
CAMPUS NOW
早稲田大学広報 通号197号

2011  盛夏号

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

10  SPECIAL REPORT

早稲田大学が導く

キャリア形成への道
Chapter1  キャリアの羅針盤特別座談会
 「働くとは何か」を考えることがキャリア形成の第一歩
Chapter2  授業紹介　早稲田で学べるキャリアに関する授業
Chapter3  学生・卒業生の声　キャンパスで見つけたキャリアの未来予想図
Chapter4  キャリアセンター長インタビュー
 人生設計のお手伝いをする早稲田大学キャリアセンター

22 教室の窓から
 　　政治経済学術院　川岸令和

20 第二世紀へのメッセージ
 　　作家　乙武洋匡



　本学東日本大震災復興支援室（室長：
鎌田薫総長）は3つの復興支援方針を決
定し、「東日本大震災被災学生支援 奨学
金」の新設により被災学生の支援を開
始します。4月8日に設置された同支援室
は、奨学金制度を中心とした「被災学生
の就学支援」、ボランティア活動や義援金
などを中心とした 「被災地域への支援」、

「研究を通じた復興支援」の3つを柱に、
学内外の専門家を必要に応じてメンバー
に加え、大学の英知を結集した復興支援
に関する取り組みを行っていくことを決
定しました。
　「被災学生の就学支援」の第一歩として

「東日本大震災被災学生支援 奨学金」を
新設。6月には、採用者55名の標準修業

年限内に総額6,340万円を支給すること
を決定しました。同奨学金は被災によっ
て家計が急変し、経済的に修学が困難に
なった学生の支援を目的とした、返済の
必要がない給付奨学金となります。

▶詳細はこちら
http://www.waseda.jp/syogakukin/

東日本大震災復興支援室が 3 つの支援方針を決定
被災学生支援の奨学金を新設しました

　東日本大震災で亡くなった多くの方々
を追悼し、キャンパスから被災地支援の可
能性を模索するイベント「鎮魂―そし

て半歩のあゆみ」（文学学術院主催）が4
月11日、戸山キャンパス内で開かれ、学生・
教職員ら約100名が参加しました。本学に

も、親族が被災する
などして将来への不
安を持つ学生・教職
員がいます。このよう
な状況の中で、死者
を慰霊するとともに、
キャンパス発の支援
としてどのような取り
組みが可能かを探ろ

うと、講演と活動報告（第1部）、ディスカッ
ション中心のワークショップ（第2部）を実
施しました。
　最初に発表を行った㈱防災都市計画
研究所の吉川忠寛所長は「大震災を『想
定外』と言いたくなる気持ちも分かるが、失
われた人命を思えば、それだけで良いわけ
はない。被害と向き合い、今後どう想定し
ていくかが課題」と強調し、防潮堤を備え
ていたにも関わらず壊滅的被害を受けた
宮古市田老地区の事例などについて解説
しました。

「鎮魂―そして半歩のあゆみ」
文学学術院主催の大震災追悼イベントが開かれました

イベントの様子

東日本大震災関連のニュース

　本学は、東日本大震災の被災地域復
興などに貢献するため、知的共同体とし
ての英知を結集した中長期の3プロジェ
クト（7研究課題）からなる「早稲田大学 

東日本大震災復興研究拠点」を設置しま
した。東日本大震災の復興に資すると同
時に、他地域での同様な災害による被害
の最小化などにも貢献でき得る課題につ

いて尽力していきます。

▶詳細はこちら
http://www.waseda.jp/jp/news11/
110510_rrc.html

「早稲田大学 東日本大震災復興研究拠点」設立　
中長期研究プロジェクトを選定

1. 医療・健康系
 　復興研究プロジェクト　
研究代表者：
浅野茂隆理工学術院教授

研究課題：
 大震災がもたらす健康被害の予防へ向け
た科学的・社会的対応のためのニーズ調査
研究

2. インフラ・防災系
　 復興研究プロジェクト
研究代表者：
柴山知也理工学術院教授

研究課題：
 東北地方太平洋沖地震津波の被災分析と
復興方略研究

3.  都市計画・社会システム系
　 復興研究プロジェクト
研究代表者：
中川 武理工学術院教授

研究課題： 
文化遺産から学ぶ自然思想と調和した未来
型復興住宅・都市計画に関する総合研究
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　4月18日、井深大記念ホールでシンポ
ジウム「東日本大震災に伴う電力不足対
策に関する緊急提言―計画停電を最小
限に食い止めるために―」（化学工学会
主催）が行われました。化学工学会は3月
28日、理工学術院の松方正彦教授、中垣
隆雄准教授らが執筆者に加わり、今夏に
懸念されている電力供給不足を大規模な
計画停電を伴わずに乗り越える方策につ
いて緊急提言を発表。シンポジウムでは

提言作成に関わった執筆者らが、節電対
策の法的・技術的な問題点を挙げ、今後
の具体的な対応策を報告しました。
　松方教授は「電力不足は今年の夏だ
けでなく、これからもずっと続くことを前
提にした対策が必要。節電できないこと
に対するペナルティよりも節電へのイン
センティブを導入する方法をとるべきだ」
などと強調。中垣准教授は「今夏および
数年間の電力供給の見込み」と題して、

原子力・火力・水力など各発電所の稼働
状況を説明。現状の原子力発電を維持
し、火力発電を全復旧、水力発電をフル
稼働させるなど電力の供給能力を総動
員すれば、数字上は6,000万kWの供給
が可能となるが、燃料費によって電気料
金が押し上げられてCO2排出量も増加
し、しかも長期間固定されることになる
など、厳しい見通しを示しました。

本学教員が「電力不足対策に関する緊急提言」の執筆メンバーに

節電対策について
　この度の大震災の被害による電力の
供給不足に対応するため、 本学において
も夏場のピーク時電力の15%削減を目
標にさらなる節電に努めています。各キャ
ンパスでは、経済産業省が発表した「共

同使用制限スキーム」申請により、全体と
して削減目標の達成を目指す予定です。
エアコン設定温度28度の徹底、不要照
明の消灯、また西早稲田キャンパスでは
共同実験機器・装置の輪番運転をするな

ど、学内節電対策を徹底するとともに、節
電対策Webサイトを開設し、日別使用最
大電力を公開しています。

▶節電対策Webサイト
http://www.waseda.jp/jp/footer/electricity/

　深刻な被害をもたらした東日本大震災か
ら、一日でも早い復興が望まれる昨今、本学
が考え実践する復興支援策を広く国内外に
紹介することで、日本の復興に大きく貢献

することを目標に「東日本大震災復興支援
室」のWebサイトを公開しました。

復興支援室 Web サイトがオープンしました

▶東日本大震災復興支援室Webサイト
http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol-fukkou/

学力向上研究所・システム競争力研究所が、宮城県南三陸町、福島県いわき市で支援活動
小・中・高校生向け教室を開催しました
　5月7日、本学学力向上研究所（所長：
長島啓記教育・総合科学学術院教授）
およびシステム競争力研究所（所長：藁
谷友紀同教授）が、宮城県南三陸町の歌
津地域にスタッフを派遣して、小・中学生
を対象とした実験教室とサッカー教室を
開催しました（協賛：リソー教育グルー
プ）。この支援活動は、このたびの災害で
被災した小・中・高校生、保護者、学校関
係者の方々を励ますとともに、心に残る
教室を体験してもらうこと、および現地
の学校における日常の教育活動にも生
かしてもらえることを活動の主旨として、
指導内容、教材・資料についても工夫を

凝らしています。
　また5月21日には、福島県いわき市の
いわき秀英高等学校で、科学実験教室を
開催し、高校生141名
が太陽電池づくりに
挑戦しました。
　藁谷所長は「この
支援教室を文化面で
の支援事業の柱とし
て、さらに回数を重ね
たい」と話しており、
今後も継続的に文化
面全般にわたって支
援することを目的に、

さらに数箇所の避難地での各種教室の
開催を検討しています。

橋詰匠理工学術院教授から“飛ぶ種”についての話を聴く
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平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）による支援活動

　5月6日、井深大記念ホールにてボラン
ティアフェアが開催されました。9回目の
開催となる今回のイベントでは、「なにみて
る？」を大きなテーマとし、『誰でも気軽に
話が聞けるブース』の展開や震災復興支
援ボランティアの現場報告、パネルディス
カッション「大学生が東日本大震災を通
してみた社会」、写真展「世界の学生はな
にみてる？」などを実施しました。
　パネルディスカッションでは、まず 「学
生が被災地に対してできること」と「被災
した故郷のために行動する」と題した学

生による震災ボランティア報告を行いまし
た。その後、秋吉 恵WAVOC助教がコー
ディネーターとなり、WAVOCのプロジェク
トに参加している学生2名、朝日新聞社論
説委員の脇阪紀行氏、田舎のヒロインネッ
トワーク代表で農水省の食料・農業・農村
政策審議会委員の山崎洋子氏の4名が、
被災地の多くを占める農村が抱える社会
問題に注目し、震災によって社会がどのよ
うに変容しつつあるか、大学生に求められ
ていることは何かなどを議論しました。参
加するそれぞれの学生が、社会を変える力
となることをイメージしてもらえるような場
になりました。

シンポジウムの様子

ブースはそれぞれ盛況

　ゴールデンウイーク中の5月5日、秩父宮
ラグビー場にて早慶明チャリティーマッチ
が開催されました。本イベントで集まった
募金は日本赤十字社へ寄付されました。

スポーツを通して募金活動を

募金活動を行う学生たち

　岩手県田野畑村は三陸海岸沿いにある
村で、本学の学生サークルである思惟の森
の会（学生の会、WAVOC公認プロジェクト

「思惟の森育林」）が、大学・地域連携の先
駆けとして50年にわたって森づくりと交流
活動を行ってきました。今回の震災による
大津波のために、村内の沿岸部にある集
落はすべて壊滅、死者・行方不明者はあわ
せて40名に上ります。
　同村には災害ボランティアセンターが設
置されていないため、WAVOCは4月21日か
ら25日に思惟の森の会の学生・OBを先

遣隊として派遣し、村内でどのような支援
が必要かニーズ調査を行いました。この調
査結果に基づき、同会では現役・OBあわ
せて27名が村内の大学施設「青鹿寮」を
拠点に、支援活動を行いました。今後、夏休
みに学生を派遣して宿泊型の支援活動を
行えるよう、現在準備を進めています。
　この他にも、早田宰社会科学総合学術
院教授が震災直後に現地での被害状況
の調査を実施しました。また、古谷誠章理
工学術院教授がダンボール製の更衣室、
小物入れ、掲示板などを避難所に設置しま
した。早田教授、古谷教授ともに村長から
の要請を受け「田野畑村復興計画策定の
ための委員会」の委員として参画し、同村

の長期的復興に関わっています。
　WAVOCでは4月11日・12日に石巻へ先
遣隊を派遣後、気仙沼へも学生ボランティ
アを派遣、今後も岩手県の宮古市、大槌町
での支援活動を行っていく予定です。

気仙沼でのボランティアの様子

岩手県田野畑村へ先遣隊を派遣

ボランティアフェア2011を開催

　5月21日の晴天の下、体育各部新人パ
レードが開催され、各部それぞれのユニ
フォームに身を包んだ新入部員は高田馬
場から大隈講堂を練り歩
き、大きな声援を受けまし
た。2010年度体育各部実
行委員会委員長の前澤勇
貴さん（庭球部OB）より、

「東日本大震災」のため中

止した謝恩会の会費の一部251万円を
被災地への義援金として日本赤十字社
に寄付したとの報告がありました。

新人パレード宣誓式

体育各部新人パレード開催
ラグビー蹴球部

オール早慶明チャリティーマッチ
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　5月21日、井深大記念ホールで「躍動す
るアジアと日本の再生―地域統合の検
証」（主催：本学アジア研究機構）のシン
ポジウムが行われました。
　多くの死傷者と甚大な被害をもたらし
た東日本大震災は、日本の産業にも計り
知れない打撃を与え、今後の復興を考え
ると、日本の産業の現状を正確にとらえ
ておく必要があります。現在、日本製品の

国際競争力の強化などのため、TPPへ
の参加の是非が世論を二分する問題に
もなっています。
　同シンポジウムは、アジアの中での日
本の選択肢について、「農業」「製造業」
「外交」の分野で、きちんとした学問的
論議をするための機会となりました。国
際学術院の重村智計教授が司会を務
め、さまざまな先生方とのトークセッショ

ンにより震災後の日本の復興の道筋が
話し合われました。

日本の産業の現状を考える

「躍動するアジアと日本の再生」シンポジウムを開催RRESEARCH&
EDUCATION

トークセッションの様子

　芸術分野で顕著な功績を残した人に
贈られる2010年度日本芸術院賞が発表
され、建築家としても知られる古谷誠章
理工学術院教授が受賞しました。受賞
作品となったのは「茅野市民館」（写真
右）。長野県茅野市に2005年6月に完成
した公共複合文化施設で、鉄骨鉄筋コ
ンクリート造、地上3階地下1階建、延べ

約1万800平方メートル。JR茅野駅に直結
した、市民が気軽に立ち寄れる施設で、
客席の移動が可能なマルチホール（800
席）、コンサートホール（300席）、美術館、
図書室などからなります。
　古谷教授は、同作品で2007年に建築
学会賞も受賞しており、「今後も共に学ぶ
学生や卒業生たちと力を合わせて、世界

の人 を々幸福にする建築を生み出してい
きたいと思います」とコメントを寄せました。

茅野市民館

古谷誠章理工学術院教授が日本芸術院賞を受賞PPRIZE 長野の「茅野市民館」建築が評価されました

　5月17日、本学と本庄国際リサーチ
パーク研究推進機構が、埼玉県本庄市
の上越新幹線本庄早稲田駅周辺で整
備が進む土地区画整理地区において、

「本庄スマートエネルギータウンプロジェ
クト」を発足しました。これは、自然エネ
ルギー（バイオマス、地中熱、太陽熱、太
陽光など）を有効に活用し、地域のエネ

ルギーや交通システム、ラ
イフスタイルを総合的に組
み合わせ、エネルギー効率
を高めて省資源化した地
方版スマートシティのモデ
ルを目指すものです。
　プロジェクトは3年計画
で、企業や自治体など関
係機関と連携し、気候変
動や東日本大震災後の電
力不足事情にも対応した

新しい街づくりに取り組みます。進行中
の土地区画整備事業においては、ニュー
タウンをつくり、本学の環境・エネルギー
分野の研究者が本庄キャンパスに集結
し、気候変動対応型の次世代モデル都
市を実現します。発足式では、橋本周司
同機構理事長（本学理事）が「早稲田
大学の技術・研究を生かし、本庄市や各
企業・機関の協力のもと、市民の皆様が
満足できる街づくり、復興ではない新た
な国づくりの起点にしたい」と抱負を語
り、吉田信解本庄市長は「環境に配慮し
た街づくりを、日本国内だけでなく世界
に発信したい。その大きな一歩を踏み出
しました」と挨拶しました。

RRESEARCH&
EDUCATION

自然エネルギーを活用したモデル都市実現へ

「本庄スマートエネルギータウンプロジェクト」が発足
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　2011年4月より学生教育研究災害損
害保険（学研災）に代わって、「早稲田
大学学生補償制度（障害補償）（略称：
学傷補）」がスタートしました。これは、
大学で認められている国内外の教育研
究活動中に万が一の事故に遭いけが
をしてしまった際に、学生が利用できる
制度となっています（病気は対象外）。
補償金額は査定会社による審査をふま
え、大学が最終的に額の決定を行い、大

学予算で賄われます。
　また、インターンシップや教育実習に
行くときの補償制度についても、本年4
月より「早稲田大学学生補償制度（賠
償責任補償）（略称：学賠補）」がスター
トしました。学賠補は大学が認めたイン
ターンシップ・教育実習・ボランティア活
動中などに他人にけがをさせたり他人
の財物を損壊したことにより被る法律
上の損害賠償を補償する制度です。

　詳細は下記連絡先・Webサイトで確
認の上、ご利用ください。

教育研究活動中の事故などに備えて

新しい学生補償制度がスタートしましたUUNIVERSITY

癌や先天的な病気などにつながる
染色体分配の分子メカニズム解明に寄与

MCAKが張力を発生する
分子モーターであることを発見

　石渡信一理工学術院教授らのグルー
プは、染色体分配に関与することで知ら
れているMCAKという微小管脱重合因
子が、張力を発生する分子モーターであ
ることを発見しました。
　これまでは複製された一対の染色体

を二つに分裂させるのに必要
な力のもとは、微小管の構造変
化によるという説が有力で、異
常が生じた場合に癌や先天的
な病気へとつながる染色体分
配のメカニズムは、半世紀以上
にわたって多くの研究者が挑
戦し続けているテーマです。
　今回、MCAKが分子モーターとして
染色体を牽引し得る性質を持つことが
証明されたことで、細胞分裂に関与する

個々のタンパク質分子の特性を解明し、
染色体分配の制御機構の全貌を理解
することにもつながると期待されます。

記者説明会の様子

科学・技術による社会貢献を

「研究の早稲田」から着実な成果を発信RRESEARCH&
EDUCATION

　理工学術院の木野邦器教授と原良
太郎次席研究員（理工学研究所）は、
アミノ酸誘導体である「cis-4-ヒドロキ
シ-L-プロリン」の合成に有用な新規酵
素を発見し、協和発酵バイオ株式会社
と共同研究を行い画期的な新規工業
的製法の確立に貢献しました。
　「cis-4-ヒドロキシ-L-プロリン」は、
アミノ酸の一種であるL-プロリンの4

位が水酸化された化合物
で、その立体異性体である
trans-4-ヒドロキシ-L-プロリ
ンは、1997年に同社が発酵
法による効率的な製法を確
立して以来広く利用されて
います。一方、「cis-4-ヒドロ
キシ-L-プロリン」は煩雑な
化学合成法でしか製造でき
ず、高価であることから利用
が限られていましたが、この
新製法により高純度の「cis-4-ヒドロキ
シ-L-プロリン」を安価に、かつ安定に
供給することが可能となります。今後、

医薬品や香化粧品の原料としての用途
が広がるものと期待されます。

医薬品や香粧品の工業的製法開発に貢献

「cis-4-ヒドロキシ-L-プロリン
合成酵素」を発見

▪学傷補についてのお問い合わせ
査定会社、事故センター
学傷補専用ダイヤル　03-5753-8928

▪補償制度全体のお問い合わせ
学生生活課　03-3203-4349
http://www.waseda.jp/student/
hoken/gakushouho/
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　5月13日〜 6月19日、昭和を代表する
舞台美術家伊藤熹朔（1899 〜1967年）
の生涯にわたる活躍と、同時代の舞台
美術という分野から昭和の演劇史に新
しい光をあてた紹介が行われました。
　伊藤熹朔は、天才的な建築家伊藤為
吉の四男として生まれ、兄に戦前・戦後

を代表する舞踊家伊藤道郎、弟に新劇
の巨星千田是也がいます。1924年、若く
して築地小劇場の舞台美術を担当、以
後1967年に満67歳の生涯を閉じるま
で、新劇、バレエ、ミュージカ
ル、新派、歌舞伎、映画と、幅
広い分野で舞台美術家・美
術監督として活躍しました。
　熹朔が影響を受けた明治
時代の美術思潮、熹朔の活躍

の足跡、熹朔以後の時代の舞台美術の
三部に分けて、近代における最も偉大な
舞台美術家の視点から、昭和の演劇史
を俯瞰した展覧会となりました。

昭和の演劇史を紹介

演劇博物館

「表象とかたち
―伊藤熹朔と昭和の舞台美術―」

　「だるま」というと縁起物の赤いだ
るまを想像しますが、もとは禅宗開祖
の「達磨」の坐禅姿を模したものです。
本当の達磨は髭をたくわえた眼光鋭い

姿。5月6日〜 6月25日、「達磨・だるま・ダ
ルマ」と題し、旧富岡美術館の所蔵品か
ら風外・白隠・遂翁・東嶺・春叢・蘇山・
仙厓などの達磨図が展示されました。
　多くは半身の達磨図で、衣の線をグ
イッと一筆で引いた白隠慧鶴の半身達
磨の嚆矢は近世初頭の風外慧薫のそ

れであるといわれています。また、達磨
伝に取材し「蘆葉達磨」「面壁達磨」
「隻履達磨」なども描かれています。さま
ざまな禅師による達磨図を見に、多くの
人々が足を運びました。

會津八一記念博物館

「達磨・だるま・ダルマ」

AACTIVITY 會津八一記念博物館・演劇博物館で各種企画展

さまざまな達磨図から昭和の舞台美術まで

展示場内
の様子

　5月24日に、大隈庭園内の田んぼ「わ
せでん」で田植え式典と幼稚園児によ
る田植えを行いました。「わせでん」はか
つて田園であった早稲田の地に稲を復
活させようと、2004年に作られました。
　午前に行われた式典では、鎌田総長
と農林水産省前田管理官、中島峰広名
誉教授が田植え初めを行いました。午
後の田植えには新宿区立早稲田幼稚

園の園児たち19名が参加。農楽塾の学
生からお米のでき方などの説明を受け
た後、実際に「わせでん」に入って田植
えを行いました。｢都会に住む子どもた
ちにも、農を身近に感じてもらいたい｣と
いう思いから始めた稲作体験ですが、
園児たちにとっては大学生と一緒に土
に触れることで、作物を育てる楽しさ、
普段当たり前に食べているお米が作ら

れる現場に興味を持ってもらう「食育」
にもなっています。今後の稲の成長が楽
しみです。

左から農楽塾代表、鎌田総長、農水省前田管理官、
中島名誉教授

平山郁夫記念ボランティアセンターのプロジェクト「学生NPO農楽塾」が主催

「わせでん」で田植えイベントを開催　AACTIVITY

表示様式を統一

キャンパス案内図が新しくなりましたUUNIVERSITY
　本学は、学生・地域市民が集える
フィールド環境の形成を目指して、地域
社会と連携したキャンパス整備を進め
ています。
　在学生・父母・校友を含め非常に多く
の方にご来訪いただいておりますが、本

学の共通のイメージを発信するため創
立125周年を迎えた2007年に作成した
UI（UniversityIdentity）システムを使
用したキャンパス案内図などを順次導入
するキャンパスサイン計画のもと、多くの
方により分かりやすく開かれたキャンパ

スづくりを進めていきます。
　キャンパスサイン計画は、キャンパス案
内図や誘導サイン・号館サインがキャン
パスごとに異なっていたことによる不便
を、表示様式の統一により解消していき
ます。

表示様式が統一された
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　6月7日から12日の6日間、「早稲田学
生文化・芸術祭2011」が開催されまし
た。同イベントは2010年よりスタートし
た新しいイベントで、大隈講堂、小野記
念講堂、ワセダギャラリーを中心に、学
生団体が日頃個別に行っている文化普
及活動、正課活動、課外活動の成果を
発信することを目的としています。2年目
を迎え、参加サークルの数が昨年度の
約2倍になりました。

　内容は、ダンスや演劇、歌、お笑い、講
演会、弁論、チアリーディング、展示など、
盛りだくさん。期間中、各イベントに来場
された方々は、さまざまな多様性を持っ
た早大生で成り立つ本学のサークル文

化を、思う存分体感していました。
　エンディングイベントには、一般の方
も含め450名が訪れ、盛況のうちに幕を
閉じました。

活気あふれる学生のパフォーマンス

学生の文化・芸術が彩る6日間

「早稲田学生文化・芸術祭」でサークルが競演AACTIVITY

■ お知らせ
大学院公共経営研究科の組織改編について

情報公開ページの開設について

　このたび、公共経営研究科がこれまでに培った教育・研究の
蓄積のさらなる発展を目指し、2012年4月より、政治学研究科
および経済学研究科との緊密な連携のもと、本研究科を「政
治学研究科公共経営専攻（専門職学位課程）」として組織改
編することとなりました（届出設置書類提出中）。
　なお、現行の公共経営研究科につきましては、専門職学位課
程・博士後期課程ともに、2011年9月入学を最後に募集停止と
し、在学するすべての学生が修了などで離籍する段階までは継
続していきます。

　本学は、高等教育機関として社会に対する説明責任を果た
すとともに、教育研究の質を一層向上させるため、各種教育・
研究関連情報などの公開に努めています。この 「情報公開
ページ」では、学校教育法施行規則などの一部を改正する省
令（平成22年文部科学省令第15号）に基づき、教育や研究な
どにかかわる主要なデータをまとめて公開しています。
　なお、本学には、同サイトをはじめ、各学部や事務組織、附属
機関などがそれぞれのWebサイトを開設しており、各種情報を
公開しています。

▶情報公開ページWebサイト
http://www.waseda.jp/jp/public/

「CAMPUS NOW」アンケート結果について
　「CAMPUS NOW」2011年度新年号で、アンケートを実施
した際に、皆様からたくさんのご意見が寄せられました。ご協
力いただき、ありがとうございます。
　アンケートにご回答いただいた皆様の中でも関心の高かっ
た「キャリア教育」について、今号で特集しておりますので、ぜ
ひご覧ください（P10 〜 19）。また、Waseda Miscellany（P9）
については、日本語訳も同時に掲載すべきというご要望があり
ましたので、前号の新緑号より抄訳を掲載しています。
　これからも皆様の期待に応えるよう努力して参りますので、
よろしくお願いいたします。

ご意見（一部抜粋）
◦ 最新の出来事が豊富に掲載されており、楽しいです。
（News Report）

◦ 男女ともに働き、子供を育て次世代の大人を作り上げる
には男性の協力と社会の保育や収入の整備が必要と考
えるため、共感できた。

　（第二世紀へのメッセージ/2011 新年号）
◦ 新たな発見があり驚かされる。まさに「再発見」のページ

で好きです。（早稲田再発見）

アンケート結果（関心の高いコーナー）

News Report 21%

キャリアの
羅針盤 
20%

早稲田再発見 16%
Special Report 13%

第二世紀への
メッセージ
10.5%

Events 5%

MISSION! 
大学の仕事 4%

教室の窓から 4%
A Waseda Miscellany 3.5% Books 3%



Manuela Almaraz  
Associate Professor,

Faculty of Commerce

マヌエラ  アルマラス
商学学術院教授

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。

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/

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

I was born in Salamanca in 1955. Salamanca is a small and friendly town located west of the 
Iberian Peninsula, 212 km away from Madrid and 100 km away from the Portuguese border.

Salamanca is famous for both its old quarter, of great artistic richness, and for its 
University, founded in 1218. It is the oldest in Spain and one of the oldest in Europe.

I studied at this University and obtained my degree from the Philosophy and Literature 
Faculty many years ago.

I have always wanted to teach for a living and become a teacher, but I had never thought I 
would end up teaching Spanish in Japan. My first contact with the Japan world was during 
my college years as the Japanese students who came to Salamanca to study Spanish and 
I shared some classes. In the end I married one of them and went to live in Japan.

In 1979 I started to work as a part-time Spanish teacher in several universities of the Tokyo 
area. At the beginning of the nineties I went back to Spain and for a few years I worked at 
“Cursos Internacionales”, a University teaching centre for Spanish as a foreign language. 
In 2000 I returned to Japan and nowadays this is my fifth year as a Spanish teacher at the 
School of Commerce in Waseda University.

I always tell my students that learning a foreign language is like building a house. 
Grammatical contents should be the girders, the pillars of the house. It should be 
also necessary some good foundations. These foundations should be the words, the 
vocabulary. In order to reach a high level in grammar and vocabulary it is necessary 
to practice. “Writing” should be the cement that sticks both foundations and structure 
together. “Speaking” should be the front door: if you do not speak, you will never get into 
your house. “Reading” could be one of the windows of your house, because when you 
open it, you can have a look to the language. Through one of any window of you new 
house you will see the culture of the countries where the language you learn is spoken, 
for language is the key to open all different windows. Finally, “Pronunciation” should be 
the floor, as it supports the manner of speaking. The teacher is the work superintendent, 
a person who guides, advises and helps students on the building process. The teacher 
should also help students to communicate effectively in the language they are studying, 
since every language reflects the way of thinking of the country where it is spoken.

Ultimately, as it happens in the tale of the “Three Little Pigs”, the quality of the house you 
built depends on your personal and individual effort.

It is very important to create an environment based on confidence between the teacher 
and the students in that building process. The teacher should be close and approachable 
to the students and do everything he/she could to make language studying pleasant and 
appealing. In my case it is Spanish, which is the mother language of 400 million people in 
the world. For many years now I have been trying to achieve this task.

L　 earning 
a foreign language is like 
building a house

　私は学生にいつも「言語を学ぶことと家を建てることは似ている」と教えています。例えば、骨組みとなる文
法、基盤となる語彙力・ボキャブラリー、そして筆記力は、基盤と骨組みをつなぐセメントの役割を果たします。

「会話」は玄関のドア。会話の実践なくして、言語の習得はあり
えません。「読解力」は、家の窓。窓を開け、世界を広げること
で、より言語を理解することができるのです。「3匹の子豚」の
物語にもあるように、自分で建てる家は努力によってその強度
が変わってくるもので、言語習得の過程も同じです。その中で
学生との信頼関係を築き、彼らが積極的に学べるよう導き、教
え、助けていくことが教師としての使命だと感じています。

抄訳：「他言語を学ぶ」ことは「家を建てる」ようなもの

With some students of Spanish Communication in January 2010
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株式会社i4（アイフォー）
代表取締役社長

伊藤篤志さん

楽天株式会社
採用育成部 
採用推進課

守山高広さん

株式会社電通
人事局 採用育成部 
アソシエイト・
スーパーバイザー

廣田元章さん

株式会社コーセー
人事部 課長

村松 勉さん

アイア株式会社
人事課 主任

小林真理子さん

早稲田大学
キャリアセンター 課長

（取材時）

西尾昌樹さん（司会）

キャリアとは職業選択をはじめとした職歴や経歴、熟練した技術だけでなく、

社会との関わりの中でさまざまな経験を積み、自らの人生を形成すること。

早稲田大学ではキャリアセンターを中心に、

学生が自身のキャリアについて考えるさまざまな機会を提供しています。

キャリアとは何かを改めて定義し、

学生がキャリアを考えるために、

今、大学が取り組んでいることを紹介します。

Special Report

1Chapter キャリアセンターが実施しているキャリアサポートセミナー「仕事を知る」シリーズに
ご協力いただいている企業の皆さんにお集まりいただき、学生に求めること、
大学のキャリアサポートに期待することなどを、本音で語っていただきました。

キャリアの羅針盤特別座談会
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西尾（司会）　本日は、キャリアサポー
トセミナー「仕事を知る」シリーズにご
協力いただいている企業の皆さんにお
集まりいただきました。お忙しい中あり
がとうございます。最初に簡単な会社
紹介をお願いします。
小林　アイアの小林です。弊社は二つ
の事業を展開する商社です。一つめの
事業はアパレル事業で、レディースブラ
ンドを全国展開しており、最近では中
国や台湾にも進出しています。2〜 3年
後には海外の店舗数が国内を超えるか
もしれません。もう一つは、携帯電話の
ゲームなどのメディア事業です。こちら
は後発でしたが、ここ最近ぐんと成長
を続けています。新卒採用はアパレル
事業が中心で、9割が女性です。
村松　コーセーの村松です。弊社は化
粧品の製造と販売をしています。高額
品から低額品まで幅広いブランドを展
開しており、将来的にはグローバル化も
今以上に進めていく予定です。採用職
種は営業が中心で、そこで経験を積ん
で企画やマーケティングに転向するこ
とができます。
廣田　電通の廣田です。電通は広告と
いうイメージだけが強いと思いますが、
最近ではそのフィールドが大きく広がっ
てきています。デジタル分野でのサービ
ス開発やその他事業開発、グローバル
展開も進めています。弊社では名刺の
裏の色を100色から選べるのですが、そ
のことにも象徴されるように、さまざま
な個性をもった人材が集まっているこ
とが魅力です。
守山　楽天の守山です。楽天は設立15
年目の会社で、楽天市場というeコマー
スサイトを中核に、ネット上で銀行や証
券などさまざまなビジネスを展開してい
ます。目標は世界トップのインターネッ
トサービス企業になることです。来年に
は社内の公用語が英語になります。人

材も外国籍の方を積極的に採用してい
て、着実にグローバル企業の基盤を築
いています。
伊藤　i4（アイフォー）の伊藤です。「キャ
リア・就職領域に特化したファシリテー
ター」として、2010年7月の設立以来、各
大学キャリアセンター共催で、全学年対
象キャリアサポートセミナーを学内で
実施しています。私が社会人に対して、
仕事に関する公開インタビューを行い、
それを学生が聞いて仕事の現実を理解
する、という取り組みです。キャリアサ
ポートセミナー「仕事を知る」シリーズ
もその一つです。
西尾　それでは最初に、企業が求める
人材像についてお聞きしたいと思いま
す。現在、マスコミなどでは就職氷河期
の再来とも言われています。確かに、就
職先が決まらずに留年してしまう学生
もいるのですが、その一方で複数の人
気企業から採用内定を獲得する学生も
少なくありません。その差はどこにある
のでしょうか。
小林　弊社の場合は、基本的には店舗
をマネジメントする人材を必要としてい
るので、基礎学力があり、その上で、社
会人としての基礎力、例えば対人スキ
ルを見ています。ボランティアや海外に
行った経験などを話してくれると興味
をそそられますね。
西尾　今のお話はどの企業にも共通す
ることかもしれませんね。村松さんはい
かがですか。
村松　若い人を見ていると、答えを与え
てもらえる環境で育ったせいか、自分
で答えを生み出していくスキルが低下
しているように思えます。世の中に出る
と、答えは用意されていませんし、昨日
の正解が今日も正解とは限りません。
そうしたことに対する反応が鈍いです
ね。学校や親の教えに素直に従うばか
りで育ってきたためではないでしょう
か。殻を破って、新しい世界を知ろうと
している学生がほしいですね。
西尾　そうですね。エントリーシートが

アイア株式会社
人事課 主任

小
こ ば や し

林真
ま り こ

理子さん

アイア株式会社
　1971年設立。アパレル事業とメディア
事業の2つの事業を展開。アパレル事業
は、婦人服・婦人服飾雑貨の企画・製造・
卸・販売などを行い、5ブランド、全国約
200店舗を運営している。メディア事業
では、雑誌「パクロス」「漢字王」などの
出版、「懸賞パズルパクロス」の運営など
携帯コンテンツビジネスを行っている。
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社会人としての
基礎力を評価



うまく書けなくて悩んでいる学生から
「正解は何ですか？」と聞かれることがよ
くあります。正解などないのですが…。
今日の座談会のアレンジをしていただ
いた伊藤さんは、いろいろな大学の学
生と接触していると思いますが、どう感
じていますか。
伊藤　殻から出ないとか、数値で解決
しようとする学生が多いのは、日本の教
育の結果なのではないでしょうか。学生
だけが悪いのではないと思います。でも
自分で答えを考えてほしいですね。
廣田　広告業界全般に言えることです
が、僕らは工場などを持っておらず、製
品はありません。売るのは人が生み出
すアイデア。ですから自ら何かを生み出
せる人材を求めています。学生時代に
そうした経験があったり、そうした能力
が長けていたりする学生は弊社に合っ
ていると思います。
守山　楽天は社員数7,000名を超える
大きな会社ですが、中核にあるのはベ
ンチャーマインドです。同時にITの会
社でもありますから、斬新なアイデアを
出すナレッジワーカーとアイデアをシス
テムに落とし込むテクニカルワーカーの
両タイプを求めています。
伊藤　皆さんにお伺いしたいのです
が、文系学生の学問への力の入れ具合、
成績はどの程度評価されていますか。
廣田　面接では、大学時代に一番力を
費やしたことを話してもらうのですが、
勉強のことを話す人は少ないですね。も
ちろん、大学時代の研究が評価され、
それを生かした仕事をするためにこの
会社に入りたいというストーリーがあれ
ば評価できると思いますし、一生懸命
勉強した姿勢は評価しています。でも、
あえてこちらから勉強だけの内容を聞
くことはありませんね。
西尾　学生の本分が勉強であることに
異を唱える人はいないと思うのですが、
大学としては頭の痛い話です。学生に
は、学問の内容だけではなく、勉強・研
究のプロセスや工夫、そこから得た能力

やものの見方・考え方を語るようには指
導していますが。
小林　弊社では、最終選考の前に成績
証明書を提出してもらって参考にして
います。勉強を頑張ったことは個性の
一つとして捉えています。仕事に対して
もモチベーションを発揮してくれるので
はないかと期待できますね。

西尾　学生の能力についてはどうお考
えですか。従来、日本企業では学生の可
能性に期待して、入社後に人材を育成
するポテンシャル採用が主流でしたが、
最近は企業に余力がなく即戦力を求め
ているという話も耳にします。
村松　学生に即戦力を期待しますが、
成果が出せると勘違いしないでほしい
です。社会に出て1〜 2年は、泥水を舐
めることに耐える期間です。それに我
慢できないと辞めていきます。夢やビ
ジョンでご飯が食べられると思ってい
る学生は多いですね。
西尾　厳しいですね。
小林　一昔前と比べれば、インターネッ
トの普及により学生の情報量は増えて
いると思います。ただ、現実を知らない
ので、実際に働き始めると自分が想像
していたことと、少なからずずれてきま
す。そこを自分で噛み砕いて、理想と現
実のバランスをとっていける人は大丈夫
だと思います。
守山　私は即戦力になれる学生もいる
と思います。特にビジネス系では、面白
いことを考えていてもそれを形にする
人脈がなかったり、実績がなかったり
することで優秀な人材を見逃している
のではないでしょうか。弊社では定期
的にビジネスプランを募集して、若手に
も機会を与えているのですが、センスの
ある人はいます。いかに芽を見つけて伸
ばしていくか、僕らが考えていかなけれ
ばならないと思いますね。
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株式会社コーセー
　1946年創業。従業員数は5,594名

（2011年3月期末現在）。化粧品の製造・
販売を行っている。「プレディア」「イン
フィニティ」「雪肌精」など、低額品から
高額品まで多様なブランドを展開。化粧
品専門店や量販店、ドラッグストアなど
幅広い流通チャネルに対応している。
社員のキャリアアップへの支援が充実
しており、「ブラッシュアップセミナー」や

「女性フォーラム」など、さまざまな教育
や研修がある。

株式会社コーセー
人事部 課長

村
む ら ま つ

松 勉
つとむ

さん

資格取得や語学力は
その意欲が買われている



西尾　即戦力として、資格や語学力はど
うでしょうか。企業から見て、最近の学
生の資格取得志向は意味がありますか。
村松　資格にチャレンジするという意
欲は素晴らしいですね。しかし、資格が
あればすべての採用に有利かというと
決してそんなことはありません。
西尾　採用活動に関する大きな疑問
の一つですが、どうやって学生のポテン
シャルを見極めているのでしょうか。プ
レゼン能力が高く明るい学生を採りがち
だけれど、入社してみると意外に働かな
かったとか、好きなことしかやらず、地道
に仕事をしないという話もよく聞きます。
村松　妙に自己プレゼンがうまい学生は
います。サークルやアルバイトで年長者と
付き合っていて処世術は身に付いていて
も、中身が薄ければ話していると分かり
ます。一貫性や論理的思考を重視してい
るので、決してプレゼンがうまいだけで
採用することはありません。言葉がつまっ
ても一生懸命話している学生には興味
がわいて、また会ってみたいと思います。
西尾　楽天さんの志望者は、ベンチャー
気質の元気な学生が多そうですね。
守山　そうですね。はきはきとしゃべる
方が多いですね。ただ、事業部ごとに求
める人材のタイプは違います。重要なのは
配属のマッチングです。内定者としっかり
コミュニケーションして見極めています。

西尾　就職活動の早期化、長期化が問
題視されていますが、皆さんはどうお考え
ですか。早い人では3年生の夏にインター
ンシップに行きます。大学としては勉学へ
の影響もあり、何とか是正してほしいとこ
ろですが、キャリアセンターの立場で考え
ると、翌年4月の選考に間に合わせるため
には、3年生の秋頃から準備を始めるの
はやむを得ないとは思っています。
小林　今年は経団連の倫理憲章が変
更されて、登録受付の開始日が12月1日

になりましたが、私個人の意見では、就
職活動はいつ始めてもよいと思います。
インターンシップは、いつの段階でも受
け入れるべきだと思いますし、早い段
階から働くことの意味を考える機会は
必要だと思いますね。採用活動を休み
の期間に実施すれば、授業とも両立で
きると思います。
村松　私は3年生の夏から就職活動を
させるのはかわいそうだと思います。し
かし、小林さんがおっしゃるように、キャ
リアを考えることは3年生からでは遅い
と思います。1〜 2年生からセミナーに
参加したりして、自分が将来何をしたい
のかを考える時間が必要です。「13歳の
ハローワーク」という本がありましたが、
本来ならそれくらいから自分の将来を
考えたほうがいいですね。
廣田　私も同感です。高校生のときに
ある程度将来を考えた上で大学を選ぶ
べきだと思います。それが大学での学
びの原点ですよね。ドイツでは小学校
を卒業した時点で職業訓練学校に進む
人もいることを考えると、日本は仕事を
考える時期が遅いと思います。将来のビ
ジョンがなく、とりあえず有名な大学に
入って、サークルを楽しんで、という学生
も多いと思います。
守山　私は就職活動を始める時期が
早いとも遅いとも思いません。ただ新
卒市場が一斉に始まることは、平等性
が保たれるというメリットがあると思い
ます。私自身は、やりたいことが明確に
あって会社を選んだわけではありませ
ん。会社に入ってから諸先輩に揉まれ
ながら自分が働く意味が徐々に分かっ
てきたと思いますし、まだその途中だと
思います。大抵の学生はそんなものでは
ないでしょうか。将来を考えていないか
らといって、優秀な人材に成り得ないと
いうことはないと思います。
西尾　皆さんの話に共通しているのは、
キャリアを考える時期はもっと早くても
よいし、さまざまな体験を通じて、本人の
考えが固まっていくということですね。
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株式会社電通
　1901年創 業。従 業員数は6,895名

（2010年12月末 現 在 ）。「Integrated 
Communication Design」を事業領域
としたコミュニケーション関連の統合
的ソリューションの提供経営・事業コン
サルティングなどを行っている。

株式会社電通
人事局 採用育成部 
アソシエイト・スーパーバイザー

廣
ひ ろ た

田元
も と あ き

章さん

Special Report

キャリアを考えるのに
早すぎることはない



いろいろなキャリアセミナーを企画され
ている伊藤さんはどうお考えですか。
伊藤　就職活動の長期化が、最優先の
解決課題だとは思いません。いわゆる
「就職氷河期」時代と比べて求人倍率
も悪くありませんし、決まる人は決まり、
決まらない人は決まらない、というのは
昔から変わらないのではないでしょう
か。未就職者の絶対数が多いとすれ
ば、学生が企業を買い物感覚で選ぼう
としている点に問題の一因があると思
います。また、学生が仕事の中身を知ら
ないということも問題です。やりたい仕
事は、知っている仕事からしか選べませ
んから。さまざまな仕事を知る機会を
設けることが必要ですね。
西尾　そうなると、企業にインターン
シップ生の受け入れの拡大をお願いし
たいのですが、例えば低学年から受け
入れていただくことは可能でしょうか。
廣田　今年は弊社でもインターンシッ
プを実施する予定です。1年生から就職
のことを考え続けるというのもどうかと
思いますが、自分が何に興味があるか
を知っておいても損はないと思います。

西尾　近年、大学では就職課がキャリ
アセンターへと変わって、従来の就職事
務だけでなくさまざまなキャリア支援を
行っています。大学設置基準にもキャリ
ア教育が盛り込まれましたが、その中身
は就職指導にしかなっていないという
声もあります。企業から見て、大学のキャ
リア教育についてどう思われますか。
守山　キャリア＝就職ということでの
キャリア教育なら、意味がないと思いま
す。私はキャリア＝人生だと思っていて、
人生の一部が仕事だと考えています。
そうした意味で、キャリアデザインを教
えるならいいと思います。
廣田　大学ができることは、社会人と会
う機会を与えて仕事の実情を知らせた

り、自分の殻を破るためのきっかけを提
供したりすることではないでしょうか。
西尾　本学のキャリアセンターでは、さ
まざまな出会いを用意しています。本当
は自分の足で人に会いに行ってほしい
のですが、最近はサークルの先輩が遊
びに来ることも減っていて、きっかけが
分からないようですね。キャリア教育で
は、よく自己分析を勧めます。自分を分
析して将来の仕事と結びつけるという
ものですが、どう思いますか。
小林　中には年表まで作ってくる学生
もいます。しかし過去を振り返るだけ
で、将来のことは考えていないのでがっ
かりします。私たちが知りたいのは、5年
後10年後の自分の姿をプライベートも
含めてどう描いているかです。
村松　学生は、会社に入ればキャリア
が与えられると考えていますね。ゴール
を描いていたとしてもPDCA※を回すこ
とができず、肝心の目の前のことが疎か
になっています。目の前のことにしっか
り取り組んでいけば、キャリアは自然と
積まれていくんですけどね。
西尾　今、村松さんがおっしゃっている
ことは、スタンフォード大学のジョン・D・
クランボルツ教授の計画的偶発性理
論ですね。チャンスは偶然にやってくる
ものですが、目の前のことを一生懸命
やっていれば、与えられたチャンスを掴
むことができるという。
廣田　よく、就職活動の目的を見失って
いる人がいます。企業分析もOB訪問も
十分にやったからと満足しているので
すが、本質が分かっていないのかなと
思います。就職塾や本で情報を集めて、
武器はたくさん持っているけれど戦う
相手がいなくて、ただ振り回しているだ
けの学生が多いように感じます。
西尾　確かに志望した会社の内定が
取れたのに「僕はまだ就職活動をやり
きっていない」という学生もいます。手
段が目的になっているんですね。ところ
で、社会人の皆さんから見て、学生には
どんな学生生活を送ってほしいですか。
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楽天株式会社
　1997年設立。従業員数は7,119名

（連結：2010年12月末現在）。インター
ネットショッピングモール『楽天市場』
の運営をはじめ、個人向けオークション
サイトの運営などのeコマース事業、クレ
ジットカード事業、銀行事業、ポータル・
メディア事業、トラベル事業、証券事業、
プロスポーツ事業、通信事業など、幅広
く展開。2012年4月には、社内の公用語
が英語になる予定。

楽天株式会社
採用育成部 採用推進課

守
も り や ま

山高
た か ひ ろ

広さん

Special Report

仕事を知るために
より多くの出会いを



守山　今の学生は成功体験や失敗体
験が極めて少ないと思います。非常にう
れしかったことや、死ぬほど悔しかった
ことが少ないのではないでしょうか。そ
れは周囲の大人にも責任があると思い
ます。褒めないし、叱らない。大人が子
供に対して疎遠になっているように思
います。私は自分の子供をめちゃくちゃ
叱るし、褒めるようにしていますよ。
村松　いいですね。今は学校でも家庭
でも叱らない。それでは限界値や境界
線が分からない子になると思います。
学生生活ではいろいろなことにチャレ
ンジして、失敗したり怒られたりしてほ
しいですね。教授にも厳しい指導をし
てほしいです。叱られた数は勲章だと
思います。
小林　学生時代は、自分とは違うフィー
ルドの人と接して、経験値を積んでほし
いですね。まずは身近な大人と接して
ほしいです。
西尾　大人と会話をする機会が少な
かったり、リーダーとしての経験が少な
い学生もいるので、キャリアセンターの
職員が「まず親戚のおじさんと話そう」
と言ってみたり、飲み会の幹事をするよ
うに勧めることもあります。
守山　心臓の鼓動が高まるような機会
をたくさん作ってほしいですね。好きな
人に告白してふられたり、人前で話した
り、どきどきするような経験をしてほし
いです。
廣田　電通が学生に伝えているメッ
セージがあります。「夢を描くこと、描い
た夢を形にすること、形にするまで立
ち向かい続けること」。学生時代に何か
を形にすることの喜びや成功体験を味
わってほしいと思います。

西尾　最後に、学生の親が子供のキャ
リア支援にどう関わっていけばいいか
ということについてお聞きしたいと思い

ます。最近の就職氷河期報道の影響も
あって、キャリアセンターには毎日のよう
に父母から相談の電話があります。大
学によっては父母向けの就職ガイドを
配布していたりしますが、どうお感じに
なっていますか。
村松　家庭内では、働いている人を
ヒーローにして、働くことへの憧れを醸
成することが大切だと思います。母親が
「お父さんは飲んでばっかり」と愚痴を
言っていると、子どもは働くということ
に疑問を持ちますよね。わが家のことで
はありませんが（笑）。
小林　私の家は共働きだったのです
が、両親は普段から家で仕事の話をし
ていました。祖母も両親を褒めていて、
私は働いている両親のことをかっこい
いと思っていました。家庭内で仕事の
話をすることは、子どもの職業観に良い
影響を与えると思います。
守山　私の父は銀行員で、無遅刻無欠
勤で堅実に勤め上げた人です。そんな
父を尊敬していましたが、私自身は父
親と性格が真反対だったため、銀行員
にはなれないなと思っていました。そう
いった意味では影響を受けているかも
しれませんね。
廣田　面接や説明会の申し込みの電話
が、明らかに学生の親から掛かってくる
ことはあります。親に依存する学生はだ
めだと思いますが、子の依頼を受ける親
のほうもしっかりしてほしいですね。
西尾　就職活動の現状を知りたいとい
う親御さんの要望には応えたいと思い
ます。しかし、実際に就職活動を続けて
進路を決断するのは学生本人です。適
度に距離をとりながら励ましていただき
たいと思います。
　本日は忌憚のないご意見をありがと
うございました。私たちも学生の自主性
を尊重しながら、最大限の応援をして
いきたいと考えています。

※�PDCA：Plan（計画）、Do（実行）、Check
（評価）、Act（改善）の4つのサイクルを繰
り返し、ものごとを継続的に改善する。
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善する。

株式会社i4（アイフォー）
　2010年設立。学内キャリアガイダンス
や企業説明会（セミナー）の企画ファシリ
テーション。就職採用支援、社会人基礎
力向上に関する各種事業を行っている。
学生が仕事（働くこと）を身近に感じ、
体験し、考えることができる場の創出や、
就職率向上、社会人基礎力向上、就職
採用ミスマッチの防止に貢献することを
理念としている。

株式会社i4（アイフォー）
代表取締役社長

伊
い と う

藤篤
あ つ し

志さん

家庭内での仕事の話が
職業観を醸成する



2Chapter 早稲田大学ではキャリア形成に資するさまざまな授業を設置しています。ここではその一部を紹介します。

授業紹介

　学生が卒業後の人生設計を考える上で中心となるのは「仕
事」であることは明らかで、その仕事を遂行する上で「能力」や
「適性」ばかりを気にかける人は多いでしょう。しかし人生設計
を考える上で、社会の中で自分をどう生かし、社会とどのように
折り合いをつけていくのかという広い視野と正しい知識が欠か
せません。
　「人材育成学」はキャリアセンターの肝入りで設置された科目
です。私はこの授業を「職業生活全般を含めた人生設計を自分
なりに考える時間」と位置付けています。
　授業の内容は大きく分けて二つあります。一つはゲストスピー
カーによる講義です。半期で5名から7名、幅広い分野・領域で
活躍されている方を招き、直接お話を聞きます。実社会の切り口
に触れる経験を積みます。昨年のゲストは、企業の人財部長や
国際機関のスタッフ、オリンピックの金メダリストなどです。

　もう一つは、講義内容の理解とテキストの読み込みを前提と
したグループディスカッションです。学年別などのグループに分
かれて進め、さらに二人一組のペアを作り、お互いに議論の内
容やスキルを評価し合います。こうした議論の時間を持つこと
で、講義の内容をじっくり考え、理解することができると考えて
います。同時にペア同士が、意見や姿勢について客観的に評価
し合うので、ディスカッションスキルの向上にもつながります。

オープン教育センター設置科目

「人材育成学 ― 個人の視点から」「人材育成学 ― 社会の視点から」
白木三秀 
政治経済学部教授

グループに分かれて自分のキャリアを話し合う学生たち

Course@Naviで授業を進めています

　ビジネス思考とは、問題解決を進める際の理解力や洞察力、
思考力、説得力などのビジネススキルです。仕事ができる人材に
なるということは、単なる知識や学生時代の成績だけではなく、
仕事に立ち向かう姿勢や向上心（ビジネスマインド）を磨き、仕
事に有用なビジネススキルを絶えず吸収・発揮し、ビジネス思考
力を高めていくということです。
　この授業で取り扱う内容は学問ではなく「実学」であり、あ
まり体系化されたものではありません。社会に出る際に知って
おくと役に立つ「企業を取り巻く環境の見方」や「経営の仕組
み」、「ビジネスパーソンに求められる姿勢やスキル」、「ビジネス
に携わる上で発揮すべき論理的思考力や問題解決能力を身に
付けるスキル」を学んでほしいと考えています。さらに問題整理
の方法や問題解決の着眼点など、学生時代でも使えるスキルを
随所に織り交ぜる工夫をしています。
　これからのビジネスパーソンには「問題解決能力を高める
スキル」と「コミュニケーション能力の向上」が求められていま
す。もはやロジカルシンキングやプレゼンテーションスキルなど
の“単品メニュー”や切り口だけでは、企業もビジネスパーソン
も満足しません。いわゆる「地頭力を高める」ことが注目されて

います。
　キャリアには段階があります。社会に出てすぐは「自立」フェー
ズ。自立とは「人や組織に過度に依存せず、自分の頭で論理的に
考え抜き、自らの手足を使い責任をもって行動する」ということで
す。次の段階が「自律」。律とは信条・哲学、美学・スタイルのよう
なもので、自分の律をしっ
かりと持ち、ぶれないコン
パスで一つひとつ判断し
て進めるかが、「強いキャリ
ア」の要となります。そして、
この「自律」の段階を卒業
して初めて「自己実現」と
いうキャリアアップの段階
に入ります。このようにキャ
リアとは、人生の大半を過
ごすビジネス社会で個 人々
が果たすべきミッションの、
実施設計図・航路図だと
考えています。

オープン教育センター設置科目

「企業実務概論：ビジネス思考の基礎」
石渡 明
非常勤講師

松居辰則 
人間科学学術院教授
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Special Report

大学卒業後のビジョンを描きキャリアにつながる力を磨く「卒業準備プログラム」
　2010年度よりスタートしたオープン教育センターに設置されたプ
ログラムの一つです。卒業を間近に控えた4年生を主な対象に、社
会で活躍できる力を養い、必要なスキルを磨くことを目的としていま
す。社会人に必要な知識の修得を目的とした「社会人実践準備コー
ス」は、ソーシャルスキル、ビジネススキル、コンプライアンス・法務、イ

ンターンシップの4つのカテゴリーで構成され、プレゼンテーション
スキルや語学力、コミュニケーション力などを学ぶことができます。
さらに知識を深めたい学生には、単位を付与しない有料講座の「ビ
ジネスインテンシブコース」があります。実習・演習中心の講座で、論
理的思考法やロジカルライティングなどを学ぶことができます。

　本講義は、ジャーナリズムとは何か、それはどのような社会的
な働きをしているのか、それが輝いて見えるのはどのような時
か、ジャーナリストとは何者か、どのような仕事をしているのか、
何故それをしているのか。こうした問いに取材過程という視点
からアプローチしていく授業です。
　授業では、現役の優れたジャーナリストから直接お話を聞き、
討論をしています。学生には生身のジャーナリストからジャーナ
リズムの現在を体感してもらいたいので、ジャーナリストのどの
ような問題意識から、どのような取材のプロセスを経て、どのよ

うな作品が生み出されて
いくのかを見て、考えても
らいたいと思っています。
　ここに選ばれたジャー
ナリストの皆さんは、昨年
度「石橋湛山記念早稲田
ジャーナリズム大賞」受
賞者、ジャーナリズムの本

道を歩むジャーナリストたち、最近のジャーナリズム上のトピッ
クの論客、そしてジャーナリズムにインパクトを与えた方々であ
り、まさに最前線で活躍するジャーナリストから学べる授業と
なっています。
　学生たちには日頃から新聞や雑誌をよく読み、テレビの
ニュースやドキュメンタリーに接し、ノンフィクションを読み、映
画館に足を運ぶなど、メディアでどのようなジャーナリズムが
展開されているかを日々観察するようにしてほしい。そして、こ
の講義では、毎回異なる講師が登壇するので「一期一会」を
旨として、緊張感をもって各回の授業に臨み、ジャーナリズムと
ジャーナリストについての理解を深め、今後、自身の将来や進
路を判断する上で役立ててほしいと考えています。
　キャリアのベースにあるのは、職業とかプロフェッションとか
の考え方だと思います。その土台がしっかりしていないと、キャ
リアとは上滑りしたものになってしまいます。その職業の社会的
な意味を押え、理解したうえで、個人的な職歴の展開を考えて
いってほしいと思います。

オープン教育センター設置科目

「報道が社会をかえる ー取材過程論ー」（石橋湛山記念早稲田ジャーナリズム大賞記念講座）

花田達朗 
教育・総合科学学術院教授

　女性のキャリアスタイルは多様化し、個々の能力を生かしな
がらキャリアをクリエイトする傾向にあります。
　「ウーマン・キャリアクリエイト講座」では、第一線で働いてい
る女性たちをゲストスピーカーに招き、それぞれの「キャリアク
リエイト」の経過を語っていただいています。ロールモデルを提
示することは、働く女性の「現状」と「これから」を映し、時代の
変化の兆しをとらえ、将来像を描くことに役立つと言えます。そ
れぞれの体験談から、共通点だけではなく時代などによる違い
も感じ取れるよう、職業や経歴、年齢も多彩な方々を招くように
しています。授業の進め方としては、質疑を通じてより深く話を
掘り下げることで、時代背景などの「情報」とその人の「体験」
とを結びつけて示せるように心掛けています。
　この授業を通して学生たちには、キャリア形成において迷っ

た時に力になる「引き出し」、つまり知的財産をたくさん作って
ほしいと考えています。社会に出て困難に直面した時に「こん
なことを言っていたな」という「引き出し」があると、対処の仕方
が自ずと違ってきます。授業で学んだ「この問題は以前に聞い
たことと同じだ」と気づき、過去に学んだ知識を「引き出し」か
ら取り出して使うことが重要です。それが問題を解決する要因
に変わるからです。
　学生が自らのキャリア
を模索し、形作っていく
ための力となるたくさん
のデータを「引き出し」に
蓄積することを期待して
います。

オープン教育センター設置科目

「ウーマン・キャリアクリエイト講座」（新日本有限責任監査法人寄附講座）

並木秀男 
教育・総合科学学術院教授

矢口徹也  
教育・総合科学学術院教授

田村真理子 
非常勤講師

第一線で活躍する先輩社会人から学ぶ

多彩なジャーナリスト陣による講義
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留学

パナソニック電工㈱ 東北電材営業部 仙台営業所
深澤雅之さん

（2009年3月国際教養学部卒業）

　私は2006年9月から約1年間、中国・北京大学へ留学しました。
この留学中に多くの方々に出会ったことが私のキャリア形成に
大きな影響を与えました。
　留学前は自分の将来に対して「企業に就職し、将来は興味が
ある海外で」程度のイメージを持っていました。しかし留学先で
は、自分と同じような日本人留学生たちが夢や目標を持ってお
り、さらに授業や稲門会で変わったキャリアを形成している人
たちと出会い、自分が何をしたいのか深く考えるようになりまし
た。帰国後は、中国で知り合った方を介して興味のある方面の
方に会うことができ、有益な時間を過ごせました。
　現在私はパナソニック電工に勤務しています。今はまだ自分
が望むような仕事をできるほどの実力もありませんが、自分が
やりたい方面の仕事へのステップアップを目指しています。中国
で出会った人々のように世界へ飛び出してもいいかなとも思っ
ています。このような考えになったのも、留学先でパワフルな
人々に出会えたからだと思います。

実体験

山形テレビ
佐々木真奈美さん（2010年3月第一文学部卒業）

　私は今、山形のテレビ局でアナウンサーをしています。実際に現
場へ足を運び、自分の目で見て、聞いて、感じ、伝える「現場主義」を
モットーにしています。きっかけは、大学での友人たちとの出会いで
した。行動派の友人たちに刺激され、「自分も何かしたい！」と考える
ようになりました。
　2008年の北京五輪。当時、マスコミはチベット騒動について盛ん
に報道していました。しかし報道されていることがすべてなのか違
和感を覚えていた私は、聖火が長野に来ることを知り現地に赴きま
した。実際に現場を目の当たりにしたことで、現場の深さを知りまし
た。以来、疑問に思うことや好奇心がくすぐられる場所には、国内外
問わず実際に行くようになりました。今思えば時間に余裕のある大
学生だからできたことだと思います。大学時代に身につけたフット
ワークや考え方は、とても貴重な財産です。
　進路に悩んだ時はキャリアセンターの学生キャリアアドバイザー
に相談しました。「なぜアナウンサーになりたいのか？」を考えるきっ
かけとなり、「気づき」が生まれました。内定後に自らアドバイザーとな
り、相談に乗る時は、「なぜ？」を一緒に考えるように心掛けました。

3Chapter 大学の授業以外に、学生は学生時代のさまざまな実体験を通して、自身のキャリアを意識するようになります。
本学の学生と卒業生に、キャリアを意識するようになったきっかけ、
それにともなう意識や行動の変化について寄稿いただきました。

学生・卒業生の声

インターンシップ

文化構想学部4年
山下直人さん（2012年3月卒業予定）

　自分のキャリアを本格的に意識し始めたのは大学3年
生。ジャーナリズムに関心が高かった私は、実体験こそ
が後のキャリアにつながると考えました。幸い早稲田大
学はマスメディア関連のインターンシップが充実していま
す。今後の就職活動や自分の価値観を磨いていきたいと
いう思いで、新聞社のインターンシップに応募しました。
　インターンシップでは記者の一日の仕事、仕事への思い、
記者を選んだ理由など、記者の方 と々近い距離で話ができ
ました。また、自分の書いたものが紙面に掲載されることも
あり、責任の重大さを実感しました。この２週間は大変刺
激的で、一生の財産となりました。インターンシップ後は、よ
り一層マスコミ関係の仕事に就きたいという思いが強くな
りました。実際の就職活動でもマスコミを第一志望に活動
し、念願の出版業界に進める
ことになりました。初心を忘
れずに、本当に社会に良いこ
とは一体何なのか、社会のた
めになるさまざまな価値を生
み出せるよう、常に夢を持ち
続けていきたいです。

ボランティア活動

日本経済新聞社 東京本社編集局
大林広樹さん

（2005年3月社会科学部卒業・2007年3月大学院公共経営研究科修了）

　大隈庭園に小さな田んぼ「わせでん」があります。学部３年生の時、ボラ
ンティアセンター（WAVOC）提供の「農山村体験実習」で出会った仲間と
「学生NPO農楽塾」を立ち上げ、開墾しました。プロジェクトを一から作る
貴重な経験をし、農山村の現状を学び、各地で問題解決に挑む人々の熱
意と人材育成の重要性を知りました。
　「地域と人の活性化」に関心があった私は、ヒントは現場に潜むと確信。
大学院に進学し、地域活性化に取り組む企業や自治体でインターンを経
験しました。また、「農楽塾」を取り上げてくれた報道の仕事に関心を持ち
ました。現場の隠れた話題や問題を掘り起こして社会に発信し、世間の関
心を高めたり、人々の思いをつないで背中を押したりする報道は、地域活
性化に貢献できると考えたのです。
　現在私は記者として都市再生や都市農業など、東京都の政策を取材し
ています。フットワーク軽く現場を歩き、粘り強く伝えるべき話を探す日々
ですが、こうした姿勢は学生時代に培われた気がします。
　今後は「地域と人の活性化」について、熱い心と冷静な視点で事象の本
質を読み解いていきた
い。まちづくりへの参加
の実践も積み、活性化
に貢献したいと考えて
います。
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―キャリアセンターの沿革を教えてく
ださい。
　本学のキャリアセンターは2002年、
全国の大学では2番目に設立されまし
た。各大学の就職課がキャリアセンター
へと変わっていったのは2000年前後の
就職氷河期がきっかけです。それまで
は就職希望者の多くがそれほど苦労な
く就職していましたが、その時期になか
なか決まらない学生が出てきました。そ
のため、低学年からキャリアを考える機
会を設ける必要が全国的に出てきたの
です。本学では以前からそうした活動
が行われており、好不況に関わらず高い
就職率を維持しています。昔から早稲

田の学生は自立心が旺盛で、チャンスを
与えれば積極的につかみ取っていきま
す。ですからキャリアセンターでは、学
生に何かを強制するようなやり方で指
導することはありません。豊富な選択肢
を提案することを通して学生のキャリア
形成を支援しています。

―大学に求められるキャリア支援と
はどのようなものだとお考えですか。
　一言で言えば、人生設計のお手伝い
です。本学の三大教旨の一つに「模範
国民の造就」がありますが、大学は人
格形成の場でもあります。学生たちは
学問や課外活動を通じて人間性を養っ
ていきますが、学生生活の先にある、卒
業後の人生を示唆することが、大学に
求められているキャリア支援だと考え
ています。

―センターではどのような活動を行っ
ているのでしょうか。
　一例をあげると、さまざまな職業や
企業について知ってもらうため、各分野
の方々を招いて年数百回の講座を開催

しています。学生たちは生の声を聞い
て刺激を受け、普段の勉学のモチベー
ションにもつなげているようです。
　今後視野に入れていることの一つと
して、インターンシップ制度の拡充があ
ります。現在の対象は主として3年生で
すが、それを低学年まで広げていくの
です。より多くの学生と企業をつなぐた
めにも、キャリアセンターと企業との信
頼関係をさらに築いていきたいと考え
ています。

―最後に、学生のキャリア形成におけ
る親の役割は何でしょうか。
　必要があれば、人生の大先輩として
相談に乗ってあげてください。ただ、「あ
の会社に行くべきだ、行かなければなら
ない」という押しつけは意味がないと
思います。また、就職活動には面接のた
めのスーツ一式、交通費などの経費が
かかり、活動中はアルバイトの時間もあ
りません。したがって、就職活動中の学
生への金銭的援助は現実問題として重
要だと思います。学生たちの自立心を信
じ、学生自身がしっかりと将来を考えら
れるように、応援してあげてください。

キャリアセンター長

笹
さ さ く ら

倉和
か ず ゆ き

幸 政治経済学術院教授

キャリアセンターの主な取り組み
　キャリアセンターでは、「就活ミニ
セミナー」をはじめ、「生き方を考え
る」シリーズや「仕事を知る」シリー
ズなどのさまざまなイベントを主催
し、学生がキャリアについて考える
機会を設けています。
　センター内には個別相談ブース
を備えており、学生へのカウンセリ

ング体制も整っています。
　他にも「就職活動ガイドブック」
「キャリアガイドブック（1・2年用）」
「インターンシップの手引き」などの
ガイドブックを刊行。Webサイト上
でもイベントやインターンシップを
はじめ、学生へのキャリア支援に
関する情報を提供しています。

キャリアセンター
が刊行するガイド
ブック

6月8日に行われたキャリアサポート
セミナーの様子。各界の第一人者が
自身の経験をもとに講演します

早稲田大学キャリアセンター Webサイト▶ http://www.waseda.jp/career/

4Chapter キャリアセンターの役割や本学のキャリア支援について伺いました。

キャリアセンター長インタビュー

個別相談は年間延べ7,000名以上

Special Report

日本経済新聞社 東京本社編集局
大林広樹さん

（2005年3月社会科学部卒業・2007年3月大学院公共経営研究科修了）
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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］
おとたけ・ひろただ
1976年生まれ。早稲田大学政治経済学部経済学科卒業。大学在学中に執
筆した『五体不満足』が500万部を超える大ベストセラーとなる。大学卒業
後は、約7年間にわたりスポーツライターとして活躍。2005年には新宿区教
育委員会の非常勤職員として教育活動をスタートさせる一方、明星大学の通
信課程で学び、小学校教諭免許状を取得。2007年～ 10年、3年契約で杉並
区立杉並第四小学校の教諭を務める。現在はナチュラルスマイルジャパン株
式会社取締役として「まちの保育園 小竹向原」の運営に携わりながら、執筆
や講演活動を行っている。

印象的な表紙と自身の経験をユーモラスに綴った内容で大きな反響を呼んだ『五体不満足』。在学中に
この本を書いた乙武さんは卒業後、スポーツライターや教師などさまざまな分野で活躍されてきました。
これまでの歩み、そしてご自身の活動を通じて社会に伝えたいメッセージについてお話を伺いました。

——まずは早稲田で過ごした学生時代につ

いてお聞かせください。

　大学ではさまざまなことに挑戦しました

が、大学1年生の秋に参加した「早稲田い

のちのまちづくり実行委員会」が特に印象

に残っています。元々は事業ごみの有料化

に伴い、早稲田商店会がごみの削減やリサ

イクルの推進に取り組んでいたのですが、

活動を進めるうちにバリアフリーや地域教

育を整備していく必要性に気付き、「力を貸

してもらえないか」と声を掛けてくれたので

す。車イスの学生が参加していることが新

聞にも掲載され、その後はマスコミに登場す

る機会が増えていきました。『五体不満足』

も僕のドキュメンタリー番組を見た出版社

の方が、「本を書きませんか」と執筆を依頼

してくれたことで誕生したんです。こういっ

た意味でも「早稲田いのちのまちづくり実

行委員会」は自分にとって原点と言える活

動だと思っています。

——『五体不満足』を書かれて心境の変化

はありましたか。

　幸いなことに多くの方々に読んでいただ

けましたが、実は精神的に負担となってい

た時期もありました。そもそも僕は福祉を

学んでいた人間ではありません。障がいが

あっても人生を楽しく過ごす人間だってい

る。そんな気持ちで書いた本なのですが、

出版後は世間から「福祉の未来を担う人」

としてとらえられているように感じました。

「乙武さんは立派」「素晴らしい活動だ」と

いった過度な賞讃や期待を、やがてわずら

「立派な人」という
プレッシャーを乗り越えて

自分が生まれた意味を考え、
今できることを精一杯に。

essage to the next generation
M

作家

乙武洋匡さん
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わしく、十字架を背負わされたかのように感

じるようになりました。「本なんて書かなけ

れば良かった」と後悔もしました。そんなと

きに僕を救ってくれたのが家族であり、大学

の友人たちです。世間で描かれたイメージと

の乖離に苦しんでいるときも、家族や友人

たちと過ごすときだけは素の自分に戻れま

した。彼らに対しては感謝以外の言葉が見

つかりません。

——卒業後の仕事としてスポーツライターを

選ばれた理由は何ですか。

　一番の理由は、福祉とは全く違う分野に

挑んでみたかったからです。そう考えたとき、

最初に思い浮かんだのが昔から大好きだっ

たスポーツでした。そしてライターは「誰が

書くか」ではなく、「何が書かれているか」が

重視される職業。書く技術をしっかりと身に

付ければ、「あの『五体不満足』の著者」と

して世間から注目を浴びなくなっても仕事

をしていける。自分の生き方を考えたうえで、

新しいことに挑戦する決断をしました。

——スポーツライターとしてキャリアを積ま

れた後、活動の場を教育へと広げられた経

緯を教えていただけますか。

　10代前半の子どもたちが重犯罪に手を

染めてしまうニュースを見るたびに、僕は加

害者側の少年少女にも「かわいそうに」と

いう感情を抱いていました。被害者や遺族

の方々のお気持ちを軽視するわけではあり

ませんが、僕は子どもたちのサインに気づい

てあげられなかった周囲の大人にも責任が

あるように思ったのです。そこで改めて僕の

人生を振り返ってみると、自分がいかに恵ま

れた環境で育ったのかに気付きました。僕

が生まれたとき、周囲の人は母がショックの

あまり卒倒するのではないかと心配したそう

です。でも母は初めて僕を目にしたとき、「か

わいい」と言って抱きしめてくれました。母親

だけではありません。父や周囲の大人たち

の愛情があったからこそ、僕は「自分は愛さ

れている」という自己肯定感を育むことがで

きたのです。今度は自分が、社会や下の世代

に対して恩返しをしたい。教育に意識が向く

ようになったのはそんな気持ちからです。

——教員時代で印象に残っている出来事は

ありますか。

　3、4年生と2年間担任をした男子児童の

ことが忘れられないですね。小学校では

毎週のように漢字のテストがあり、彼はよく

勉強をしていたのですが成績は思ったよう

に上がりません。それでも彼は諦めません

でした。学年最後の漢字テストは三学期に

習った漢字が出題される総復習。そのため、

クラスで「漢字博士」と呼ばれていた児童

でさえ満点を逃すほど難易度は高くなりま

す。しかし、彼はそのテストで満点を取った

のです。彼の答案に一つずつマルを付けな

がら、最後の方は手が震えてきました。僕は

どちらかと言えばその場の勝負強さが持ち

味で、「継続は力なり」という言葉が苦手で

した。しかし、彼のひたむきな姿に、その言

葉の意味を改めて教えてもらった気がしま

す。子どもたちと過ごした3年間は、僕にとっ

てかけがえのない、貴重な体験。本当に素

晴らしい時間を過ごすことができました。

——次 と々新しいことに挑戦する原動力は

何でしょうか。

　作家、スポーツライター、教員を経て、現在

は地域と融合しながら子育てをすることを

コンセプトとした保育園の運営に携わって

います。やっていることがバラバラだと感じ

る方もいるかもしれませんが、実はすべて一

本の線でつながっているのです。「みんなち

がって、みんないい」。このメッセージを伝え

たいという強い気持ちが全ての原動力に

なっています。今後、具体的に何をしていく

かはまだわかりませんが、これまで多くの人

に支えられてきた感謝の気持ちを忘れず、

この体で生まれてきた僕だからこそできる

ことを意識しながら、さまざまな活動をして

いくつもりです。

——最後に、これからの早稲田大学に対し

て期待することをお聞かせください。

　早稲田の魅力と言えば、全国からさまざ

まな価値観を持った人が集まる多様性と、

それを受け入れる懐の広さではないでしょ

うか。こうした早稲田の特徴は、今後も残し

ていっていただきたいです。また、これは大

学だけでなくご家庭においても同じことが

言えるかもしれませんが、学生が挑戦したと

き、その結果のみで判断することなく、まず

は挑戦した姿勢を評価してほしい。失敗を

恐れていては何も始まらず、有意義な経験

を積むこともできませんから。チャレンジ精

神を持った人材を輩出するためにも、ぜひ

学生が挑戦しやすい環境を整えていって

ほしいですね。

東日本大震災発生後、
自らにできることを考
えながら被災地で過
ごした行動を綴った
最新刊『希望　僕が
被災地で考えたこと』

4 月に開園したばかりの「まちの保育園 小竹向原」

感謝の気持ちを忘れず、
自分にできることを

これまでにもらった愛情を
社会に還元したい
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　政治経済学部では昨年9月より、留学
生を対象とした、英語による授業だけ
で学位を取得できるグローバル30プロ
グラムがスタートしました。遅ればせな
がら、グローバル化に向けて大きな一歩
を踏み出しました。留学生たちから、あ
らためて文化や社会の多様性を印象づ
けられています。
　例えば、異なる政治体制の国や地域
から来た留学生の多くは、憲法とは支
配のための道具であると認識していま
す。国家権力を統制するものであるとい
う近代憲法の本質をきちんと説明する
必要があります。日本の近代化の成功と
失敗から多くの教訓が引き出せるはず
ですので、それらをいかに分かりやすく
提示していくかが問われます。
　留学生たちは良い成績をとり、大学
院への進学や良い企業への就職を実
現する、といった明確な目的を持って本
学で学んでいます。そのため、提出物の
期限を守ることや授業に出席をするこ
となどが、どれだけ成績に反映される

のかについて、はっきりとした説明を求
めてきました。今まで私たちがあいまい
にしてきたことについて、説明責任が生
まれたのです。
　これらを通じて、これまで当たり前だ
と思っていたルールや授業の進め方な
どを見直すことができ、FDにつなげる
きっかけとなりました。

　私がFDに関心を持ったのは、1992
年にアメリカのイェール大学に留学した
ことがきっかけです。特に驚いたのは、
授業に遅れてくる教員はおらず、レポー
トのテーマを決める段階から教員がき
ちんと指導に当たっていたということな
どです。
　当時の日本企業は、学生たちが大学
で余計な知識を得ることを求めず、大
学側も勉強をしない学生たちを黙認し
ていました。ところがアメリカでは、学
生たちが良い就職を勝ち取るためには
大学で良い成績を修める必要があり、
教員たちも高い意識を持って授業に臨
んでいました。アメリカと日本では社
会の中での大学のあり方が根本的に
違ったことに、私は大きなショックを受
けました。
　帰国後に本学に専任講師として着任
してからは、学生たちに授業に関するア
ンケートをとり、学ぶ意欲のある学生た
ちの意見を取り入れることで、取り上げ
るテーマの選択や説明の仕方など授業

の改善をそれなりに図ってきました。

　現在、政治経済学部ではFDのため
に、3年前から取り組んでいることがあ
ります。それは、1年生を対象とした「総
合基礎演習」を担当する教員同士で、
年間数回機会を設けてお互いの指導
法を発表し合い、良い事例を共有する
というものです。特に若い教員たちは
興味深いアイデアに基づくさまざまな
工夫を実践しており、大いに参考になり
ます。こうした取り組みを標準化させる
ことで、教員の指導能力をさらに高め、
授業の質の底上げを図っていきたいと
考えています。
　質の高い授業を行えば、おのずと目
的意識の高い学生がこれまで以上に
本学に来るはずです。教員と学生との
間の刺激ある相互作用が本学を日本
社会で、そして世界でさらに存在感あ
る大学に作り上げていくことができる、
と信じています。

留学経験をもとに
授業内容の改善に取り組む

留学生たちから教えられたこと

教員の指導能力を高め
存在感のある大学を目指す

「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、教育の質を高めています。今回は、教務主任として推進役を担っている政治経済学術院の川岸先
生に、FDに関心を持ったきっかけや授業での工夫についてお伺いしました。
※�ファカルティ・ディベロップメント（Faculty�Development）
　……教員が授業内容・方法を改善し向上するための組織的な取り組みの総称

プロフィール

かわぎし・のりかず
1987年早稲田大学政治経済学部卒業後、同
大学院政治学研究科に進学。1989年同政
治経済学部助手。1992年イェール大学ロース
クールに留学、1993年LL.M.（法学修士）を取
得。帰国後1995年早稲田大学政治経済学部
専任講師・助教授を経て、2002年同学部教
授。2004年にイェール大学ロースクールにて
J.S.D（法学博士号）を取得、同年4月より早稲
田大学大学院法務研究科教授を併任、現在
に至る。▲�学生との対話を大切にしながら

　授業をすすめています

政治経済学術院　川岸令和教授

留学経験を生かしてFDに取り組み
世界で存在感を発揮できる
大学を目指す
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今号のオススメ

■『書を持って農村へ行こう ―早稲田発・農山村体験実習のすすめ』
    堀口健治（政治経済学術院）／加藤基樹 （WAVOC）編
    早稲田大学出版部　2011年3月

■『「人間の安全保障」論 ―グローバル化と介入に関する考察』
    山本武彦（政治経済学術院）他訳　法政大学出版局　2011年3月

■『ケースブック労働法（第3版）』
    島田陽一・中窪裕也・水町勇一郎（以上、法学学術院）他著　有斐閣　2011年3月

■『金融サービスのイノベーションと倫理 ―金融業の規律ある競争』
    早稲田大学大学院ファイナンス研究科編／首藤惠（商学学術院）編著
    中央経済社　2011年3月

■『株式市場の流動性と投資家行動 ―マーケット・マイクロストラクチャー理論と実証』
    早稲田大学大学院ファイナンス研究科編／宇野淳・竹原均（以上、商学学術院）著
    中央経済社　2011年3月

■『少子化時代の家族変容 —パートナーシップと出生行動』
    阿藤誠（人間科学学術院）他編　東京大学出版会　2011年3月

■『エンタテインメント法への招待』
    道垣内正人（法学学術院）他編著　ミネルヴァ書房　2011年4月

■『スポーツ法への招待』
    道垣内正人（法学学術院）他編著　ミネルヴァ書房　2011年4月

■『日本の迷走はいつから始まったのか ―近代史からみた日本の弱点』
    小林英夫（国際学術院）著　小学館　2011年4月

■『プロ公務員を育てる人事戦略 PART2』
    稲継裕昭（政治経済学術院）著　ぎょうせい　2011年5月

■『人的資源管理の基本（第2版）』
    白木三秀（政治経済学術院）他編著　文眞堂　2011年5月

■『現代総合商社論 ―三菱商事・ビジネスの創造と革新』
    堀口健治・笹倉和幸（以上、政治経済学術院）監修
    早稲田大学出版部　2011年5月

■『新・民法学 2　物権法（第4版）』
    山野目章夫（法学学術院）他著　成文堂　2011年5月

■『アインシュタイン大全 ―世紀の天才の思想と人生』
    小山慶太（社会科学総合学術院）監訳　東洋書林　2011年5月

■『朝鮮・韓国工業化と電力事業』
    小林英夫（国際学術院）編著　柘植書房新社　2011年5月

■『社会保障と福祉国家のゆくえ』
    齋藤純一（政治経済学術院）他編　ナカニシヤ出版　2011年6月

■『Communication in Elderly Care : Cross-Cultural Perspectives』
    Peter Backhaus（教育・総合科学学術院）編　Continuum　2011年6月

■『エッセンシャルIFRS』
    秋葉賢一（商学学術院）著　中央経済社　2011年6月

※2011年新緑号Books内に誤りがありました。お詫びして訂正します。

■『新しい公共と自治の現場』
    寄本勝美・小原隆治（以上、政治経済学術院）編　コモンズ　2011年2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

『テレビの未来を拓く君たちへ ―NHKエンター
プライズ「早稲田大学寄附講座」講義録』
伊藤守（教育・総合科学学術院）他編　NHK出版　2011年3月

本書は2010年度にNHKエンタープライズ寄附講座「テレビ
に未来はあるか」と題した前期後期30回の講義をまとめたも
のである。講義はNHKの番組制作の第一線で活躍する制作
者や海外への映像販売さらにインターネットへの映像配信などの事業展開に携
わる方々の生の声を聞くことができる絶好の機会となった。大きな変動の途上に
あるメディアやテレビの〈いま〉を内側から知ることができる貴重な本である。

本学で10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。
※ 電力・交通事情により、会期・時間を変更することがありますので、事前に各Webサイト等をご

確認ください。

B Eooks vents
7-10月

会場 早稲田キャンパス 14号館 1階 102教室　
日程 7月30日㈯　14：00 〜 17：00
道徳・倫理が希薄化しているといわれる現在、東日本大震災の経験も踏まえて

「環境」をめぐる事例や話題から身の周りの「倫理」について見つめ直します。
問   教育総合研究所　TEL：03-5286-3833　E-mail：IASE@list.waseda.jp

教育総合研究所 教育最前線講演会シリーズXII 「環境」と倫理を問い直す

会場 會津八一記念博物館　※日曜・祝日休館　7月18日㈪海の日は開館
 ①1階 企画展示室　②1階 富岡重憲コレクション展示室
日程  ①6月24日㈮ 〜7月30日㈯　10：00 〜 17：00
　　　 荻泉堂コレクション83点の中から、江戸時代の文人画、約30点を展示します。

清 し々く爽快な文人画の世界をご堪能ください。
 ②7月1日㈮ 〜8月7日㈰　10：00 〜 17：00
　　　※8月6日㈯、7日㈰は、オープンキャンパスにより10：00 〜 16：00開館
　　　 牡丹や蓮、菊そして宝相華などいろいろな花で飾られた工芸品の、制作された

時代や場所による変化をお楽しみください。
問   會津八一記念博物館　TEL：03-5286-3835　http://www.waseda.jp/aizu/

①江戸時代の文人画 荻泉堂コレクション寄贈記念　②工芸にみる花文様

会場 大隈記念タワー 10階 125記念室　 ※日曜・祝日閉室
 ただし7月18日㈪・8月7日㈰は開室、9月10日㈯・9月17日㈯は閉室
日程  ①6月24日㈮ 〜8月7日㈰　10：00 〜 18：00　
　　　 昨年度、校友や大学関係者の皆様から寄贈された貴重な資料の数 を々通じて、

改めて早稲田の軌跡をたどります。
 ②9月7日㈬ 〜10月8日㈯　10：00 〜 18：00
　　　 本年、生誕150年を迎える「早稲田四尊」の一人・天野為之と本学とを結ぶ

さまざまな資料を紹介し、その隠れた功績に光をあてます。
問   大学史資料センター　TEL：03-5286-1814　http://www.waseda.jp/archives/

①2010年度受贈資料展　②天野為之と早稲田大学展

会場 早稲田キャンパス 11号館　日程 7月31日㈰　12：30 〜 17：30
本学ビジネススクールに進学を検討されている方を対象としたフェアを開催します。
2012年度からリニューアルするプログラムを分かりやすくご説明します。
問   早稲田大学ビジネススクール　E-mail：wbs@list.waseda.jp　http://www.waseda.jp/wbs/

WBS（早稲田大学ビジネススクール）フェア

会場 早稲田松竹映画劇場　※定員150名、入場無料
日程 8月3日㈬　10：30 〜 20：30　※開場10：15
延期されていた2010年度卒業制作上映会を行います。秀逸な映画専門学校生の
作品を、ぜひ映画館でご覧ください。
問   川口芸術学校　TEL：048-269-7961 （広報：高橋）

2010年度川口芸術学校卒業制作上映会「Tolantto・Milantto」

会場 演劇博物館　①②2階 企画展示室 Ⅰ　③3階 現代演劇コーナー
日程  ①7月2日㈯ 〜8月7日㈰
　　　 近代歌舞伎に偉大な足跡を残した初代中村吉右衛門（1886〜1954年）。

衣裳や鏡台・舞台小道具などの所蔵コレクションを中心に、初代吉右衛門
のあゆみと芸の神髄を伝えます。

 ②9月21日㈬ 〜11月6日㈰
　　　 歌舞伎界で最も重い名

みょうせき

跡、市川團十郎家。「歌舞伎十八番」を制定した七代目
團十郎の偉大な功績を、貴重な収蔵品を中心にたどります。

 ③9月21日㈬ 〜2012年2月4日㈯
　　　 京都を中心に活動するアーティスト・グループ「ダムタイプ」が1990年代に

発表した作品『S／N』を特集。アートと社会との関係を考えます。
問   坪内博士記念演劇博物館　TEL：03-5286-1829　http://www.waseda.jp/enpaku/

①初代中村吉右衛門展　②七代目市川團十郎 ―生誕220年によせて―
③現代演劇シリーズ企画展 第38弾「LIFE with ART展」

『全契約社員の正社員化 ―私鉄広電支部・混迷
から再生へ（1993年〜 2009年）』
河西宏祐（人間科学学術院）著　早稲田大学出版部　2011年5月

2009年、広島電鉄会社（私鉄）の労働組合が「全契約社員
の正社員化」を実現したというニュースが全国を駆けめぐっ
た。そのために、労働組合自らが正社員の賃金の「減額」を提
案した。非正規社員の救済のために正社員が「痛み」を共有したのである。この

「広電現象」について、約20年間の実態調査を通して労働社会学的に解明した。
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 写真： 佐藤洋一（社会科学総合学術院 教授）

立ち並ぶ校舎と往来する学生で過密気味の早稲田キャンパスを抜けて、

大隈記念講堂前の広場を横切った先にポッカリ広がる緑の空間が、ここ大隈庭園です。

昼休みともなれば、敷石の小径が延びる芝生や木陰のそこかしこに学生たちの輪ができます。

もともとは高松藩主松平讃岐守の下屋敷の名園。

江戸の面影を残す和様四条家風の作庭であったものを、

ここに居を構えた大隈重信が、自然を生かした文人風の和洋庭園に改造したものです。

広大な芝生の遠景に築山、池、小さな滝を配し、数々の木々に自然石を据えたその造形は、

「極めて曲折の多い廣濶な……実に都下屈指の名園」（1910年『名園五十種』）と讃えられました。

大隈は園芸に興味を持ち、庭内の大温室に世界の蘭数十種を集め、メロンを栽培して来客にふるまい、

花壇に菊花数百種を育てて、広く学生や市民の観賞にも供したとのことです。

大隈の没後、その遺志により邸宅とともに大学に寄贈された庭園は、終戦の年の空襲で灰燼に。

その後、大学の努力と校友の尽力などにより今の姿に復旧、整備され、

戦火をのがれた大隈手植えのクスノキもそよぐ風に葉を揺らしています。

学生の憩いの場、大隈の愛した緑
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