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東日本大震災関連のニュース

　WAVOCの活動の一環で、学生6名が
栃木県小山市にて8月4日から10日にか
けて、福島県立双葉高校の11名の生徒
に学習支援を実施。双葉高校教員のアド
バイスを受けつつカリキュラムを作成し、

国語、数学、英語の3教科を教えました。
　学生たちは夜も寝ずに予習、授業練
習をし、高校生のどんな質問も一緒に考
え、そのかたわら花火やフットサルなど
も企画。高校生たちも次第に打ち解け、

学生に将来の夢を語るなどするようにな
り、そうした交流の様子に地域のNPO
や企業からも教材やお菓子などが提供さ
れるなど、支援の輪が広がりました。

平山郁夫記念ボランティアセンター（WAVOC）派遣学生が、被災地で奮闘
福島県立双葉高校生には学習支援を実施

WAVOCによる東日本大震災復興支援活動（7月〜）

日程 概要／参加人数

7月1日〜 3日� 宮古・田老第一中学校泥かき、がれき拾い� 31名

7月8日〜10日 大槌町・源水川清掃� 59名

8月22日〜 24日 陸前高田・田んぼの草刈り� 36名

日程 概要／参加人数

8月29日〜 31日 陸前高田・田んぼの草刈り� 40名

9月9日〜11日 大槌町・源水川清掃� 27名

9月16日〜18日 陸前高田・田んぼの草刈り� 81名

◆泥かき・がれき拾いボランティア

日程 概要（団体名）／参加人数

7月1日〜 3日 �宮古・音楽ボランティア
（ニューオルリンズジャズクラブ）� 31名

7月9日〜10日 �一関・スポーツボランティア（卓球部）� 5名

7月15日〜18日 �宮古・スポーツボランティア（柔道部）� 3名

8月4日〜10日 �小山・福島県立双葉高校学習支援
（Community�Aids�Project）� 7名

8月5日〜7日 �陸前高田・スポーツボランティア（柔道部）� 17名

8月9日〜11日
陸前高田他・コンサート参加など
（早稲田フィルハーモニー管弦楽団、ボクシング部、
パントマイムサークル舞☆夢☆踏）� 36名

8月9日〜12日 �山形・キッズ・アート・キャンプ・山形参加
（パディゴルフクラブ）� 3名

8月11日 盛岡・パフォーマンス（応援部）� 88名

8月12日〜14日 �名取・なとり鎮魂灯篭流し
（大学院アジア太平洋研究科協力）� 52名

8月18日〜 20日 �気仙沼・大漁旗まつり参加
（環境ロドリゲス・Sports�of�Japan）� 21名

日程 概要（団体名）／参加人数

8月21日〜 25日 �田野畑村・被災地区の清掃、交流活動
（思惟の森育林プロジェクト）� 41名

8月25日〜 28日 �気仙沼他・音楽ボランティア
（Street�Corner�Symphony）� 31名

8月26日〜 29日 �宮古・音楽ボランティア（Choco�Crunch）� 38名

8月26日〜 29日 �気仙沼・まちなか復興ワークショップ
（気仙沼まちなか復興支援隊）� 12名

9月1日〜 2日 �仙台・石巻女子商業高校の校外学習へ参加
（石巻活動経験者有志）� 21名

9月3日〜 6日 �石巻・音楽ボランティア（グリークラブ）� 41名

9月13日 「ボランティア�アカペラコンサート」開催（P3参照）

9月15日〜 20日 遠野・農業ボランティア（ルーラル・インディア）� 11名

9月16日〜19日
岩泉町他・音楽ボランティア（マンドリン楽部、
津軽三味線愛好会三津巴、ニューオルリンズジャズクラブ）
� 30名

9月30日〜10月2日 田老町・パフォーマンス（応援部）� 8名

◆イベント運営手伝い・サークル参加など

　東日本大震災からの復興に奮闘する
方々を励まそうと、鎌田薫総長が7月2
日と3日、岩手県や福島県などの被災地
を訪れ、ボランティア活動をしている本
学平山郁夫記念ボランティアセンター
（WAVOC）の学生や校友の方 を々激励し
ました。
　1日目は地震・津波被害の大きかった
岩手県宮古市を訪問し、山本正徳市長に
挨拶したあと、WAVOCの学生らに合流。
宮古市駅前では、七夕祭りへの出演と三
陸鉄道車内での演奏を予定している本学

ニューオルリンズジャズクラブのメンバー
を激励。津波で大きな被害を受けた田老
第一中学校で、校舎の復旧作業などを手
伝いました。
　翌2日目には、福島県会津若松市で、
校友会福島県支部が開催した地域交流
フォーラム「『早稲田を知る』in福島」で
講演。「原発事故による風評被害で大変
苦しい状況に追い込まれていると思いま
すが、すべての被災者に心からのお見舞い
を申し上げます」と集まった校友の方々に
語りかけ、震災に関するボランティアや奨

学金の新設、研究プロジェクトなど大学の
取り組みを紹介し、「大学として、今後も福
島県の一層の発展に貢献したい」と話しま
した。

震災復興への貢献を誓う
鎌田薫総長が岩手・福島などの被災県の校友を訪問
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　早稲田大学ビジネススクール（大学
院商学研究科ビジネス専攻）は、東北
復興支援チャリティー講演会「MBA�
ESSENTIALS」を開催。同ビジネスス
クールを代表する10名の教授陣から、い

ま経営に求められるエッセンスを凝縮して
学ぶことができる、全10回・4カ月（8月23
日〜1月10日）の集中コースです。
　受講料は無料とし、1講座あたり5,000
円の寄付をお願いしています。皆様からい

ただいた寄付金は全額、被災企業・団体・
自治体などへ義損金として拠出するほか、
被災地支援活動を行っている団体の活動
支援金として拠出されます。
詳細はこちら▶http://www.wsjp.org/

「学ぶことが復興の力になる」ビジネススクールがチャリティー講演会を開催中

　10月7日、被災地域の復興に向けて大
学としての英知を結集して取り組んでい
る東日本大震災復興研究拠点を中心と
したシンポジウム「早稲田大学が取り組
む復興研究―大規模災害からの復興と
新社会システムの構築に向けて」を、大隈
記念講堂小講堂で開催し、約200名が参

加しました。シンポジウムでは鎌田薫総長
が「被災学生の就学支援」「被災地域へ
の支援」「研究を通じた復興支援」という
3つの復興支援方針を紹介し、「豊富な人
的支援、学術的資産を活用して、新しい未
来を切り開いていきたい」などと挨拶しまし
た。復興研究拠点の深澤良彰理事より研

究プロジェクトの紹介、そして津波、医療、
都市計画・社会システムといった観点で柴
山知也教授、浅野茂隆教授、中川武教授
らの研究発表がありました。参加者からの
さまざまな質問を受けながら活発な議論
がされ、復興研究の理解を深める有意義
なシンポジウムとなりました。

東日本大震災復興研究拠点、シンポジウムを開催
大規模災害からの復興と新社会システムの構築に向けて

　9月13日に大隈記念講堂大講堂にて
「WAVOC�presents�東日本大震災ボラン
ティア支援アカペラコンサート」が行われ
ました。同公演は、ゴスペラーズ、トライトー
ン、AJI、SOLZICK、根本要（スターダスト・
レビュー）という第一線で活躍する方々の
賛同で開催されたもので、当日の大隈記念
講堂は満員。ゴスペラーズの村上てつや氏
（96年教育）が、「東日本大震災に関連した

ボランティアは長期にわたる取り組みとな
るため、人や資金の面など、ボランティアへ
の支援も必要だという思いから開催しまし
た」と語り、出演者の熱唱に来場者からは
「楽しかった」「感動して涙がこぼれた」な
どの感想が聞かれました。
　収益金の一部は、学生・教職員の各地
でのボランティアなど、東日本大震災復興
支援の活動に役立てられます。

WAVOC 主催「東日本大震災ボランティア アカペラコンサート」
ゴスペラーズなど 20 名以上のアーティストが支援の熱唱

熱唱するゴスペラーズの皆さん

　本学では、東日本大震災に直面し、学
生がどのように対応したのかについて、今
後の大学の防災・減災の施策に反映させ
るためアンケートを実施しました。5月23
日から6月5日の間、学部学生43,257名
を対象とし、うち2,162名が回答。この震
災を教訓にして、今後万一授業期間中に
大きな災害が生じた場合であっても、被害
を最小限にくい止めることができるよう、
継続的な対策を行っていきます。
　大震災を体験して、「気分が沈みがち、
抑うつ的になる」と回答した人が10.6%
と、心理的に不安定な状態になっていると
の回答が多数寄せられました。
　また、「今必要なのはマンパワー。できる
だけ多くの学生がボランティアすべきだ」
「義援金を送りたい」など、ボランティアや

復興支援に関する積極的な記述が多くみ
られました。実際に、ボランティアに興味が
あると回答した学生は67.1%を占め、2カ月
にも満たない期間で、回答者の10%以上
が何らかの形ですでにボランティア活動
に参加しているということもわかりました。

　今後の行動指標として、「大学全体を通
して節電に取り組む」「勉学に励み今後の
対策を考えられる人物になる」「協力するこ
と、助け合うことの持つ力の大きさを感じ
た」などと自分なりに何かを感じ、深く考え
ていることがわかる回答が多くありました。

「東日本大震災に関する意識調査」を実施

東日本大震災を経て、心身に変化はあったでしょうか？（複数回答）

N=3,836（�）内は実数

0 5 10 15 20 25 30 35 40

気分が沈みがち、抑うつ的になる 10.6% （405）

眠りが浅くなる、途中で目が覚める 5.9% （226）

身体の不調を感じる 4.2% （163）

家にこもっていることが多くなる 11.5% （442）

勉強や家事などに以前のように集中できなくなる 6.6% （255）

漠然とした不安感があって気分が重苦しい 15.6% （599）

地震や災害以外のことにも不安感や恐怖感が引き起されるようになる 4.9% （187）

地震が起こっていないのに揺れているような気がする 36.6% （1,404）

無回答 4.0% （155）

（%）
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捜査支援のための
スペクトルイメージング装置の開発

宗田理工学術院教授の研究が
「科学技術戦略推進費」に採択

　国の総合的・基本的な科学技術政策
の企画立案および総合調整を行う科学
技術総合会議が、科学技術政策の司令
塔機能を発揮し、各府省を牽引して自ら
策定した科学技術イノベーション政策
を戦略的に推進するために、各府省の
施策を俯瞰し、それを踏まえて立案する

政策を実施するために必要な施策に活
用される「科学技術戦略推進費」（文
部科学省）の平成23年度公募に、宗田
孝之理工学術院教授が研究代表を務
める提案課題が採択されました。
　宗田教授のプロジェクト「捜査支援
スペクトルイメージング装置の開発」は、
公募プログラムの一つ「安全・安心な社
会のための犯罪・テロ対策技術等を実
用化するプログラム」分野での採択。「現
場における鑑識資料のイメージング装
置の開発」をテーマに、現場に残された

ヒト由来成分、すなわち指掌紋や体液な
どに含まれる脂肪やたんぱく質（アミノ
酸）を非破壊・非接触に多角的に分析
でき、導入済み機器とのデータ互換性を
もち、かつ現場への可搬性に優れた装
置を開発し、その実用化を目指すプロ
ジェクトです。参画機関として科学警察
研究所とJFEテクノリサーチが、協力機
関として岐阜県警・兵庫県警・三重県警
の各科学捜査研究所が参加しており、
協力して開発を進める予定です。

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

　科学技術振興機構（JST）の戦略的創
造研究推進事業の一つである「CREST

（Core Research for Evolutional Science 
and Technology）」の平成23年度研究

提案募集（第1期）に、本間敬之理工学
術院教授の研究課題「固液界面反応
設計による新規高純度シリコン材料創
製プロセスの構築」が採択されました。
　本間教授の研究は、CRESTの研究
領域「太陽光を利用した独創的クリー
ンエネルギー生成技術の創出」での採
択課題の一つで、高純度Si（ケイ素）製
造に必要な長時間の超高温反応が生

産面・コスト面での大きな課題となって
いることについて、原子レベルからの解
明と精密な反応設計を実現し、低エネル
ギーかつ高速に高純度Siを生成するク
リーンなプロセスの開発を目指すもので
す。また、国内に豊富な珪

け い そ う ど

藻土を原料と
する新しい製造プロセスを開発すること
により、高純度Siの安定供給という資源
確保戦略への貢献も期待されています。

太陽光利用クリーンエネルギー生成技術の
成果を期待

本間理工学術院教授の研究が
JSTのCRESTに採択

　国の「産学官連携功労者表彰」で、
理工学術院の清宮理教授が国土交通
大臣賞を、大聖泰弘教授が環境大臣賞
を受賞しました。
　清宮教授は、急潮流、高水圧、大規
模地震の可能性といった悪条件下で
のボスポラス海峡トンネルを完成させ

た設計施工技術への貢献が、大聖教
授は、「短航続距離・高頻度充電」をコ
ンセプトに市場への投入を想定して車
両重量低減と初期コストの削減を実現
した電動バスを開発した功績が評価さ
れたものです。
　「産学官連携功労者表彰」は、大学、

公的研究機関、企業などの産学官連携
活動において多大な貢献をした優れた
成功事例に関し、その功績を称えるこ
とにより、わが国の産学官連携のさら
なる進展に寄与することを目的として
います。

理工学術院の2教授が大臣賞を受賞PPRIZE 第9回産学官連携功労者表彰

事例名：
電動バス及び非接触充電装置の開発
「本開発は、10年前副総長だった白井克彦教
授から、本庄キャンパスの開設時に要請され
たのがきっかけでした。クルマの電動化への
潮流を見据えた開発を、私の同期や、後輩の
紙屋雄史教授とともに取り組めたことは大変
幸いでした。」

事例名：
地震多発地域での大水深、
急潮流下のボスポラス海峡沈理トンネル
「設計と施工で最先端の技術を応用して難関
の工事を無事終えたことに評価を得たと考え
ています。今後も海外工事で民間企業と連携
しながら高い技術力を世界に広めたいと希望
を持っています。」

清宮 理教授 大聖泰弘教授
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　7月7日、岩手県久慈市の久慈琥
こ は く

珀
博物館の琥珀採掘体験場で、白亜紀
後期の8千5百万年前の翼竜の一部とみ
られる化石が発見され、平山廉国際学
術院教授により、これまで国内で確認さ
れた翼竜の化石では最大で、東北地方
では初めてであることが判明しました。
　また同教授は、7月28日に、1994年に
見つかったカメの化石が、カメからスッ

ポンへ進化する途中の新種であること
が分かったと発表しました。今までスッ
ポンの最古の化石は、福井県勝山市と
ウズベキスタンで見つかった1億1千万
年前のものとされてきましたが、今回の
発見は、それをさらに2千万年もさかの
ぼるものとなっていま
す。化 石2片は8月21日
まで、白山市立松任博
物館で特別公開されま
した。
　平山教授は「今回の
発見により、スッポンの

起源は約2千万年も古くなりました。現
在も新たな化石を求めて石川県などで
の調査は継続中です。今後もさらに重
要な発見があるに違いありません」と期
待を述べてい
ます。

平山国際学術院教授が発表

翼竜の化石発見につづき
日本最古のスッポン化石の鑑定

発見された化石（ABCは化石
を別角度から撮影したもの）翼竜の第4指中手骨

その他の研究成果を本学Webサイト上（http://www.waseda.jp/jp/news11/）で紹介しています。

▪ ヘレン・ケラー 1937年（昭和12年）来日時の音声録音を発見：演劇映像学連携研究拠点の研究チームの調査で

▪ 分子内の超高速の電子運動を測定：世界初、1京分の1秒（100アト秒）の時間分解能で―理工・新倉准教授
▪ 時計遺伝子の発現が止まっても時計の針は動かせる：体内時計の制御様式の新知見―理工・岩崎准教授

▪ 顧客サポート業務の改善策の効果を事前に検証する技法を開発：理工学術院・高橋真吾教授と富士通研究所が共同で
▪ 理工・逢坂教授らによる系統安定化用蓄電池システムに関する研究：NEDOの大規模蓄電システム開発プロジェクトに採択　他

ヒト染色体の中心領域の立体構造を
世界で初めて原子分解能で解明

胡桃坂理工学術院教授、遺伝病や
発がんの原因解明へつながる一歩

　理工学術院の立和名博昭助教、胡
桃坂仁志教授らのグループが、ヒト染
色体の中心領域（セントロメア領域）
の立体構造を世界で初めて解明するこ

とに成功しました。染
色体の末端領域（テ
ロメア領域）の構造解
明にノーベル医学・生
理 学 賞（2009年）が
授賞されて以来、次の重要な研究対象
としてセントロメア領域の構造解明は
世界中で注目されていたものです。
　その意味で今回の研究の成功は非

常に大きな成果であり、染色体不分離
による遺伝病や発がんの原因解明にも
重要な一歩になると考えられています。

セントロメア領域が
細胞分裂時に紡錘
糸によって引っ張ら
れ遺伝情報は失われ
ずに2つの娘細胞に
継承されます

人間科学学術院が
大日本印刷㈱と共同で

聴覚障がい学生の
講義への参加感を高める

ノートテイク支援システムを開発

　人間科学学術院は大日本印刷株式
会社と共同で、聴覚障がいがある学
生を対象とした新しい情報保障※のた
めの支援技術を開発しました。この支
援技術には、スウェーデンで開発され
たアノトペンと呼ばれるデジタルペン
技術と、大日本印刷株式会社が開発

したプレゼンテーションシステム
（OpenSTAGE®）が 使われてい
ます。
　現在、本学には聴覚に障がいが
ある学生が13名在籍（2011年7月
末時点）。今回、既存の技術をうま
く組み合わせることで、聴覚障がい
の学生が大学の講義やゼミにおい
て情報保障を受ける際の不便を解
消し、より積極的に講義やゼミに参加
できるようになります。将来的には、手
書きとパソコンによるノートテイクをミッ

クスした形も含めて検討しています。

今回開発したノートテイク支援システム

※�身体的な障害（特に視覚・聴覚など）により情
報収集ができない人に、代替措置を用いて情
報を提供すること。
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　フランスのアルベール・カーン博物館
に所蔵されていた能楽の映像が、大富豪
アルベール・カーン（Albert Kahn, 1860-
1940）が日本に派遣した撮影隊によって
1912年10月30日、京都・佛光寺の能舞台
で撮影されたものであり、現存最古の能
楽映像であることが、本学坪内博士記念

演劇博物館のグローバルCOE日本演劇
研究コースの研究グループ（児玉竜一文
学学術院教授、原田眞澄演博研究助手、
他）による調査で判明しました。
　これらの映像は、能楽研究および舞踊
研究、映画研究な
ど多方面の研究に
資する重要な資料
となります。児玉教
授は「100年前は
どのように動いて
いたか、過去を再

現することは非常に困難。文字資料では
わからないものを伝えてくれるこのような
映像は、大変貴重な資料といえる」とコメ
ントしています。

1912年に京都で撮影された
現存最古の能楽映像

演劇博物館GCOE
日本演劇研究グループの調査で判明

わしの所在 橋弁慶

　吉村作治名誉教授が所長を務める
NPO法人太陽の船復原研究所と、本
学エジプト学研究所の調査隊が、エジ
プト・カイロ近郊のギザで「第2の太陽
の船」を発掘、復原するプロジェクトに
挑んでいます。
　太陽の船は世界最古の大型木造船

で、古代エジプトのファラオ（王）の魂
が、永遠に天空を行き来するための船
とされます。6月22日に幅5メートル、長
さ30メートル、深さ3.5メートルのピット

（船抗）をふさいでいる石蓋（平均
17トン、枚数合計約40枚）を取り外
す作業を開始。石蓋を1日1枚のペー
スで取り上げた後、分解されて埋
まっている「第2の太陽の船」の部
材のサンプリングをしてから検査・
分析を行い、本格的な保存処理に
向かいます。全体の発掘・復原には

4年ほどかかる予定です。
　なお「第1の船」についてはエジプト
政府が発掘・復原し、ピラミッド近くの
博物館に展示されています。

大テントから運び出された第1の石蓋（写真：アケト提供）

エジプト学研究所と
吉村作治名誉教授ら

「第2の太陽の船」
復原プロジェクト始動

王貞治氏にスポーツ功労者表彰

2011年度9月入学式・卒業式を挙行UUNIVERSITY
　9月卒業式が9月17日に行われ、学部・
大学院学生約1,300名が新たな人生のス
タートを切りました。鎌田総長から「これ
からの新しい時代を創造していくのは皆
さんの世代の役割です」と、これから社

会に旅立つ卒業生に期待の言葉がかけ
られ、続いてスポーツ功労者表彰で壇上
に立った王貞治氏からも「失敗を恐れる
ことなく自分の将来を信じ、力強く進ん
でいってください」と激励を受けました。

　また、9月24日に行われた9月入学式で
は、学部・大学院学生約700名が新たに
本学で学ぶ仲間に加わりました。鎌田総
長は「充実した教育研究環境を活用し、
本学に集う多様な人材の間で切磋琢磨
し、自身の能力・人間力を存分に発展さ
せてください」と、新入生への祝辞を述べ
ました。
　9月入学式では、国際教養学部を中心
に多様な国々からの新入生が目立ち、す
でに4,000名以上の外国人学生が学び、
国際化の進む本学の象徴的な一日とな
りました。王貞治氏と鎌田総長 さまざまな国からの新入生が集った入学式
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　本学では2008年度から、文部科学省
の「イノベーション創出若手研究人材
養成事業」の採択を受け、産業分野でイ
ノベーションを担い得る実践的な博士

人材の養成プログラムを実施していま
す。9月30日、プログラムの中核である博
士キャリアセンターで第3回成果報告会
が開催されました。
　鎌田総長の挨拶の後、田中千秋東レ
株式会社代表取締役副社長の「新時
代に向かって、企業が求めるグローバル
人材」と題した基調講演では、「21世紀
新時代の経営課題―歴史的転換点に
直面して―」と「これからの新時代に企
業が求める人材」の2点を中心に、日本
における博士人材の必要性や期待する

点、大学、大学院教育への期待などを熱
く語っていただきました。
　続いて、博士キャリアセンターセン
ター長の朝日透理工学術院教授が成
果報告を行い、実践博士研修生の代表
5名からは①国内・自動車、②海外・大
学／ベンチャー連合、③海外・研究機関、
④海外・大学／企業連合の4例の研修
報告がありました。
　当日は130名を超える参加者を迎え、
充実した成果報告会となりました。

日本における博士人材の今後について考える

「実践的博士人材養成プログラム」成果報告会を開催AACTIVITY

講演する田中千秋氏

　近代歌舞伎界に大きな足跡を残した
初代中村吉右衛門を紹介する「初代中
村吉右衛門展」（7月2日〜 8月7日、演劇
博物館）の関連イベント「初代吉右衛
門映画祭Ⅱ」が8月2日、大隈講堂で開か
れ、二代目中村吉右衛門氏が、初代吉
右衛門との思い出や芸への思いなどに
ついて講演しました。
　大隈講堂で開かれた映画祭では、初
代の記録映画「盛綱陣屋」（1953年）
の上映に続いて、当代中村吉右衛門さ

んが登壇。聞き手の児玉竜一文学学術
院教授とともに資料写真や映像を見な
がら、養父である初代吉右衛門との思
い出を振り返り、「とてもかわいがっても
らいました」と笑みを浮かべていました。
また、今後の抱負を問われると、「歌舞
伎は生き物であり時代によって変わりま
す。私はその基礎となる伝統の型を教え
ることを一生懸命やっていきたい」と語
りました。
　なお、9月20日からは七代目市川團十

郎に関する展示が始まり、十一代目團十
郎氏による講演も行われました（詳細
はP18）。

「初代中村吉右衛門展」関連の映画祭で

歌舞伎俳優の二代目中村吉右衛門氏が講演AACTIVITY

講演の模様

■ 箇所長の嘱任について（2010年9月22日以降）

箇所・役職名 嘱任者氏名 任期
川口芸術学校校長 （新）高橋　恭子 2011 年��4月��1日〜 2012 年 9月20日

會津八一記念博物館館長 （新）藪野　健 2011 年��4月��1日〜 2012 年 9月20日

メディアネットワークセンター所長 （新）松山　泰男 2011 年��4月��1日〜 2012 年 9月20日

イスラーム地域研究機構機構長 （新）薮下　史郎 2011 年��4月12日〜 2012 年 9月20日

重点領域研究機構機構長 （新）深澤　良彰 2010 年11月��8日〜 2012 年 9月20日

グリーン・コンピューティング・システム研究機構長（新設） （新）松島　裕一 2010 年11月12日〜 2012 年 9月20日

平山郁夫記念ボランティアセンター所長 （新）紙屋　敦之 2010 年11月��8日〜 2012 年 9月20日

競技スポーツセンター所長 （新）川口　浩 2011 年��8月��1日〜 2012 年 9月20日



Special Report

男女共同参画社会 を実現し、
新たな知を創造す る

浅倉　男女共同参画は、21世紀の重要課
題だと思います。社会の発展のためには、
さまざまな経験をもつ人が議論を闘わ
せながら未来をつくっていくことが大切
です。大学でもいろんな経験や考え方を
持った学生や教職員が、新しい発想で課
題に取り組む必要があります。
鎌田　歴史をさかのぼれば、本学の創設
者である大隈重信は、男性だけが活躍す
る社会は国力の半分を無駄にしていると
考え、例えば日本女子大学の創立委員長
を務めるなど、女性の社会進出に積極的
に取り組みました。本学では、1921年に
12名の女子聴講生を受け入れ、1939年に
女子学生4名を正規入学させて以来、そ
の精神は脈 と々受け継がれています。
浅倉　そうですね。ただ全体的にみて、
日本の大学は女性の育成にあまり積極
的に取り組んでこなかったように思えま
す。それが変わり始めたのは、おそらく
1985年に「女性差別撤廃条約」が批准
された頃からでしょう。1999年には「男
女共同参画基本法」が成立し、2001年に
は内閣府に「男女共同参画局」が設立さ

れ、学術分野の男女共同参画に関しても
積極的な取り組みが始まりました。
鎌田　社会全体で男女共同参画を目指
す中で、社会を構成する一つの単位とし
て、大学にはそれを推進する責任があり
ます。また、本学がグローバルユニバーシ
ティを目指す以上、人材活用においても、
グローバルスタンダードに合った取り組み
が不可欠です。さらに、女性教員比率の
向上は、女子学生にとってのロールモデ
ルの多様化という意味でも重要です。
浅倉　人材の多様性が進めば、大学は
もっと活性化していくでしょうね。
鎌田　私は、本学の一番の特長は多様
性だと考えています。多様なバックグラウ
ンドをもった学生が個性豊かな教職員と
相互に刺激し合いながら伸び伸びと才
能を発揮しています。ところが、人材の男
女比率でいうと、まだ学生の女性比率は
約35%、教職員ですと約23%※にとどまっ
ています。
※ 教職員の女性比率：非常勤・任期付も含む

すべての教職員数における比率（ただし、
派遣は除く）。

浅倉　内閣府は、日本の女性科学者が
諸外国に比べてきわめて少ない理由に

多様性を確保するために

鎌田薫総長と本学男女共同参画推進室の初代室長である浅倉むつ子教授に、
大学における男女共同参画の現状と課題について語っていただきました。

大学における男女共同参画とは
Chapter.1 対談

鎌田 薫 総長
（法学学術院教授）
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男女共同参画社会とは、男女の性にかかわらず、平
等に社会のあらゆる分野における活動に参画する
機会が確保され、共に責任を負う社会をいいます。
男女共同参画社会の実現には、教職員のワークラ
イフバランスの充実や若手研究者支援、男女共同参
画の意識を持った学生を社会に輩出するといった、
大学の役割が重要です。
本学における取り組みをはじめ、大学に求められて
いる役割、意義について探ってみます。

男女共同参画社会 を実現し、
新たな知を創造す る

ついて、次のように述べています。一つ目
は、出産育児と研究活動の両立の問題。
二つ目が、女性は理系向きではないとい
う誤った認識の問題。三つ目は、研究者
を採用する人事のあり方の問題です。
鎌田　研究者として業績を積み重ねてい
く時期と、出産育児の時期は重なるケー
スが多い。問題なのは、それにともなう
家庭内での負担のほとんどが、女性に課
せられていることです。託児施設の整備
に始まり、女性が家庭と両立しながら研
究活動を続けられるような、よりニーズに
マッチした環境づくりを今後進めていき
ます。また、介護の問題についても検討し
ていきたい。
浅倉　人事のあり方については、ポジ
ティブアクション（男女の間に生じてい
る格差を解消するための積極的取り組
み）の推進について、理解を広めたいで
すね。これにはいろんな方向性がありま
すが、私は、公募時に「早稲田は男女共
同参画を推進しています」と表示するこ
ともまた、一種のポジティブアクションだ
と思います。そのためには、ワークライフ
バランスのための環境づくりなど、女性
が研究者として活躍しにくい要因を取り
除くための取り組みを地道に進めること
が重要ですね。早稲田は女性が活躍し
やすい大学だという情報発信ができるよ
うになることを期待しています
鎌田　近年の取り組みとしては、2006年
に文部科学省による「女性研究者支援

モデル育成」事業に応募し、「研究者養
成のための男女平等プラン」として、私
立の総合大学で初めて採択されました。
2007年には、創立125周年を機に「男女
共同参画宣言」を発表し、「男女共同参
画推進室」を設置。浅倉先生には初代室
長として、宣言の実現に向けて取り組ん
でいただきました。
浅倉　2010年に鎌田先生が総長に就任
された時に、男女共同参画をマニフェスト
に加えていただきました。ぜひ今後も取り
組みの継続をお願いしたいと思います。
鎌田　私の総長就任と同時に、教職員と
しては初の女性理事として齋藤美穂先
生を任命し、男女共同参画事業を担当し
ていただいています。今後も体制を整備
し、さらに強力に推進していきます。

浅倉　最近は、育児をしながら通う学生
も増えています。そこで、理工学術院の
ある西早稲田キャンパスにワークライフ
バランス・サポートセンターが設置され、
各種相談を受け付けたり交流会やセミ
ナーを開いたりしています。そのほかに
も、徐々に制度的なサポートは整いつつ
あるのですが、そこで重要な役割を担う
のは、職員だと思います。
鎌田　そうですね。学生や教員のサポー
トをする職員自身の女性比率向上や男

教育機関としての
役割を果たすために

大学における男女共同参画とは

浅倉むつ子 法学学術院教授
（男女共同参画推進室 初代室長）
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早稲田大学の女子学生の歴史

❺�現在の
　キャンパス風景

❶「新時代の女子教育」を講演中の大隈重信
 　（1910年代ごろ）　
 　所蔵：早稲田大学大学史資料センター

❷ 女子聴講生を報じる『早稲田大学新聞』
 　1935（昭和10）年5月8日付

❸女子入学資格についての学則改正を報じる
　『早稲田大学学報』
　1939（昭和14）年3月号

❹戦後の女子学生 
 　―文学部国文専攻卒業記念写真―
　 1946（昭和21）年9月
 　所蔵：早稲田大学大学史資料センター

参考：講演会&写真展「ワセ女は彼女たちから始まった」（2009年実施）より
◦ 湯川次義教育・総合科学学術院教授講演資料
　『女性への大学教育の開放：早稲田大学の場合』
◦ 写真展資料

　本学の創立者である大隈重信は、女性の高等教
育に深い理解を示すなど、戦前において本学は女
性の高等教育に積極的な大学の一つであった。 
❶

　しかし、戦前の日本において女性の大学教育機
会は閉ざされた状態にあった。1913年に東北帝国
大学理科大学で初めて女性の入学が認められる
が、一度限りに終わる。1918年からは聴講生などの
形で在学を認める大学が続く。本学では、男女は
対等であるとの認識に立った機会均等的な観点か
ら、1920年に学部学生として女性への門戸開放を
計画するが、文部省の要請により断念。1921年に聴
講生を受け入れるにとどまる。 ❷

　1938年、田中穂積総長が女性の大学教育の推
進を主張し、強いリーダーシップのもと学則改正が
行われ、翌1939年にようやく本学最初の女子学生
4名が入学。日本の大学では10数番目の開放とな
る。当時、女子学生の入学を認めていた大学の割合
は30%、女子学生の割合は0.3%程度である。 ❸

　戦後においては、民主社会における女性の社会
的地位の向上や「婦人参政権」の確立など、女性へ
の期待が高まる。本学では1946年から高等師範部
でも女性の入学を認め、1949年以降は他大学と同
様に男女平等の資格で開放し、共学となる。以来、
本学における女子学生数は増え続け、1950年に
349名、1970年には3,960名、現在では18,690名が
在学している（2011年5月1日現在）。 ❹ ❺

女共同参画意識の向上も大きな課題で
す。残念ながら、2000年から2010年の間
に、専任職員の女性比率は下がってしま
いました。女性職員が働きやすい環境を
整えることも重要だと認識しています。
浅倉　職員に関しては、女性管理職の比

率が非常に少ないことも、改善が必要な
点だと思います。
鎌田　女性管理職や女性研究者の登用
が進まない原因の一つは、一日のすべて
の時間を職場に捧げることを要求する雰
囲気が、まだまだ残っていることだと思い

ます。私は、たとえ男性でも、これからの
時代はそうした働き方から脱すべきだと
考えています。
浅倉　その通りだと思います。男女共同
参画を実現するためには、男女を問わず
研究環境や勤務環境を整えることが大切
ですね。今は、育児に積極的に参加しよう
という男性も出てきていますから。
鎌田　大学は研究機関であると同時に
教育機関でもあります。今後、男女共同参
画社会の持つ意味を学生に伝え、それを
体現できる人材として彼らを社会に送り
出していくことも重要な役割だと考えてい
ます。そして、男女を問わず、学生が将来、
社会の中で自立した個人として活躍した
いという意欲を駆り立てるような取り組み
に力を注いでいきたいと思います。
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男女共同参画推進室の活動をはじめ、
大学内で行っている男女共同参画への取り組みを紹介します。

男女共同参画への本学の取り組み
Chapter.2

　本学の男女共同参画を振り返ると、女子学
生が入学した1939年までさかのぼることが
できます。他の総合大学に先駆けてすべての

学部が女性に門戸を開いたということは、本学に確かに根付いた「男
女共同参画の芽」だと思います。
　そして2007年の創立125周年を機して「早稲田大学男女共同参画
宣言」を発表すると同時に、私立の総合大学として初めて男女共同参
画推進室を設置、本年で満4年となります。その間、推進室を中心にさ
まざまな取り組みが行われました。文部科学省から男女共同参画推
進のための事業費を獲得したり、サポートセンターや託児室を開設す
るといった環境の整備、意識向上を目的としたシンポジウムや講演会
の開催、キャリア初期研究者への支援、人権やジェンダーに関わる科
目の設置、教育・研究の推進、刊行物およびWebサイトによる進捗状
況の周知、各学部に実施したヒアリングなどがその一部です。さらに
昨秋には日本で初めて開催された「APEC JAPAN 2010」の一環で
ある「APEC女性リーダーズネットワーク会合」のサイドイベントとして、
内閣府や新宿区などと共催でシンポジウム「自分らしく生きるための
力
キャリア

―女性の経済活動への参画と自立―」を開催しました。
　今、本学はグローバル化に力点を置き、世界から多くの留学生を受け
入れると同時に海外へも送り出し、多様で国際的な知識や視野を持っ
た学生たちが、やがて人類の幸福に貢献してくれることを願っていま
す。その学生たちが海外では当然のごとく普及している「男女共同参
画」のマインドを持たなければ真のグローバル化は到底成し遂げられ
ないことは確実です。それと同時に、そのようなマインドを持つ学生を

育成するためには、教職員
のみならず、ご父母の皆様
にも男女共同参画がどのよ
うなものであるかを「知っ
て」いただき、それに対する

「意識」を持っていただくことが大切です。
　今後も学内の学部間の連携のみならず、他大学との連携や広報・啓
発活動を一歩づつ地道に続けることにより、遠い昔に本学に根付いた

「男女共同参画の芽」が大輪の「花」を咲かせることができるように尽
力したいと思います。

真のグローバル化に向けた男女共同参画

数字で見る早稲田大学構成員の男女比率

男女共同参画推進室の刊行物男女共同参画推進室の刊行物

男女共同参画推進関係組織・体制図

齋藤美穂 
男女共同参画担当理事 （人間科学学術院教授）

2001年度
（50,168人）

男性

72.8％
（36,525人）

女性

27.2％
（13,643人）

男性

65.5％
（35,471人）

学部学生と大学院学生

2011年度
（54,161人）

女性

34.5％
（18,690人） 男性

68.2％
（724人）

2011年度
（1,061人）

女性

31.8％
（337人）

2001年度
（808人）

男性

71.9％
（581人）

女性

28.1％
（227人）

専任職員と常勤嘱託職員職員

2001年度
（4,442人）

男性

84.4％
（3,748人）

女性

15.6％
（694人）

2011年度
（6,299人）

男性

79.6％
（5,017人）

女性

20.4％
（1,282人）

すべての教員（附属高校の教員を除く）教員

※ 専任職員に限ってみると、女性数2001年度223人（28.3%）が、
　2011年度185人（23.1%）に減少。

男女共同参画宣言・男女共同参画基本計画

学術院長会、
教務主任会　他

人事部、教務部、
研究推進部　他

男女共同参画推進室

総長・理事会

国内外関係機関

各学術院　他

教職員、学生　他

ワークライフバランス・
サポートセンター〈相談室〉

男女共同参画推進委員会

委員長＝推進室長

教育研修部会
幹事会

事務局
広報調査部会

制度環境部会

サポートセンター
部会
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キャンパスに広がる男女共同参画の輪

制度・環境
　本学ではさまざまな諸制度・施設を整え、教職員および学生の就労（就学）とライ
フイベントの両立を支援しています。教職員の諸制度には、出産休暇、育児休職、看
護休職などのほか、福利厚生事業や保険事業などで用意された、さまざまなライフ
イベントのサポートプランがあります。これらの諸制度の内容面での拡充を図るとと
もに、誰もが気兼ねすることなく利用できるような職場環境の整備に努めています。
　施設面では、キャンパス内のトイレの一部にベビーチェアやおむつ交換台がある
ほか、別途、授乳兼搾乳室なども設けています。本年5月には、従来から設置されて
いた東京都認証保育所「ポピンズナーサリースクール早稲田」とは別に、学生と専
任教職員を対象とした一時預かり専用の「早稲田大学学生・教職員託児室」を開
設しました。

諸制度について（教職員対象）
◦出産休暇  産前休暇8週間、産後休暇8週間の出産休暇を取得できます。
◦育児休職  子どもの養育のため、生後満1歳に達する日まで休職できます（事情に

より期間を延長できるケースもあります）。
◦看護休職  看護対象家族1名につき通算1年間の範囲内で、看護を目的に休職でき

ます。
◦その他  ベビーシッター育児支援事業割引券、ホームヘルプ補助、福利厚生パッ

ケージサービスなどがあります。

利用者の声

三好浩司さん（図書館専任職員）

　長女の保育園転園と長男の出産が重なったため、3週
間の育児休職を取得しました。育児休職中、私が長女の
世話や家事の一部を担うことで、新生児の世話で寝るこ
ともままならない産後の妻の負担を少しは和らげること
ができたと思います。一人でも多くの教職員が制度を利用
できるようになれば良いと思います。

育児休職制度を利用して

利用者の声

堤 仁美さん（理工学術院客員講師）

　ちょうど妊娠初期のつわりで体調
が不安定な時期に、ポスターでサポー
トセンターの存在を知りました。出産
休暇後も搾乳室を利用したり、職員の
方に育児について相談するなど、大変
心強く感じました。妊娠・出産する学
生や教職員にとって、強い味方になる
ことを期待しています。

ワークライフバランス・
サポートセンターを利用して

畳エリアでは、靴を脱いで、子ども
と一緒にくつろぐこともできます

ワークライフバランス・サポートセンター
　ワークライフバランス・サポートセンターは、西早稲田キャンパス60号館にあり、男女を問わずすべての
教職員・学生が利用できます。教育研究・就労・学習とさまざまなライフイベントとの両立支援や、大学院
学生や若手研究者のキャリア形成支援を行っています。センター内には授乳兼搾乳室や畳エリア、相談
室があります。相談室では経験豊富な相談員が、キャリア形成や両立などライフスタイル上の諸問題に関
する個別相談を受け付けています。また、キャリア支援やワークライフ
バランス関連の図書資料もあり、自由に閲覧できます。
http://www.waseda.jp/sankaku/

センター内の施設
相談室／授乳兼搾乳室／畳エリア／交流エリア／
図書資料書架／事務スペースなど
※子ども連れでの研究打ち合わせ、昼食場所などとしても利用できます。

　理工学術院では、理工系の研究に取り組んでいる女子学生
を紹介するための冊子を発行。さまざまな研究分野に取り組
む皆さんのコメントや、将来活躍できる分野、Q&Aなどが掲載
されています。Webサイトでも一部公開中です。
WASEDA Rikoh-girls Webサイト
http://www.sci.waseda.ac.jp/rikohgirls/

WASEDA�Rikoh-girls

シンポジウム・講演会などのイベント開催
　男女共同参画推進室では、昨年に続き今年も“イクメン（育男）”による講演会「イクメンによるワーク
ライフバランス講座〜ファザーリングが社会を変える！〜」を開催。人間関係のスキルアップのための「ア
サーション講座」や介護に関するセミナー、DVDの視聴会、参加者同士の交流を目的としたランチョン
ミーティングなども実施しています。
　また、キャリアセンターなどによる女子学生のためのキャリア支援「未来の自分を発見しよう！」は今
年で7回目。社会の一線で活躍するOGを招いての仕事・結婚・育児についてのディスカッションが人気
です。その他にも、学部や研究科などの女子学生向けキャリアイベントや、ハラスメント防止委員会主催
のセクシュアル・ハラスメントなどの防止に関する講演会等 、々学内では年間を通して、男女共同参画や
ワークライフバランスなどを考える機会が提供されています。
※今後のイベントスケジュールについては
　男女共同参画推進室Webサイト
　（http://www.waseda.jp/sankaku/）をご覧ください。

理系女子学生対象
キャリアデザイン・セミナー（予定）
日時：12月21日㈬　
　　　12：30 〜 14：00
場所：西早稲田キャンパス
　　　60号館214
将来、研究者として仕事を続けるために必
要な、出産や子育てなどのライフイベント
を意識した戦略的キャリア形成のポイント
を学びます。
主催：男女共同参画推進室
問合せ先：TEL 03-5286-8497

Pick Up

出産休暇・育児休職・
看護休職取得者数（2010年度）

教員 職員

男性 女性 男性 女性

出産休暇 - 12 - 12

育児休職 0 3 3 12

看護休職 1 0 0 0おむつ交換台
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本学では男女共同参画に関連するさまざまな授業が行われています。
その中から 6 名の先生に、授業や研究内容について紹介いただきました。

研究者から見た男女共同参画
Chapter.3

　女性の教育機会の拡充・整備は、早稲田大学の先人の
理想でもあります。現在、本学には1万8千余名の女子学生
が在籍し、卒業後の就職や進学結果で男女はほぼ同様の
成果を示しており、社会の男女共同参画の動きをリードし
つつあります。しかし女子学生が、就職活動を前に迷い始
める、就職してもやがて「両立」の課題に直面して悩むと
いう姿が無いとは言えません。女性の就業をめぐる問題は
法整備以前と比べ、問題そのものが複雑化して見えにくく
なっているという指摘もあります。
　学生たちに、将来の進路選択を前に女性の就業とその
継続をめぐる現代的課題を理解し、自分自身の将来の働き

方やくらし方を考えても
らうことが、この授業の
目的です。そのために学内外のさまざまな分野の教員がそ
れぞれの立場から講義を担当し問題提起をしています。授
業では卒業生を招き、進路選択や就職活動、社会生活につ
いてのメッセージを伝えるなど交流の機会も設けています。
　また、この講義は文部科学省による「女性のキャリア形
成支援事業」や科学技術振興調整費「女性研究者支援モ
デル育成」の一環として開講されました。卒業後の働き方や
くらし方について考える基礎を提供し、その上で大学時代
にどんな力をつけるべきか考えてもらいたいと思います。

働き方やくらし方について考える
矢口徹也 教育・総合科学学術院教授　他

オープン教育センター設置科目「女性・しごと・ライフデザイン」 

卒業生のプレゼンテーション

　この授業は複数教員が担当するオムニバス科目です。
「科学」の名を冠していますが、受講生の専攻が理工系で
ある必要はありません。講義は、「ジェンダー（社会的文化
的性差）とは」、「男女共同参画に関わる国内外の取り組
み」、「科学史とジェンダー」、「ジェンダーと地質学」、「医学と
ジェンダー」といったテーマで展開されます。他に、学外の
女性研究者や技術者をゲストに招き、職場の現状や今後の
展望を語ってもらう時間を設けています。企業の職場環境
を知る機会としても貴重な時間です。
　私の担当時間では、1900年ブレスラウ大学（現ポーラン
ド）で女性として物理化学分野初の博士号を取得したドイ

ツ人クララ・インマーヴァー（1870-1915）を取り上げます。
彼女の夫フリッツ・ハーバーはアンモニア合成法や戦場で
使用するための毒ガスの開発をした高名な化学者です。
ドイツでは2007年にこの夫婦の悲劇的な生涯とその死を
扱った戯曲（S.フリードリヒ作『インマーヴァー』）が書か
れ、上演もされています。結婚・出産により研究をあきらめ、
夫の研究内容を認められず苦悩する妻、今から約百年前
に亡くなったこの女性から、「ジェンダーと働くこと」および

「科学研究とジェンダー」に関し、今なお多くのことを学べ
ると思っています。

女性研究者とジェンダーを学ぶ
中村釆女 理工学術院教授　他

オープン教育センター・理工大学院3研究科合併科目「科学とジェンダー」

　「社会に出る前に、知っておくべきことだと思ったから」。
学生アンケートで近年必ず挙がる履修理由です。ジェン
ダーに対する学生の問題意識は確実に高まっています。学
部の垣根を越えたこの科目の存在意義は大きいでしょう。
担当教員には文学、法学、歴史学、教育学などの専門家が
並びます。最終回で行われる学生主体のグループ討議で
も、専攻を異にする学生たちの意見交換が盛んです。
　初回の授業では特に次の2点を確認します。第一にジェ
ンダーとは女性だけでなく、男性性の神話や構築に着目す
ること、そして男女二分化の思考そのものへの問いも必要
だということです。第二にジェンダーの批判的視座なくして

は男女共同参画の実践は難しいということです。男女共同
参画の推進とは家庭生活を含め、公・私双方の領域への視
野が重要で、女性が家庭を犠牲にして「男並みに」働くこと
でも、男性が就業を犠牲にして「女並みに」家事や育児に
携わることでもありません。男女が従来の性別役割にとら
われずに働き方や生き方を見直し、より良いワークライフバ
ランスを実践することです。
　このような観点から、この授業はジェンダーに関する学問
的な知識はもちろんのこと、学生たちが「社会に出る前に、
自分の問題として考えておくべきこと」を提供しています。

社会に出る前に自分の問題として考える
弓削尚子 法学学術院教授　他

オープン教育センター設置科目「ジェンダーを考える」
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この他にも、本学ではさまざまな男女共同参画関連の授業があります。
詳しくは、男女共同参画推進室 Web サイト内、「男女共同参画関連科目」をご覧ください。
▶ http://www.waseda.jp/sankaku/kamoku/

　この授業では、いくつかの宗教の伝統におけるジェン
ダーの概念、とりわけ宗教が創造し正当化した女性の概念
を究明します。その上で、社会におけるジェンダーの概念を
形成した要素を理解することが目的です。特に、ヒンズー
教、初期仏教、大乗仏教、中国／日本の儒教、日本のシャー
マニズム／神道などの創成期に焦点を当てて各伝統の中
のジェンダーの概念について考察します。『マヌ法典』、仏教
のパリ経典、『維摩経』、『法華経』、儒教の『女大学』、古代
日本史に見るシャーマニズムなどを取り上げます。

　これらの宗教におけるジェンダーの概念は複雑で、授業
だけでは充分に考察することは不可能です。しかし、学生
が授業を踏み台にして、より問題意識を持って文献を読み、
ジェンダーの概念を形成する経済的、政治的、宗教的な基
本要素を理解してもらえると良いと思っています。
　男女共同参画社会を目指している私たちは、ジェンダー
の歴史を理解した上で新しい社会づくりに取り組まなけれ
ばならないと思います。宗教が新たな社会づくりにどう貢
献できるかが、今後の課題だと考えています。

ジェンダーの歴史への理解を
P
ポ ー ル

aul B. W
ワ ッ ト

att 留学センター教授

留学センター設置オープン科目「Gender and Religion」 

　日米を中心に政治研究に携わる中で、近年はジェンダー
政治が専門でなくても、女性に関連する問題を考えざるを
得なくなりました。その一つが議会における女性議員比率
です。西欧諸国の女性議員比率が平均して高いのに対し、
日米は低いままです。その原因は、政党のあり方や候補者
選抜のシステムの違いなどが作用しています。
　そこで本授業を開講し、日米英の他、西欧諸国の最近の
事情を検討してきました。本授業は私を含めて3名の講師
が分担し、①女性の議会への人口比例的代表が求められ
る根拠、②日米英を中心とする諸国の女性議員選出の事
情を講じています。さらに、各国の女性と政治の関わりにも
焦点を当てています。

　そこで考えたことは、女性が公正に議会で代表を務める
という発想だけでは不十分だということです。女性の利害
は女性議員によってしか代弁されないとすると、では男女
の利害を統合して政治を運営する責任を負うのは誰なの
でしょうか。女性議員は弱者・少数派という立場を脱し、政
府を構成し統治の責任を負う立場に、自らの身を置くこと
が求められます。権力を用いるには、権力に抵抗する以上
の覚悟が必要です。
　男性政治家が無能を露呈して次々と交代している今、女
性が統治の責任を負うことを示すことができれば、女性議
員への偏見も不信も払拭されると考えています。

権力を用いる覚悟を持った、女性議員の育成が大切
今村 浩 社会科学総合学術院教授　他

社会科学部設置科目「社会科学総合研究（議員リクルートメントの比較ジェンダー学）」

　国際教養学部の学生は国籍も社会的・文化的背景も多
様で、共同参画意識も一様ではありません。「ジェンダー論
では男子の気概が殺がれるから」と儒教的な固定的役割
分業に与

くみ

する学生もいれば、「専業主婦／主夫が夢」や「草
食系は進化だ」という学生もいます。発展途上国だからジェ
ンダー格差がひどいということでもなく、高度に近代化した
社会が男女平等だという通念も覆されます。
　この多様さに応答するため、授業ではフェミニズムやメン
ズ・リブ、クイア理論までを歴史的にたどり、社会構築主義
の観点から宝塚歌劇と歌舞伎女形、近代家族や母性イデ
オロギー、ロマンティック・ラブ・イデオロギーなどの両義性

にフォーカスしています。
　ジェンダーは社会的・文化的に構築されるからこそ多
様であり一筋縄ではいかないことを、「時代背景」や「階
級」、「民族性」などの「経験値」を関数にすることで浮き
彫りにします。そもそもフェミニズムは単数ではなく複数

（feminisms
・

）であり、解放の道筋は人の数だけあるので
す。課題は山積みですが、人権意識の進んだ近代において、
むしろジェンダーの均質化／格差が広がっている矛盾を、
琉球・沖縄の「女性優位と男性原理の併存システム」の両
義性にこだわることで言語化したいと考えています。

両義性にこだわり、ジェンダーを浮き彫りにする
勝方＝稲福恵子 国際学術院教授

国際教養学部設置科目「Gender Studies」
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制度と意識
両方の変革が必要
制度と意識
両方の変革が必要
川田（司会）　本日はお集りいただきまし
てありがとうございます。男女共同参画推
進室長の川田です。専門は機械工学で、複
合材料を扱っています。複合材料は違う
性質のものを組み合わせ新たな価値を生
み出すものですが、それこそ男女共同参画
と同じだと思っています。子どもは3人いま
す。この仕事を引き受け、家事をやるように
なって妻にほめられる一方、まだ甘いとも
言われていて、どこまで頑張ればいいのだ
ろうと思っている今日この頃です。
越川　文学学術院の越川です。専門は臨
床心理学で、認知行動療法とパーソナリ
ティの心理学について研究しています。小
学校6年生の娘がいますが、受験の時期に
なり、かわいいだけでは済まない子育てに
心理学者として苦悩する毎日です（笑）。
阿古　国際学術院の阿古です。昨年、出
産して4カ月の出産休暇を取得しました。

子どもも1歳5カ月になり、楽しく充実した
毎日を過ごしています。専門は中国研究
で、出産前は長期のフィールドワークに出
ていたのですが、今後は、うまく調整しな
がらやっていければと思っています。
所　理工学術院の所です。環境浄化、資
源循環をキーワードに、分離技術を研究し
ています。二児の母で、長男が小学校2年
生、次男が3歳です。
余語　人間科学学術院の余語です。専門
は文化人類学と考古学、研究フィールドは
日本とインドネシアのバリ島です。研究者
にありがちな晩婚で、娘はまだ5歳。子ども
が生まれるのとほぼ同時に母が倒れ、子
育てと介護ともに向き合う毎日です。
川田　大学の職場環境を男女共同参画
の視点からみて、本学は働きやすい環境だ
と思いますか。
余語　まだ、男性の意識には相当個人差
があるように感じます。子育てが終わった
世代は、育児も家事もすべて奥さん任せ
だった人が多い。50代のどこかに境目が

あって、より若い世代では、家事や子育て
に積極的に関わろうとする価値観も生ま
れているように思います。
川田　働きやすい職場環境は、構成員の
意識のあり方によるものも大きいですね。
越川　そうですね。子育てのストレスを下
げるためには、ソーシャルサポートが重要
です。周りの人に理解してもらえるように、
自分の状況を積極的に話していくことも大
切だと思います。
川田　こうした議論をしていると、子育て
をサポートすることが、逆差別だとかフェア
じゃないという話になることもありますが、
そういうレベルの話ではなくて、男女共同
参画が目指しているのは、根本的に男女を
問わず誰もが働きやすい環境にすること
です。若手の先生から見て、環境が変わっ
てきたと思うことはありますか。
所　以前は、会議が18時から始まったり、
土日に行われたりしていたのですが、育児
をしている立場からすると非常に困るとい
うことを正直に言うようにしたところ、少し

本学の研究者による座談会を行い、男女共同参画の実現のために、大学がどうあるべきか、
それぞれの立場から忌憚のない意見をいただきました。

多様性を生かせる
研究環境の実現を目指して

Chapter.4 研究者座談会

川田宏之
理工学術院教授

（男女共同参画推進室室長） 越川房子
文学学術院教授

阿古智子
国際学術院准教授

所 千晴
理工学術院准教授

余語琢磨
人間科学学術院准教授
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ずつご理解いただけるようになりました。
川田　理工系は業績主義ですから、外で
の活動が多くなり、どうしても会議が夜や
土曜日になりがちです。子育てや介護をし
ている人が構成員として声を出すことで、組
織の意識を変えていくしかありません。少し
時間はかかると思いますが。それに、これは
子育てや介護をしている人でなくても、個人
の生活を大切にするという意味においては
避ける方が望ましいことでしょうし。
所　ここ数年で、状況は大きく変化してい
ると思います。大学内に託児所ができた
り、社会にも病気の子どもを預かってくれ
るNPOができたりして、お金さえかければ
なんとかなるという状況になってきました。
阿古　早稲田には、復帰してから1年間は
担当コマ数を減らしていただけるという教
務主任会の申し合わせがあり、また、委員
も一つだけに減らしていただきました。研
究者の世界ではまだ子育ての実情への認
知度が低く、特に授乳期間は出張や夜の
会議などがあると本当に大変です。女性
の私でも当事者になるまで知りませんでし
た。今は、社会的なインフラが整ってきて
います。私は、実家が遠く、夫は中国に単身
赴任中のため、行政のファミリーサポート
を利用しています。

川田　大学では、西早稲田キャンパスに
ワークライフバランス・サポートセンターと
いう施設を作って、相談窓口を設けていま
す。今後、どのキャンパスにも同じようなイ
ンフラを設置していかなければなりません
が、所沢では新宿にあるキャンパスとは違
う苦労はありますか。

余語　所沢の人間科学研究科には臨床
心理などの心理系や福祉・教育の領域が
あるためでしょうか、比較的女性の院生や
助手・助教が多いと思います。ところが、
キャンパスの中に子育てをサポートする施
設がありません。サポートがないことで、子
どもを産むことを先延ばしにしているとい
う実情もあるようです。表面的にニーズが
ないように見えても、施設を作ることによっ
てニーズが掘り起こされることは、他大学
の例からも明らかでしょう。大学側が意識
的にサポートしないと、変化のスピードが遅
くなりますね。
越川　大学院生に「どういったサポート
があれば研究を一生続けたいと思えるか」
と質問すると、やはり出産と育児がネックに
なって研究職を目指すことを躊躇している
ことが分かります。実際は、大学に託児所
や病児保育があったとしても自宅が遠い
となかなか利用することができません。本
来は、病気の子どもや家族がいたら仕事
を休める社会が一番いいと思います。しか
し、子どもが病気になったらサポートしてく
れるという制度があることは、将来の選択
をする際に非常に重要な要素になってい
るようです。
川田　理工系においては、そういったこと
が話題にのぼることすらないですね。
所　理工系職場では、周囲に相談できる
人はまずいません。私は専任教員になって
から子どもを一人産んでいますが、産休の
取り方も、どんな制度があるかも全然分か
りませんでした。相談窓口があれば、精神
的な不安は随分解消されただろうと思い
ます。

川田　声を大にして言いたいのは、専任教
員でもそのようなハードルを感じていると
いうことです。ましてや若手の先生や博士
課程の学生はもっと言いづらいのではな
いでしょうか。その垣根を取っ払うことが
まず必要ですね。
越川　日本は、実質的な生活を犠牲にし
て、仕事に時間を捧げることが美徳とされ
てきましたから、難しいところがあります。
そのような社会の価値観を根本的に変え
ていきたいですね。
川田　ところで、世の中の男女共同参画の
進展に対し、本学の進捗具合はいかがで
しょうか。
越川　どこの大学も同じような内容で苦

労していると思いますが、医学部を持って
いる大学は保育施設の設立が容易だそう
です。大学病院の戦力である看護師さん
のための保育施設を利用できますし、病児
保育も受けられますから。
阿古　病児保育があれば、安心して子育
てできますね。
越川　大学院生と話していると、そういっ
た施設やサポートがあるということが、安

心材料になることが分かります。制度
や環境が整っていれば、ご父母も自

分の子どもが大学院に進むことに
反対しなくなるのではないでしょ
うか。
　また、情報提供の面では、先ほ
どのサポートセンターで、育児や介

護に関するものから、キャリアプラ
ンニングや研究費獲得のコツなどさ

制度を整えて
ニーズを掘り起こす奮闘
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まざまなセミナーが用意されていて、妊娠
中の人にも子育て中の人にも役立つと思い
ます。
川田　早稲田は、国内で2番目に女子学生
の数が多い大学です。だからこそ、設備や
制度の充実に積極的に取り組む必要があ
りますね。

川田　男女が共に働くことは、組織を活性
化すると思いますか。
越川　いろいろな価値観があることは、間
違いなく研究を活性化しますよね。新しい
ものを創造するには、新しい視点が不可
欠だと思います。
川田　そういう意味では男女共同参画は
多様性そのものですね。仕事と家庭を両
立させている女性教員のロールモデルを
積極的に見せることに意味はあると思いま
すか。
越川　特に大学院生は知りたがりますね。
女性教員になるまでの道のりや、出産、育児
と研究のバランスはどうしているのか。これ
からの人生の参考にしたいと言っています。
所　最近、学会でもロールモデルを学生に
見せることに取り組み始めています。学生
だけでなく、私自身も、他大学の女性の先
生の話を聞くことで刺激を受けます。理工
系は女性が少ないので、そのような機会は
意義があるのではないでしょうか。
川田　 理 工学 術院のWebサイトには、

「WASEDA Ricoh-girls」（P12参 照 ）と
いうページがあって、女子学生からのメッ
セージを発信していますが、そういった情
報発信も男女共同参画の一つの方法とし
て重要ですね。

余語　皆さんは、研究者としてのキャ
リアプランを考えるとき、どの程度プ
ライベートライフを組み入れていま
したか。私は皆無でしたが。
越川　私もどれ一つ思い通りには
いきませんでした。予想外の展開
ばかりです。

所　私は昔から子どもが欲しいという気
持ちと仕事をしたいという気持ちがあった
ので、大学生くらいの頃から、どうやって両
立していけばいいかを考えていました。で
ももちろん計画通りにはいっていません。
阿古　私もそうです。
越川　私の時代は、女性研究者は結婚が
はばかられるような雰囲気でしたね。
川田　今は隔世の感があります。いろいろ
な制度がそろっています。それでもまだま
だ足りないかもしれません。
　ところで、子育てだけでなく、介護という
問題についてはいかがでしょうか。
余語　主として妻が育児を、私が実母の
介護とゆるやかに役割分担をしています
が、妻も仕事を持っており、かなりきつい状
況です。社会や大学全体の雰囲気として、
育児については意識も制度も少しずつ変
わってきたように感じますが、介護は、保険
制度は別として、意識の点ではやっとオー
プンに話せるようになった程度でしょう
か。大学のサポートも、介護に関するもの
はまだ限られています。
越川　子育てと違って、介護は先の見通し
が立たず、だんだん負担が重くなるところ
がまったく違いますし。
川田　子育てと同時に介護も重要な課題
ですね。親の老いは、誰もが必ず向かい合
わなければならない問題ですから。
　では、最後に今後の課題と抱負をお聞
かせください。
所　喫緊の課題は女性のサポートだと思
いますが、男性にも子育てに平等に関わっ
てほしいですね。
越川　男子学生に聞くと、中学校のときに
家庭科が始まって意識が変わったそうで
す。もっと早い段階で男女がともに子ども

を育て家事も分担するという意識を持て
るようにすべきですね。
川田　昔は「男子厨房に入らず」と言われ
ていましたからね。例えば両親が共働きで
父親が家事をする姿などを見ていれば、子
どもの意識も根付くでしょう。
阿古　大学でも、男子学生が子育て中の
女性教員の話を聞く機会があってもいい
のではないでしょうか。
所　男性にも奥さんのサポートとしてでは
なく、主体性を持って子育てや家事に向き
合ってほしいですね。
川田　指示待ちではだめですね（笑）。男
性の意識を変えるには、早い段階からの
家庭での取り組みが重要になってくると思
います。
余語　大学の取り組みを広く情報発信す
ることも課題の一つだと思います。相談窓
口が設置されたり、いろいろなサポートが
始まったりしているのに、情報が行き渡っ
ていません。
越川　確かにあまり認知されていません
ね。例えばパンフレットがもっと簡単に手に
入るようにするなど工夫していきましょう。
川田　今日は、皆さんの男女共同参画に
対する考え方が非常に前向きだということ
が分かって、大変頼もしく感じています。男
女共同参画は、創立125周年のときに策定
された大学の中長期計画である「Waseda 
Next 125」の重点施策でもありますから、
今後も引き続き一生懸命取り組んでいき
たいと思います。

男女が共に働くことで、
多様性が生まれる

家庭での早い段階からの
意識付けが必要
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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］
いちかわ・だんじゅうろう
1946年、九代目市川海老蔵（十一代目市川團十郎）の長男として生まれる。
1953年、歌舞伎座にて『大徳寺』の“三法師”で市川夏雄と名乗り初舞台。
1958年、歌舞伎座にて『風

かぜかおる

薫鞍
くらまの

馬彩
いろどり

』の“牛若丸”をつとめ、六代目市川新
之助を襲名。1969年、歌舞伎座にて『助

すけろく

六由
ゆかりの

縁江
え ど ざ く ら

戸桜』の“助六”、『勧進帳』
の“富樫”をつとめ、十代目市川海老蔵を襲名。1985年4月〜 6月、歌舞伎座
の3カ月にわたる襲名披露公演にて、十二代目市川團十郎を襲名。2010年よ
り、本学特命教授に就任。日本大学芸術学部卒業。

2010年より本学への支援および助言をいただく特命教授に就任された十二代目市川團十郎さん。初舞台
から大学生の頃までのお話や、日本文化に対する考え方、特命教授としての抱負など、示唆に富む多くの
メッセージをいただきました。

― 初舞台は7歳の頃とお聞きしています

が、その頃のことをお聞かせください。

　『大徳寺』という演目で、織田信長の孫

である三法師の役をつとめました。真柴久

吉（豊臣秀吉）の役をつとめた父に抱かれ

て、武将たちがひれふすシーンで登場しま

した。その武将たちの役は、おじに当たる

当時の尾上松緑さんや市村羽左衛門さん

たちが演じており、7歳の私に向かってひれ

伏すわけです。これは気持ち良かったで

すね（笑）。当時の生活は楽しかったです

よ。学校が終わったあと、“歌舞伎”という

大人たちの世界に入る生活をしている自

分が、とても誇らしく感じたものです。

　ところが、中学生になって変声期になる

と、子役もできず、大人の役もできなくなり

ます。自分には歌舞伎役者としての才能が

ないのではないかと、真剣に悩むようにな

りました。そして、反抗期も重なり、ほかの

道も考えることもありましたね。

― その後、やはり歌舞伎役者で行こうと

思ったきっかけは何ですか。

　16歳の時、私は父の十一代目市川團十

郎襲名披露公演に出演しました。「助六」

という市川家の代表的な演目で、父は主人

公の“助六”を演じ、私は“福山のかつぎ”

という役で出演しました。正直なところ、私

の演技は、決してほめられたものではあり

ませんでした。一言セリフを言うたびに、お

客様がクスクス笑うのが聞こえてきたほど

です。親父の晴れの舞台で倅
せがれ

がこれでは

申し訳ないと思い、それ以降、真剣に歌舞

伎に取り組むようになりました。

　その後、私は日本大学芸術学部に進学

し、そこで、日本と西洋の演劇の根本的な

考え方を学びました。これは、芸を深める

上で、大いに役に立ちました。

晴れの舞台での失敗で
歌舞伎役者の道を決意

文化の多様性を保つために
日本の伝統文化の価値を見直そう。

essage to the next generation
M

歌舞伎役者 十二代目

市川團十郎さん
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― 海外公演に積極的に取り組むなど、日

本文化の発信に積極的ですね。

　ヨーロッパの人 と々話をしていると、彼ら

が自国の文化を誇りに思っているのを感じ

ます。日本も、特に江戸時代は、世界的にみ

て優れた文化を持っていました。ところが

日本人は、特に敗戦以降、自国の文化を卑

下して捨て去ろうとしてきたのではないで

しょうか。私は、自分たちの文化を誇りに思

うことが、真の国際化に向けた第一歩だと

思っています。なぜなら、現在、国際化が進

むなかで、世界は一つの方向に統一されて

いく傾向がありますが、そうした時代だか

らこそ、文化は多様性を保つ必要があると

考えるからです。

　歌舞伎には、武士道や茶道、わび、さび

の感覚など、日本文化のさまざまな要素が

取り入れられています。海外で公演し、高

い評価を受けることで、逆に日本人に日本

文化の素晴らしさを再認識していただきた

いと思っています。

　また、文化の多様性を保つ上で、人々が

母国語を大切にすることがポイントだと考

えています。英会話の習得は必要なことだ

と思いますが、日本人にとって英語はあく

までもツールです。人間の思考は母国語に

よってなされます。言語によって語順や言

い回し、思考の方法が違います。そうした

違いが、文化の多様性の根底にあるので

す。ですから私たち日本人は、英語をはじ

め他の言語にはないけれど日本語が持っ

ている“情緒”というものを、大切にしなけ

ればならないと思っています。

― 具体的なエピソードはありますか。

　日本には「紅葉狩」という習慣があり、歌

舞伎の演目にもなっています。フランスでこ

の演目を公演することになったとき、その

ニュアンスをどのように翻訳するかについ

て、翻訳者の方と大いに議論しました。ヨー

ロッパでは、“枯葉＝死”を意味しているよう

ですが、紅葉狩のニュアンスとはちょっと

違う。“行楽”というのも果たして正しくニュ

アンスを伝えていると言えるのか……。結

局、「紅葉を瞑想的に眺める」という意味で

翻訳をすることになりました。妥協すること

なく日本語の持つ“情緒”について主張し

たことで、紅葉狩という言葉の持つニュア

ンスを伝えることができたと思います。

　もちろん、自らの考えをぶつけるばかり

ではなく、よいものを他文化から吸収する

ことも大切です。実は歌舞伎は“貪欲な演

劇”であり、特に明治以降はかなりヨーロッ

パ文化を吸収してきました。例えば、歌舞

伎十八番に入っている「鳴神」「毛抜」と

いう演目は江戸時代からあったものです

が、明治以降に入ってきたヨーロッパの戯

曲の影響を大きく受けました。また、「白野

弁十郎」として翻案されたフランスの戯曲

「シラノ・ド・ベルジュラック」を、歌舞伎とし

て上演している例もあります。歌舞伎は、多

様な文化を受け入れながら発展してきて

いるのです。

― これまでいくつかの大学で教鞭をとら

れてきましたが、最近の大学生の印象を教え

てください。

　今の大学生は、独立心が旺盛だと思い

ます。一昔前は、みんながこっちだよという

と、みんながわーっと行ってしまう印象が

ありましたが、今の人たちは、自分はこう思

うからこう行動する、といった人が多いよ

うに思います。学生たちに歌舞伎について

教えていても、退屈そうにしている人がい

ても、そうした学生たちに流されずに、興

味を持って聴いてくれる学生が多くなって

きたように感じます。これは、とてもよい傾

向だと思います。そういう学生に対して、教

える側がきちんとした内容のものを提供し

ていくことが大切です。

― 本学へのメッセージをお願いします。

　早稲田大学は演劇博物館という機関を

擁し、歌舞伎などの日本の伝統文化を、学

術的にもモノとしても残していることから

分かるように、日本の伝統文化を大切にし

ている大学であると思います。またこれま

でに、幕末から明治の歌舞伎狂言作者・河

竹黙阿弥のご子孫である河竹登志夫先生

（編集部注：本学名誉教授）をはじめ、さ

まざまな先生方にご教授もいただいてお

り、大変感謝しております。

　またこのたび、特命教授を拝命したこと

を、大変光栄に思っています。文化は、学

問として研究することはもちろん大切です

が、実際に演じている立場から、普段何を

思い、どんなことを伝承されているのかを

伝える機会はなかなかありませんでした。

今回、このような機会をいただきましたの

で、私の経験を土台に、少しでも多くの方に

日本の伝統文化について、お伝えしていき

たいと考えています。

演者の立場から
文化を伝えていきたい

日本語が持つ
“情緒”を大切にしたい

企画展「七代目市川團十郎展―生誕二百二十年によせて―」
演劇講座「七代目市川團十郎の芸と波乱万丈の生涯」

　9月21日、演劇博物館で、市川家の所蔵資料や学界未知の巡業資料を館蔵資料とともに展
示し、七代目市川團十郎の起伏に富んだ生涯を振り返る企画展が開幕（〜 11月13日）。また
企画展に関連し、9月26日に大隈講堂で開催された講演会では、團十郎氏が、芸域の広さで知
られ歌舞伎十八番を制定した七代目の博識で洒落心がある人物像やその波乱に満ちた生涯
を、魅力溢れる口調で語り観客を魅了しました。

講義をする團十郎氏（左） 寄託・寄贈された七代目直筆の屏風や書籍
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　私は国際教育論・共生社会論を軸に、
「地域」「文化」「アート」「学び」といっ
た視点から、平和・共生に向けての教育
実践・教育研究を行っています。
　私が授業を通して心掛けているのは、
学生たちが3つの力を身に付けていくこと
です。それは、①現状を読み解く力、②既
存の枠を超えて新たなものを構想する力、
③新たなものを社会に表現する力です。
　例えばある授業では、学生たちには、ま
ず現状を知るための知識を身に付けても
らいますが、大切なのはその次です。その
知識を基礎に、どのような視点で現状を
読み解くのかについて、時に対話形式で、
時に教場レポートで聞いています。面白い
ことに、いろいろな視点が出てきます。そ
れらを全体で確認しつつ、私の視点もそ
の一つとして提示していきます。授業に客
体的に参加するのではなく、常に、批判的
に創造的に現状を読み解く姿勢、そして
力を身に付けてほしいと思っています。

　新たなものを構想するには、自分の捉
え方の枠を、時に崩す必要があります。そ
のために有効なのは、現場と出会うこと
です。ゼミや演習でのグループ研究で、
現場の人々の声に耳を傾け、実感のある

研究を心掛けているのは、まさにそのた
めです。現場の人々の力強い声は学生た
ちを大きく揺さぶってくれます。また一方、
学生たちに常に心掛けてもらっているの
は、いわゆる自分たちのためのみの「収
奪型研究」ではなく、現場の人々にとって
もプラスとなる「協働型研究」をしようと
いうことです。フィールド調査をしたら、そ
こに自分たちなりの視点を加え、新たな
状況を構想し、その成果を報告書などに
仕上げ、現場の人たちに成果を少しでも
還元するようにしています。
　また昨年は、学生たち有志13名と、ク
ロアチアのBREZAというNGOが主催す
るアートフェスティバル“Land without 
borders”に参加しました。このフェス
ティバルの目的は、民族紛争の傷跡が
残る中、アートを通じて子どもたちそして
人々をつなぐというものです。国内団体
を中心に、私たちのような海外からの団
体を含め33団体が参加し、それぞれ独
自のテーマで、子どもたちとともにワーク
ショップを1週間にわたりつくりあげてい
き、最終日のフェスティバルへの参加は8
千名を超えていました。
　私たちのテーマは「書・折り紙・すずめ
踊り」でしたが、準備を含めて1週間、言
葉ではなくアートづくりを通して、学生た
ちは現地の子どもたち・保護者たちと夢
中になってコミュニケーションすることに

なりました。「コミュニケーション」「アート」
の枠が自然と崩れ、地域レベルでの表現
活動のあり様を具体的に感じることがで
きたように思います。
　ただ新たなものを社会に表現すること
は、学生時代に完結するはずはありませ
ん。2009年から、卒業生たちが自発的に

「卒業生ゼミ」をスタートさせました。私を
含め、卒業生の有志たちが毎月集まり、

「私たちの社会の当たり前を問い直すこ
と」をテーマにプロジェクトをつくりあげ、
今年の11月には、その成果をファンタジー
物語として一冊の本にまとめて出版する
予定になっています。

　誤解を恐れずに言えば、私はいつも、
学生と一緒に遊んでいる感覚でいます。
仲間のような感覚で、テーマをもって遊
び続けること、真剣に遊びつくすこと（こ
の9月の山西ゼミ合宿のテーマは「2011
遊びつくす」でした）が、実践・研究への
エネルギーとつながり、また閉塞感のあ
る社会状況、人間の精神状況に揺さぶり
をかけることにもつながっていくように
感じています。

学びの場は
授業の枠内だけではない

知ることにとどまらず
読み解くことを心掛ける

遊びを大切にする

「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、文学学術院の山西先生に、授業で心掛けていることや工夫に
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

やまにし・ゆうじ
神戸大学経済学部卒業。商社勤務の後、ア
メリカへ留学し、またアジア各地を放浪す
る。帰国後、早稲田大学へ学士入学し教育
学を学ぶ一方、NGOの立場から開発教育や
人権教育に携わる。専門は国際教育論・共
生社会論。現在、早稲田大学文学学術院教
授、開発教育協会常任理事、日本国際理解
教育学会常任理事、かながわ開発教育セン
ター代表、逗子市教育委員会教育委員など。
主著に『地域から描くこれからの開発教育』
（共編著、新評論）、『わかちあいの教育―地
球時代の「新しい」教育の原理を求めて―』
（共編著、近代文芸社）など。

▲�研究の成果をまとめた冊子 ▲�クロアチアのアートフェスティバルにて

文学学術院　山西優二 教授

現状を読み解き、新たなものを構想し
社会に表現する

▲�研究の成果をまとめた冊子



David Hooper  
Professor,

Faculty of Political Science and 
Economics

ディヴィッド フーパー
政治経済学術院教授

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 suppose it’s inevitable that the longer you live in a place, the more blasé you become about 
events that surround you — events that only a comparatively short time earlier would have 
been curiously unusual, quite fascinating and, on occasions, completely shocking. The 
world is getting smaller, and the opportunity to travel and experience different cultures and 
societies has never been easier. The number of foreign students now enrolled at Waseda is 
at an all time high, and there is an abundance of overseas study programmes for Japanese 
students. Things, however, were not always thus.

I came to Japan on my own as a teenager in the 1970s, determined to practise karate at 
the Japan Karate Association’s main dojo in Tokyo. As a foreigner in Japan in those days, I 
frequently felt as if I were on display — not so much as a celebrity in a crowd ; more on the 
lines of an escapee from the local zoo that everyone suspects is really quite harmless, but 
nobody wants to be the first to approach too closely. It is hard to imagine now that being a 
foreigner in central Tokyo in the late 70s could make you the object of such intense curiosity. 

I remember being seated on the train one day, returning home after the morning’s karate 
practice. A small child, about four or five years of age, suddenly noticed me. He stared for 
several seconds, his features temporarily frozen in shock as it suddenly dawned on him that 
all those stories he had heard about the existence of life on other worlds were actually true. 
Without taking his eyes off me he grabbed his mother’s arm and proclaimed in a voice loud 
enough for the whole carriage to hear, 

“Hora! Gaijin da!” (God! It’s an alien!)

The mother, I was sure, would quickly admonish her son for his rudeness. She would no 
doubt explain to the child that it wasn’t my fault that I had had the misfortune to be born 
non-Japanese, and that it was impolite to draw attention on a crowded train to the obvious 
deformities that characterized my kind : strangely coloured eyes, body hair, huge noses and 
preposterously tall. This was, however, Japan. The mother turned her head in my direction, 
and then, in a voice almost as loud as that of her forthright offspring exclaimed,

“Honto da!” (Gosh! You’re right!)

Life was so exciting in the 70s!

Japan, alas, no longer feels as exhotic as it once did, and visitors to these shores are not 
the rarity they once were. That’s not to say, however, that coming to this country is not a 
stimulating and rewarding experience. Life is what you make it. Foreign students fortunate 
enough to have the chance to study here at Waseda, can experience a unique cultural 
setting through which they can learn not only about their host country, but about themselves.

As I flew back to Narita at the end of this summer, after teaching karate in Thailand and 
Nepal, I couldn’t help thinking that even after so many years in Japan, the novelty hadn’t yet 
quite worn off.

L　 ife in Japan 
— As exciting as ever.

　70年代、まだ外国人が珍しい存在であった日本へ空手
を学びにきた私はたくさんの人に出会い、いろんな経験を
しました。すべてが刺激的で価値ある経験でした。今の
留学生たちは幸運にも早稲田で学べるチャンスが充分に
あり、異文化を通して自国の文化や自分自身についての新
たな発見もあると思います。
　その場所での生活が長くなればなるほど飽きが来ると
いう人もいますが、日本という国は私にとって好奇心をか
きたて続ける国です。
　楽しく人生を切り拓くのも自分次第です。

抄訳：人生は、自分次第。

Teaching the Waseda High School Karate-bu
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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

「キャリアの羅針盤」。今回はユニリーバ・ジャパンの柳原美穂さんにお話を伺いました。

の

学生と進路選択

仕事のキャリアは持久走
だからこそパッションが必要

　当社は、世界中で約180カ国で事業を展開する
グローバル消費材メーカー、ユニリーバの日本法
人です。日本でも1964年の設立以来、ローカルに
根ざし、日本人の文化やニーズに合わせた製品を
国内で開発、製造し、市場に提供してきました。
当社は日本にも工場があります。そうした背景か
らか、中途入社社員からは、グローバル企業と日
本企業の両方の良さを感じると言われます。私自
身も、カジュアルでオープンな雰囲気と仕事に対
する誠実さが当社の特長だと感じています。
　私たちが求めている人材は、第一に、成長意欲
のある人材です。ビジネスですから、自分の成長
だけでなく、ビジネスの成長にも関心がある人を
求めています。また、一つの製品が世の中に出て
行くまでには、複数の部門のさまざまな人との協
力が欠かせません。ですので、チームの中で働く
ことができることも重要です。採用は職種別です
が、入社後も、例えば営業職でもマーケティング
を経験するなど、できるだけ別の職種を経験する
ことを通じて視野を広げ、店頭に並ぶ商品の一つ
ひとつが、自分の部署だけの努力ではない、すべ
ての部署が苦労し、協力をしあった結果であるこ
とを理解できるように育成しています。
　第二に、消費財メーカーですから、商品を通じ
て人々の生活に喜びを与えたいと考えられるこ
とです。私たちの商品の一つひとつは、日常生
活の中の小さなものですが、大変多くの人々に
日々、当社のブランドを使ってもらっています。そ
の数は、毎日、全世界で20億人です。私たちの仕
事が、世の中に大きなインパクトを与えているとい
うことを想像し、そこにやりがいを感じられる人
を求めています。

　ユニリーバはダイバーシティが進んでいる会社
で、日本法人の社員に占める女性の割合は、全体
で約35%、35歳以下ではほぼ半々です。課長職で
は28%が女性で、日本の課長職の女性比率の平
均が約7%であることを考えると非常に高い数字
です。これはユニリーバ・ジャパンが「女性にやさ
しい会社」だからではなく、性別・年齢・国籍・人
種に関わらず、実力で採用・昇進することが徹底
しているからであり、女性、男性に関わらず仕事に

やりがいを持っているということの結果だと思っ
ています。ですから、女性・男性に関わらず、厳し
いですよ。ですが、「実力主義」ではあるものの、
お互いに助け合う文化があり、「ぎすぎすしてい
ないですね」とよく言われます。社員の国籍もさ
まざまで、全社的には14カ国にのぼります（2011
年4月現在）。社内のコミュニケーションは、例え
ば会議で日本語ができない人がいる場合には、
英語になります。英語は必須ですが、本社が英
国だからクイーンズイングリッシュでなければな
らないとか、流暢である必要はありません。ダイ
バーシティを尊重しているため、その国のアクセン
トのある英語で話しても誰も気にしないのです。
また、その人の能力開発の必要に応じて、世界の
さまざまな支社に赴任の機会があります。個性を
生かし、グローバル規模で社員を育てる環境が、
やりがいを生み出していると思います。

　学生さんの中には、社会人になる前にプレゼン
の練習をしたりしなければと考える人も多いよう
ですが、ビジネスに必要なスキルは、入社後にト
レーニングすれば心配ありません。それよりも、
学生時代にはすべてのスキルの土台となる論理
的に物事を考える力とコミュニケーション力を磨
いてください。これらの力は簡単に培えるもので
はありません。時間のある大学生のときに、大学
生にしかできないことをしてほしい。人と出会っ
て、本を読んで、さまざまな経験をして、そうした
力を身に付けていってほしいと思います。
　そして、やりたいことを探しましょう。でも、自
分のセンスを信じて、自己分析をしすぎないこと
も大切。迷っている学生に、私はよく「自分のガッ
ツフィーリングを信じろ」と言います。仕事のキャ
リアは何十年も続くマラソンです。パッションが
なければ長続きしません。仕事ですから時には
つらいこともあります。でもパッションがあれば乗
り越えられます。もし具体的にやりたい仕事が見
つからなかったとしても、仕事を探す上で「これ
だけは譲れない」というものは、誰にでもあると
思います。私の就職は、当時はまだ女性の新卒採
用が限られていた時代だったので、「自分らしく
働ける」ことが、譲れないポイントでした。
　自分を幸せにできるのは自分だけです。ぜひ、
幸せになれるキャリアをみつけてください。

毎日の積み重ねが
世の中への大きなインパクトに

男女を問わず実力を発揮し
やりがいを持てる職場

すべての仕事の土台となるのは
論理的に物事を考える力

ユニリーバ・ジャパン・
ホールディングス株式会社
ヒューマンリソース
HRマネージャー（リーダーシップ開発）

柳原美穂

Profile
やなぎはら・みほ
1990年一橋大学卒。日本リーバ㈱
（現ユニリーバ・ジャパン㈱）に入
社後、マーケティング部門に配属。
ラックスパーソナルウォッシュ、
ポンズ、リプトンなどのブランド
を担当。2003年に人事に異動し、
現在は採用・教育を担当。自分の
子育てと仕事の両立の経験を生か
し、ワークライフバランスを実現
できる制度づくりにも継続して取
り組む。

1964年、世界最大級の消費財メー
カー、ユニリーバの日本法人として
設立。食品とホームケア・パーソナ
ルケアの2つの市場で、ラックス、ダ
ヴ、ポンズ、アックス、リプトンなどの
トップブランドを展開。

ユニリーバ・ジャパン

就職活動を始めるとさまざま
な情報が一気に押し寄せてき
ます。その情報の中から、自分
に必要な情報、自分に有用な
情報を選り分けることが、非常
に重要になります。その選り分
けの基準になるのは、学生自
身がこれまでに培ってきた能
力や経験です。これまでの20
年余を振り返りながら、自分の
情熱の向く先を見極めた上で、
就職活動に臨んでほしいと思
います。

キャリアセンターより

正解を探すのではなく、
自分の解答を創る
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今号のオススメ

■『�Studien�zur�Geschichte�der�No-Masken:�ihre�Frühformen�in�Tempeln�
und�Schreinen�Japans』

����ギュンター・ツォーベル（名誉教授）／
����荻野静男・室井禎之（以上、政治経済学術院）訳　Iudicium　2011年6月

■『会社法の基本問題』
����江頭憲治郎（法学学術院）著　有斐閣　2011年6月

■『商取引法の基本問題』
����江頭憲治郎（法学学術院）著　有斐閣　2011年6月

■『学習国際条約・判例集』
����島田征夫（法学学術院）編　成文堂　2011年6月

■『国際法学入門』
����島田征夫（法学学術院）編著／萬歳寛之（法学学術院）他共著　成文堂　2011年6月

■『平安京遷都』（岩波新書）
����川尻秋生（文学学術院）著　岩波書店　2011年6月

■『日本の企業統治―その再設計と競争力の回復に向けて』
����宮島英昭（商学学術院）編著　東洋経済新報社　2011年6月

■『比較福祉の方法』
����久塚純一（社会科学総合学術院）著　成文堂　2011年6月

■『日比野弘の日本ラグビー全史』
����日比野弘（名誉教授）編著　ベースボール・マガジン社　2011月6月

■『ディズニーランドの秘密』（新潮新書）
����有馬哲夫（社会科学総合学術院）著　新潮社　2011年7月

■『スポーツファシリティマネジメント』
����原田宗彦・間野義之（以上、スポーツ科学学術院）編著　大修館　2011年7月

■『地方自治入門』
����稲継裕昭（政治経済学術院）著　有斐閣　2011年8月

■『国際取引法（第2版補訂）』
����木棚照一（法学学術院）編著　成文堂　2011年8月

■『越境する書物―変容する読書環境のなかで』
����和田敦彦（教育・総合科学学術院）著　新曜社　2011年8月

■『国際化の中のことばと文化』
����池田雅之（社会科学総合学術院）／大場静枝（総合研究機構）編著
����成文堂　2011年8月

■『ロースクール演習　憲法』
����後藤光男（社会科学総合学術院）共著　法学書院　2011年8月

■『マトリックス・マーケティング―水平思考で市場をつくる』
����野口智雄（社会科学総合学術院）著　日本経済新聞出版社　2011年8月

■『「洋酒天国」とその時代』（ちくま文庫）
����小玉武（広報室参与）著　筑摩書房　2011年8月

■『労働法（第4版）』
����浅倉むつ子・島田陽一（以上、法学学術院）他著　有斐閣　2011年9月

■『自分イノベーション―問題発見・解決の究極メソッド』
����林志行（理工学術院）著　技術評論社　2011年9月

■『政治コミュニケーションを理解するための52章』
����谷藤悦史（政治経済学術院）監訳　早稲田大学出版部　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

本学で2012年2月までに開催されるイベントを一部ご紹介します。
詳細は、直接【問い合せ先】にご確認ください。その他のイベントにつきましては、
本学Webサイト（http://www.waseda.jp/）学術講演会・公開行事をご覧ください。
※�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

会場�国立競技場�　日程�12月3日㈯
�������震災復興チャリティイベントとして、大規模なランニングイベントを開催いた
します。復興支援として参加費の一部を平山郁夫記念ボランティアセンター
（WAVOC）の活動費などに充てさせていただきます。詳しい情報はWebサイ
トをご覧ください。

問 ��早稲田駅伝事務局［ルーツ・スポーツ・ジャパン内］　TEL：03-6459-0011
�　http://waseda-ekiden.wizspo.jp/

がんばろう日本！ 震災復興チャリティイベント
第1回 早稲田駅伝 in 国立競技場

会場�小野記念講堂�　日程�12月17日㈯　14：00 〜17：00
�������3.11の東日本大震災より学びつつあることを、時代・世代・地域を超えてど
のように伝えていくべきか？　現在のみならず過去の事象をもヒントにして、
皆さんで語り合います。

問 ��教育総合研究所　TEL：03-5286-3838
�　http://www.waseda.jp/kyoikusoken/

シンポジウム 震災と教育〜将来に学び伝える〜（仮題）

会場�26号館（大隈記念タワー）10階�125記念室、2号館�2階�津田記念室
日程��10月15日㈯〜12月4日㈰
� �本学と美濃加茂市にゆかりの深い津田左右吉の没後50年にあたり、津田
の生涯と研究成果についてあらためて検証し、その内容を紹介します。

問 ��文化推進部文化企画課　TEL：03-5272-4783
�　「早稲田文化」Webサイト　http://www.wasedabunka.jp/

2011年度　美濃加茂市・早稲田大学文化交流事業　共催展
没後
50年 津田左右吉展

会場�大隈記念講堂・小野記念講堂
日程��11月13日㈰〜15日㈫
　　�東日本大震災で顕在化した諸課題に対して化学の果たすべき役割を発信する
とともに、世界化学年の趣旨を体現する大会としてさまざまな企画を実施します。

　　詳細・参加登録は　http://www.chemistry.or.jp/festa/
　　主催：日本化学会　共催：早稲田大学
問 ��日本化学会企画部　TEL：03-3292-61613

第1回CSJ化学フェスタ ―2011世界化学年記念大会―

會津八一記念博物館 企画展
①茶碗
②埼玉県鶴ケ島市寄贈 オセアニア民族造形美術品展 ―多様な民族世界―

会場�會津八一記念博物館
� ①1階�富岡重憲コレクション展示室　②1階�企画展示室
　��　　�※日曜・祝日休館
　　��　�　�ただし、12月23月㈮〜 2012年1月5日㈭は冬季休業期間により休館、および1月

10日㈫は臨時休館
日程��①2011年11月18日㈮〜 2012年2月4日㈯　10：00 〜17：00
　　　�富岡コレクションに伝えられる50件ほどの茶碗類から30碗ほどと、佐々

木および延原コレクションの黒楽茶碗を加えて展示します。
� ②2011年11月21日㈪〜 2012年1月12日㈭　10：00 〜17：00
　　　�埼玉県鶴ヶ島市より寄贈を受けた故・今泉隆平氏旧蔵のオセアニア民族

造形美術品コレクション（計1,088点）の中から優品を紹介します。
問 ��會津八一記念博物館　TEL：03-5286-3835
�　http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html

11-2月
20122011

『対話のことばの科学
―プロソディが支えるコミュニケ－ション』
市川熹（人間科学学術院）著　早稲田大学出版部　2011年6月

ことばは、表出すると同時に揮発するにもかかわらず、なぜ対
話は円滑に進むのか。言語処理のみでは脳による実時間処理
が可能になるとは考えられない。イントネーションなどのプロソ
ディ情報に「実時間伝達支援情報」（「伝達内容予告情報」と「話者交替予告
情報」）が内在し、ことばの表出時に付加され、円滑な対話を可能にしていること
を示した。言語や社会性の獲得の基盤となる可能性も示唆した。

『プロセスで学ぶレポート・ライティング
―アイデアから完成まで』
細川英雄・舘岡洋子・小林ミナ（以上、国際学術院）編著　
朝倉書店　2011年6月

レポートはどのようにしたら書けるのか。文章作成技術やアカデ
ミック・スキルを習得しようとすればするほど、テーマの発見は自分から遠ざかっ
てしまう。ここで登場するのが、他者との対話だ。この対話プロセス体験は従来
の発想を180度転換させる、革命的なテーマ発見にあなたを導くだろう。

早稲田を満喫！キャンパスツアー
本学の見どころを、個性豊かな現役早大生ガイドが、大学の歴史や学生生活のエ
ピソード、ちょっとしたトリビアなどを交えながら楽しくご案内します。各キャンパ
スで定期的に行われているツアーのほか、早稲田・戸山キャンパスでは10 〜 80
名様の団体でのツアーも承っていますので、お誘いあわせの上、ぜひご参加くださ
い。詳細・参加登録はWebサイトをご参照ください。
http://www.waseda.jp/jp/global/guide/tour/



『CAMPUS NOW』は WASEDA ON LINE でもご覧になれます。

小誌へのご意見、ご感想をお待ちしています。左記発行元まで、
お寄せください。

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

※CAMPUS NOWは年5回発行の予定です。次号は、12月下旬発行を予定しています。

 写真： 佐藤洋一（社会科学総合学術院 教授）

1957年10月21日、創立75周年記念式典が、

戸山キャンパスに前日落成したばかりのここ記念会堂で挙行されました。

創立以来、大ホールのない学苑では、大集会の際にはキャンパスに大テントを設営。

大隈重信が、屋根のあるところで晴れの演説をしたいとこぼしたという話が伝わっています。

1927年には大隈記念講堂が竣工。式典や文化行事に頻繁に利用されましたが、

学生数も増加し、大濵信泉第7代総長の頃には入学式・卒業式を複数回に分ける状況に。

学生の生涯の思い出となる荘厳な入学式・卒業式をという大濵の思いと、

早稲田スポーツの振興を願う稲門体育会を中心とした校友の支援により、

立ち見を含めて１万人余を収容できるこの大講堂兼体育施設が完成しました。

音響施設や照明設備にも工夫が施され、ルーバー付きの天窓からは自然光も。

体育実技の授業やバスケット、バドミントンなど各種競技の練習・試合はもとより、

早大交響楽団と学内合唱団による国内アマチュア初のマーラー「千人の交響曲」演奏など、

各種コンサートの会場としてもたびたび利用されています。

第3回アジア大会の卓球、東京オリンピックのフェンシングの会場となったことも、

当時の大学施設としての充実度と先進性を物語っていると言えるでしょう。

大隈も望んだ大ホール
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