄贈を受けた彫金家・増田三男作品18点と陶芸家・富本健吉作
品21点の陶磁器を中心に展示します。ふたりの人間国宝による図案と彫金
の共鳴をお楽しみください。
會
 津八一記念博物館
TEL：03-5286-3835 http://www.waseda.jp/aizu/

①小野梓記念講堂、
②大隈記念講堂
①5月10日㈫ 18：30 〜 20：30
カ
 ンボジアに学校と診療所を作った学生たちの1本のドキュメンタリー映
画。それが「マジでガチなボランティア」映画上映後は里田剛監督による
マ ジ
ガ チ
トーク・セッションもあり。あなたを本気で真剣にするこの映画、
必見！
②5月16日㈪ 開場16：00 〜、
開演16：40 〜
ウ
 ィリアム・シェイクスピアによる喜劇「から騒ぎ」を、
英語劇で鑑賞できる
機会です。ふるってご参加ください。
国
 際コミュニティセンター
TEL：03-5286-3990 http://www.waseda-icc.jp/

会場
日程

■『徹底図解動物の世界』
三浦慎悟（人間科学学術院）監修 新星出版社 2011年2月

■『構造主義進化論入門』
（講談社学術文庫）
池田清彦（国際学術院）著 講談社 2011年2月

會津八一記念博物館 ※日曜祝日休館
①1階 富岡重憲コレクション展示室 ②１階 企画展示室
①
 5月6日㈮〜 6月25日㈯ 10：00 〜 17：00

国際コミュニティセンター主催イベント
①映画鑑賞会「マジでガチなボランティア」＋監督トーク・セッション
②インターナショナル・シアターカンパニー・ロンドン（ITCL）
第36回日本公演 シェークスピア英語劇「から騒ぎ」

■『ノーベル賞でたどるアインシュタインの贈物』
（NHKブックス）
小山慶太（社会科学総合学術院）著 NHK出版 2011年2月

■『スポ−ツ現場に生かす運動生理・生化学』
樋口満（スポーツ科学学術院）編著 市村出版 2011年2月

①達磨・だるま・ダルマ
②増田三男 清爽の彫金―そして、富本健吉

問

早稲田学生文化・芸術祭2011
大隈記念講堂、
小野梓記念講堂、
ワセダギャラリー
6月7日㈫〜 12日㈰
本学サポートのもと、
学生が主体となって企画・運営。学生サークル約30団体が参
加。プログラム・日時などの詳細は「早稲田文化」ホームページ内特設サイトにて。
特設サイト▶http://www.wasedabunka.jp/
問 学
 生文化・芸術祭運営スタッフ E-mail：bungeisai-staff@list.waseda.jp
文化企画課 TEL：03-5272-4783
学生生活課 TEL：03-3203-3418 ※平日 9：00 〜 17：00
会場
日程

劇団銅鑼公演「センポ・スギハァラ 再び夏へ」
大隈記念講堂
7月23日㈯ 16：00 〜（終演予定18：30）
多くのユダヤ人を救った元日本領事代理・本学出身の杉原千畝を主人公とした演
劇作品を、
劇団銅鑼が演じる。作・演出の平石耕一氏の講演も開催。
※入場無料、
全席自由、
予約不要。
問 文
 化企画課 E-mail：art-culture@list.waseda.jp
TEL：03 - 5272- 4783 ※平日 9：00 〜 17：00
会場
日程
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紺碧の空
作詞 住 治男／作曲 古関裕而
紺碧の空

仰ぐ日輪

光輝あまねき

伝統のもと

すぐりし精鋭

闘志は燃えて

理想の王座を占むる者
早稲田
覇者

覇者

青春の時

早稲田
望む栄光

威力敵無き

精華の誇

見よこの陣頭

歓喜あふれて

理想の王座を占むる者
早稲田


写真：佐藤洋一（社会科学総合学術院 教授）

覇者

われ等

早稲田

われ等

早稲田

覇者

早稲田

cover stor y
表紙のお話

起死回生の応援歌
大隈会館前に立つこの歌碑は、1931年発表の応援歌『紺碧の空』を記念したものです。
それまでの数年間、早慶野球戦で早稲田は慶應に押され、大きく負け越していました。
慶應野球部の好調とあいまって、その応援歌『若き血』が一世を風靡。
そこで、
キャンパスにただよう沈滞ムードを吹き飛ばすべく、
応援部により新応援歌の歌詞の学内公募が行われました。
約30編の応募作の中から、西条八十教授が一文字の修正も加えずに選んだのが、
高等師範部3年の住治男氏による『紺碧の空』でした。
作曲は、まだ無名の新進作曲家だった古関裕而氏、弱冠21歳。
1931年春の早慶戦で披露された『紺碧の空』は、選手と応援席を一気に鼓舞して
本学を勝利に導き、その評判は一躍全国に広まったのです。
あおぐも

その後、国民的作曲家となった古関氏は、
『光る青雲』など多くの本学応援歌を作曲し、
神宮球場で早慶両校により歌われる『早慶讃歌』も手がけています。
校歌とともに歌い継がれてきた数々の応援歌は、時代を超えてこれからも
学生たちの青春のひとコマを刻んでいくことでしょう。

CAMPUS NOW

【キャンパス ナウ】2011年5月1日発行 通号196号
※本誌記事を無断で転載等する事を禁じます。

■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は年5回発行の予定です。次号は、7月中旬発行を予定しています。

『CAMPUS NOW』は WASEDA ON LINE でもご覧になれます。
■ 日本語版 URL http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/
■ 英語版 URL http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/
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。

