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「学びたい」

思いに応える早稲田の生涯学習
History
Interview： 生涯学習の切り口から社会貢献の可能性を広げたい
Various ways： 多様な学び方を提供する早稲田の生涯学習
Lecturer interview：「学びたい」という思いに触れて
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大久保幸夫

東日本大震災関連のニュース
「災害対策中央本部」の見学会を行いました
東日本大震災を受け、
本学では今後起こ
りうる災害に備えて各種準備を行っていま

震などの災害が発生した際は優先的に災
害対策の本部となります。

す。その一環として、
12月15日、
大隈会館に

見学会では、
通常は備蓄倉庫に保管して

おいて、
災害を想定した模擬災害対策中央

いる非常食や毛布などの非常用備品や衛

本部を設営し、
多くの教職員が見学に訪れ

星電話、
発電機なども展示され、
足を運んだ

ました。会場である大隈会館N2会議室は

職員は興味深く説明を聞いていました。

普段、
会議などで利用されていますが、
大地

災害対策中央本部が設営された大隈会館N2会議室

思い出をよみがえらせる「写真洗浄プロジェクト」に 180 名
本学ボランティアセンター（WAVOC）が、

かった写真を、3段階に分けて洗浄。まず

富士フイルム株式会社の協力を得て、東日

泥や砂を取る作業、次に本洗、そしてすす

本大震災による津波で流されてしまった被

ぎ洗いという工程で、洗浄は、泥や汚れに

災者の皆さんの写真を洗浄し、1枚でも多

含まれ写真を劣化させるバクテリアを取り

く持ち主の方にお返ししようという写真洗

除くのが主な目的となります。参加学生は、

浄プロジェクトを20回にわたり開催し、約

被災者の方への想いを込めて熱心に写真

180名の学生が参加しました。

洗浄を行いました。

岩手県陸前高田市の被災者の方から預

慎重に作業を進める学生たち

シンポジウム「社会とつながる学生ボランティア」を開催
1月28日、WAVOCが 東京6大学ボラン

ポジウム「社会とつながる学生ボランティ

第2部では、
「震災後1年、
学生ボランティ

ティアセンター連絡協議会と共催し、シン

ア〜大学による震災復興支援ボランティ

アにできたこと、できなかったこと」をテー

アの取り組み〜」を行いました。

マに、日本財団学生ボランティアセンター

白熱したパネルディスカッションの様子

プログラムは2部構成で行われ、第1部

の西尾雄志代表がコーディネーターを務

では中央大学、法政大学、明治大学、明治

め、パネリストの伊藤章国際ボランティア

学院大学、立教大学、早稲田大学の学生9

学生協会理事、中根圭一読売新聞気仙沼

名が事例発表。各大学の特性や環境を生

通信部記者、笹倉和幸本学学生部長が議

かした活動内容で、教職員・学生のさまざ

論を展開。それぞれの視点や経験からの

まな発表を直接聞くことのできる大変良

ご意見に、訪れた学生や関係者も熱心に

い機会となりました。

聴き入っていました。

『ブックレット〈｢震災後｣ に考える〉』シリーズの続刊を発行
前号でお知らせしたように、
本学では、震災直後から教職
員や学生が行ってきたさまざ
まな研究・支援プロジェクトを
通じて得た知見・思索・活動を
広く社会に提供し、さらなる復
興支援の一助とするため、本
学教員を中心とした執筆陣に
よるブックレットを刊行しまし
た。前号以降の続刊をご紹介
します。

■『地方自治体は重い負担に耐えられるか「民」の力を結集する方法』
小林麻理（政治経済学術院）他編著

2011年12月

■『拡大する放射能汚染と法規制 穴だらけの制度の現状』
日置雅晴（法学学術院）著

2011年12月

早稲田大学出版部
TEL：03-3203-1551

■『3.11 津波で何が起きたか―被害調査と減災戦略』
柴山知也（理工学術院）著

2011年12月

■『0泊3日の支援からの出発―早稲田大学ボランティアセンター・学生による復興支援活動』
加藤基樹（平山郁夫記念ボランティアセンター）編著

2011年12月

■『復興政策をめぐる《正》と《善》』

鈴村興太郎（特任教授）
・須賀晃一・河野勝・金慧（以上、政治経済学術院）著他

■『東日本大震災と憲法―この国への直言』
水島朝穂（法学学術院）著

2012年2月

■『学生のパワーを被災地へ！―「早稲田型ボランティア」の舞台裏』
岩井雪乃（平山郁夫記念ボランティアセンター）編著
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U 大隈記念学術褒賞授与式が行われました
2011年度の受賞者が決定

UNIVERSITY

本学では、学術の振興を図ることを

ています。

目的に、1958年に大隈記念学術褒賞を

10月27日に2011年度の授与式が

制定し、研究上抜群な業績をおさめ、

行われ、鎌田総長より本年度の受賞

学術水準の向上に極めて顕著な寄与

者2名に正賞ならびに副賞が贈られ

をした本学の専任教員に対して授与し

ました。

賞区分

受賞者名

名研究題目

記念賞

古谷誠章（理工学術院教授）

茅野市民館（長野県茅野市）

奨励賞

武岡真司（理工学術院教授）

高分子化学を利用した医療素材の開発研究

左から古谷教授、
鎌田総長、
武岡教授

P 鈴村興太郎教授が日本学士院の会員に

日本を代表する理論経済学者として「厚生経済学」で多くの業績

PRIZE

鈴村興太郎政治経済学術院特任教

理論経済学者であり、
ケネス・J・アロー、

授（写真）が12月12日、
日本学士院の新

アマルティア・センとならぶ「厚生経済

会員に選ばれました。

学」
、
とりわけ「社会的選択理論」に関す

日本学士院は、
学術上の功績が顕著
な科学者を顕彰するための機関として、

る国際的な権威として多くの業績をあ
げたことが評価されたものです。

恩賜賞・日本学士院賞・エジンバラ公賞

同教授は「今回の選出で厚生経済学

さらに高めること、
早大生に規範的な経

並びに学術奨励賞の授賞をはじめ、
外

と社会的選択の理論に広い認知の光

済学のもたらす光と果実を引き継ぐこと

国アカデミーとの交流などさまざまな事

が当たることになれば幸せです。今後

に、
一層の努力を重ねたいと思います」

業を実施。鈴村教授は、
日本を代表する

は、
日本の経済学の国際的な存在感を

と意気込みを語りました。

P 科学技術政策研究所「ナイスステップな研究者」に3名
科学技術情報をメディアに伝えるハブとしての活動が評価

PRIZE

科学 技術の振興・普及において顕

の原子力発電所事故に関し、放射線や

著な貢献をした研究者やグループに与

被曝などについての知識や健康への

田中准教授は「今後も研究を継続

えられる文部科学省科学技術政策研

影響などの情報を、迅速かつ客観的に

し、科学 技 術を伝える人々への支 援

究所の「ナイスステップな研究者」科

発信すべく、研究者などから収集した

を通じて社会の議論に貢献できるよ

学技術コミュニケーション部門に、本

情報や投稿を即座にネット上で公開。

う、尽力して参ります」とコメントして

学を拠点として活動するサイエンス・メ

同時に、国内外のメディアからの求め

います。

ディア・センターの3名が選ばれました。

に応じて専門家の紹介や情報提供な

今回の受賞では、東日本大震災の際

どを精力的に行ったことが、特に高く

サイエンス・メディア・センター
Webサイト▶http://smc-japan.org/

田中幹人

政治経済学術院 准教授
（リサーチ・マネージャー）

難波美帆

同 准教授
（マネージャー）

評価されました。

角林元子

同 研究助手
（メディア・オフィサー／
国際担当）
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U「Waseda Vision 150 シンポジウム 教養教育を考える」を開催
グローバル社会におけるリーダーを養成する「教養教育」とは

UNIVERSITY

本学では現在、
2032年の創立150周

的なアクションプランの検討を進めてい

ら教養教育の歴史の紹介や、
課題につ

年頃の本 学のあるべき姿（Vision）を

ます。その「Waseda Vision 150」の核

いての提言がなされ、
続くパネルディス

想い 描き、実 現するために、
「Waseda

心戦略の一つである「グローバルリー

カッションでは、
吉田教授、
神尾教授、
橋

Vision 150」を策定することとし、具体

ダーの育成のための教育体系の再構

本周司常任理事をパネラーとし、
大野高

築」に関連して、グローバル化社会に

裕教務部長のコーディネートで、
教職員・

おける大学生の「教養教育」にスポッ

校友と登壇者との活発な質疑応答が行

トをあてたシンポジウムが、
1月16日に

われました。教養教育の議論の進め方、

開催されました。

教養教育の在り方などが話し合われ、

シンポジウムでは、
教育・総合科学学
パネルディスカッションでは活発な議論が

術院の吉田文教授、神尾達之教授か

本学の教養教育を考えていくうえで、
有
意義なシンポジウムとなりました。

U「サポーターズ倶楽部エグゼクティブ・フォーラム」「稲門経済人の集い」を開催
支援者、
校友に早稲田をご理解いただく機会として

UNIVERSITY

11月18日、
「早稲田大学をご支援いた
だいている皆様との集いWASEDAサ

援部のリードで校歌や応援歌を全員で

2012」では、
橋本常任理事が「Waseda

斉唱し散会となりました。

Vision 150」について講演。交流会で

ポーターズ倶楽部エグゼクティブ・フォー

また、
1月23日に国内外 の経 済界で

は佐々木則夫東芝社長（写真右）から

ラム2011」が開催され、同倶楽部 特別

活 躍中の校 友 約400名が 参加して開

エールを込めた挨拶をいただくなど、
盛

会員のうち約100名にご参加いただきま

かれた「WASEDA稲門経済人の集い

会のうちに幕を閉じました。

した。
北川正恭政治経済学術院教授の
「震災が気づかせてくれたこと〜国づく
り、
まちづくりのあり方〜」と題した講演
や学生の被災地ボランティア報告（写
真左）などに続き、
懇親会ではスポーツ
界や政界などで活躍する著名校友と体
育各部学生たちも加わって、最後は応

U オープン教育センターが10周年の佳節
学術的アプローチを味わえる記念講座も開講

UNIVERSITY

4

学部の枠を超えた総合的かつ多様な

科学技術、
社会・文化、
コンテンツビジネス

教育の実現を目的とするオープン教育セ

などさまざまな分野について学び、
学生自

ンターが10周年を迎え、
秋学期に記念講

身が「ニッポンの未来」を考え、
予測し、
自

座「ドラえもんとニッポン未来予想図」を

分なりの未来予想図を描くだけでなく、
学

教室は700名を超える履修者でいっぱいに

開講。
「各専門分野の『論』を背景に置き

際的アプローチの醍醐味を存分に味わえ

氏が11月に、
「島耕作シリーズ」などで知ら

ながら学生に考えるヒントやきっかけを与

る講義となりました。全15回中2回を大隈

れる校友の漫画家 弘兼憲史氏が1月の

える授業」
（土方正夫社会科学総合学術

大講堂で学内向けに公開し、
2005年まで

最終回に登壇。詰めかけた学生たちは真

院教授）を目指し、
「ドラえもん」を通して

しずかちゃん役を務めた声優の野村道子

剣に耳を傾けていました。

U 大学全般

P 受賞

R 研究・教育

A 学内活動

R「研究の早稲田」から着実な成果を発信

RESEARCH
&
EDUCATION

科学・技術による社会貢献を

寄田准教授が参加

ヒッグス粒子探索―LHC実験の
最新結果について

心のアトラス（ATLAS）実験チームと、

グループの一

欧米中心のCMS実験チームという2つ

員として参加

の国際研究グループが大型粒子加速器

しています。

ヒッグス粒子崩壊シュミレーション
ⒸCERN

質量の起源とされるヒッグス粒子の

「LHC」を使用して行っており、本学理

探索などの実験を続けている欧州合

工学術院総合研究所の寄田浩平准教

開しています。

同原子核研究機構（CERN）は12月13

授が、
東京大学素粒子物理国際研究セ

日、最新の中間結果を発表し、大きな

ンターや高エネルギー加速器研究機構

注目を集めました。同実験は日米欧中

など国内15機関からなるアトラス日本

Webサイト
▶http://www.waseda.jp/jp/
news11/111214_higgs.html

高等研究所・品田賢宏准教授らのチーム

スタ中のドーパント原子を制御し、量子

制御が課題となっていました。品田准

単一ドーパント原子が制御された
量子デバイスを開発

輸送現象の観測に成功しました。

教授らは、トランジスタ中のドーパント

従来、トランジスタの閾値電圧（オン

を1個ずつ制御し、
一次元配列構造を作

本 学高等 研究 所の品田賢 宏准 教

／オフ電圧）を設定するためにドーパン

り込むことで単一ドーパントを介する量

授、理工学 研究科博士課程の堀匡寛

トが添加されてきましたが、極度に微

子輸送現象の観測に成功しました。

さん、イタリア学術研究会議のEnrico

細化したトランジスタではドーパントが

本研究は単一ドーパント原子デバイス

Prati博士らの国際共同研究チームは、

ランダムに分布しているために、閾値電

の実現性を高め、
新しい原理に基づくデ

半導体集積回路に用いられるトランジ

圧のばらつきが問題となっており、その

バイス開発に弾みを付ける成果です。

理工学研究所主催

後、
同学術院の林泰弘教授、
田辺新一教

シンポジウム「エネルギー問題の
短・中・長期展望」開催

成果概要の詳細はWebサイトにて公

授、
勝田正文教授、
高口洋人准教授ら4
名の教員が、
熱エネルギー利用やエネル

第2回「エネルギー問題の短・中・長期

ギー資源、
再生可能エネルギーなど各々

展望」が12月19日、
「スマートコミュニティ

の研究内容について講演（写真）
。参加

とスマートハウス―建築の超省エネ化と

した一般の方や学生ら約250名が熱心

題だけでなく、
熱エネルギー利用やエネ

電気・情報との融合―」をテーマに西早

に耳を傾けました。

ルギー資源、
再生可能エネルギーなどに

稲田キャンパスで開かれました。中川義

同シンポジウムは電力危機をテーマ

関する課題についても取り上げ、
さまざま

英理工学術院総合研究所長の挨拶の

に、
7月に第1回を開催。今後は「電力」問

な視点から議論を深めていく予定です。

A 留学生が島根県大東町にホームステイ
留学センター所長が感謝状を贈呈

ACTIVITY

本学では島根県雲南市大東町の大

育交流の発展に貢献されてきたことに

東国際文化交流協会と連携し、
「早稲田

感謝の意を表し感謝状を贈り、
留学生を

大学留学生ホームステイ事業」を1986年

代表してキャスリーン・センさん（国際教

から行っています。
27年目を迎えた今年

養学部）が「ともに友愛の心で、
すてき

は、
アメリカとカナダからの留学生6名が

な未来をつくりましょう」と挨拶。会の最

3月3日までの約1カ月間滞在する予定で、

後には雲南市立海潮中学校神楽部によ

2月5日に同町で歓迎会が行われました。

る舞を観賞するなど、
楽しいひと時を過

訪問で地元の方々と交流し、
座禅や陶芸

ごしました。

などさまざまな体験を通して、
雲南市や日

歓迎会の中で黒田一雄本学留学セン
ター所長から、
同協会が本学の国際教

留学生たちは、
市内の小中学校や社寺

感謝状贈呈後の記念撮影

本の文化を学ぶことになっています。
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A 本庄高等学院で活発な国際交流

日本スーパーサイエンスハイスクール（SSH）
・台湾高瞻計画（HSP）科学教育交流シンポジウムに参加

ACTIVITY

12月18日から22日、台 湾のHSP校11

言 葉には、このシンポジウ

校・日本のSSH校11校の生徒教員の参

ムが 台日両 国の 科 学 者 の

加のもと、
次世代の科学教育プログラム

SEEDS（種）たちを発芽さ

の検討と台日両国の交流を目的として、

せるきっかけになってほし

本庄高等学院、
早稲田リサーチパーク

い、
という意味も込められています。

シ

ー

ズ

参加者全員で笑顔の記念撮影

が実施され、
熱心に聞き入る参加者か

で「TaiwanHSP/JapanSSH Science

生徒による研究発表・ポスターセッ

らそのすべてに盛大な拍手が送られま

Education Exchange Symposium

ション・課題コンペ・文化交流・遠足、
教

した。生徒教員双方にとって多くの経験

(SEES) 2011」が開催されました。この

員のワークショップなど多彩なメニュー

が得られたイベントとなりました。

シ ー ズ

U 早稲田・西早稲田キャンパスを仮想散策
Google マップのストリートビュー公開

UNIVERSITY

本 学 早 稲田キャンパス・西早 稲田
キャンパスがGoogle マップのストリート
ビューで公開されました。
ストリートビューとは、
360度のパノラマ
写真で街並みなどを見ることができる
Google社のWebサイトの機能で、
キャン
パス内のシンボルとなっている大隈銅像

や演劇博物館、
大隈記念講堂や大隈庭
園なども見ることができます。
ぜひアクセスして仮想散策をお楽しみ
ください。
詳しくはこちら
▶http://www.waseda.jp/jp/
news11/111209_gsv.html

A 現代演劇から民族美術まで各種展示会などを開催
會津八一記念博物館・演劇博物館で各種企画展

ACTIVITY

オセアニア民族造形美術品展
2010年の埼玉県鶴ヶ島市からの「オ

太 鼓や笛といった楽器、土器・木器等

セアニア民 族 造 形 美 術品」寄贈を受

の日用品などが多岐にわたり展示され

け、
11月21日〜 1月12日の2カ月間、會 津

ました。世界的に見ても貴重なコレク

アベラム族の「精霊の家」の資料

八一記念博物館 企画展示室と大隈記

ションであり、
人々の信仰の中心となっ

各地の民族資料の展示に、多くの人が

念タワー 10階125記念室にて展示会が

た精霊の姿を中心とした、
ニューギニア

足を運びました。

表したパフォーマンス『S/N』は、
15年

フォーマンス『S/N』と、それを生み出

以上経過した今もなお言及されること

した「90年代京都」という空間に注目

の多い、日本の舞台表現史に残る作

し、テキストや写真、インタビュー映像

9月21日〜 2月4日、演劇博物館の現

品で、同時期に京都のカフェやクラブ、

などを通じて来場者を魅了しました。

代 演劇シリーズ第38弾として「LIFE

ギャラリーや大学などを中心に興った、

with ART 〜ダムタイプ『S/N』と90年

さまざまな社会的な活動と密接な関わ

代京都〜」展が開催されました。

りを持って成立したものでもあります。

LIFE with ART
〜ダムタイプ『S/N』と90年代京都〜
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行われ、パプアニューギニアの精霊堂
の柱や精霊像を中心に、仮面、楯、槍、

京都を拠点に活動するアーティスト

今回の展示は、90年代に圧倒的な強

グループ「ダムタイプ」が1994年に発

度を持つ表現として立ち現れたこのパ

展示の様子

U 大学全般

P 受賞

R 研究・教育

A 学内活動

A 2011年度も体育各部が大活躍
高等学院もアメフト日本一に

ACTIVITY

2011年10月26日 〜 31日、庭 球 部 男

蹴 球 部が 全 国高校アメリカンフット

勝で2年連続3度目の日本一に。
28日に

子が岐阜で行われた全日本大学対抗

ボール選手権決勝「クリスマスボウル」

は鎌田総長に優勝を報告しました。

王座決定試合において、慶應大を下し

で大阪産業大附属と引き分け、両校優

史上初の7連覇という栄光をつかみと
りました。また庭球部女子も、関東大
学リーグ戦で苦戦した亜細亜大を見
事に下し6連覇の偉業を成し遂げまし
た。さらに11月26日の 全日本 大 学 女
子バスケットボール選手権大会でバス

競走部

庭球部

日本拳法部
写真：Ⓒ早稲田スポーツ新聞会

ケットボール部（女子部）が初の決勝

2011年度 体育各部 団体学生日本一（2012年2月16日現在）

戦進出。西の強豪・大阪人間科学大に

部名

果 敢に挑み、創部以来初の優勝を果

大会名等

成績等
男子

優勝

※7連覇

女子

優勝

※6連覇

女子総合

優勝

たしました。そのほか、日本拳法部も全

庭球部

平成23年度全日本大学対抗
テニス王座決定試合

日本選手権で強豪中央大を相手に、創

漕艇部

第38回全日本大学選手権大会

部以来の初優勝、競走部は日本学生

競走部

第80回日本学生陸上競技対校選手権

バスケットボール部 第63回全日本大学選手権

対校選手権で53年ぶりの男子総合優

軟式庭球部

勝を果たすなど、各種リーグ戦、ブロッ
ク大会といった試合や個人戦を含める

準硬式野球部

と26部が優勝を飾っており、引き続き

優勝

優勝
優勝

されています。

日本拳法部

第56回全日本学生拳法選手権大会

ラクロス部

第3回全日本ラクロス大学選手権

■ 2012年度 早稲田大学大学暦

前期

夏季休業

自
至

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 月入学式
後期開始日
創立記念日
後期

冬季休業

9 月 15 日㈯

自
至

授業終了
春季休業
学部卒業式、芸術学校卒業式および
大学院学位授与式

4 月 1日㈰
4 月 2 日㈪
4 月 1日㈰
8 月 2 日㈭
8 月 3 日㈮
9 月 20 日㈭

自
至

9 月 22 日（土・祝）
9 月 21日㈮
10 月 21日㈰
12 月 23 日㈰
2013 年 1月 5 日㈯
2 月 5 日㈫
2 月 6 日㈬
3 月 31日㈰
3 月 25 日㈪
3 月 26 日㈫

※原 則として前期授業開始日を4月6日㈮、後期授業開始日を9月28日㈮
とします。
※7月16日㈪（海の日）、10月8日㈪（体育の日）、11月23日㈮（勤労感謝
の日）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、
5月1日㈫・2日㈬、2013年1月15日㈫の休業日を設けます。

※創部初

優勝

平成23年度秋季東京六大学準硬式野球リーグ戦
第42回全日本学生合気道競技大会

学部
大学院
前期開始日
授業終了

女子

平成23年度春季東京六大学準硬式野球リーグ戦

合気道

入学式

総合優勝

女子

第31回
全日本大学ソフトテニス王座決定戦・団体戦

冬季に行われる大会での活躍が期待
さらに1月23日には、高等学院 米 式

男子

※春秋連覇

男子乱取団体戦 優勝
女子乱取団体戦 優勝

男子

決勝戦

※連覇

優勝

※創部初

優勝

※連覇

■ 2012年度入学式
1.学部合同入学式
第1回
第2回

4月1日㈰

記念会堂

9：30 政治経済学部 法学部

文学部

教育学部
人間科学部（通信教育課程含む）
11：45
国際教養学部

第3回 14：15 文化構想学部 商学部
第4回 16：15

社会科学部

基幹理工学部 創造理工学部 先進理工学部
スポーツ科学部

2.大学院合同入学式
4月 2日㈪ 10：00
		
3.高等学院入学式
4月 8日㈰ 10：00
高等学院中学部入学式
4月 8日㈰ 14：00

記念会堂（情報生産システム研究科※を除く）
※情報生産システム研究科は北九州学術研究都市会議場にて挙行

大隈講堂
大隈講堂

4.本庄高等学院入学式
4月 7日㈯ 13：00

大隈講堂

5.芸術学校入学式
4月 2日㈪ 18：30

西早稲田キャンパス63号館03会議室（予定）
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Special Report

学びたい

思いに応える
早稲田の生涯学習
近年、
人々の学習ニーズの高まりにともない、
大学の開放が重要となっています。
早稲田大学では創立間もない頃から大隈重信を中心に校外教育と称し、
講義録の刊行や地方講演会など、
ユニバーシティ・エクステンション（大学開放）を
積極的に推進、
学問の社会への還元に努めてきました。人々の学習ニーズに応えてきた
本学の生涯学習の歴史を振り返ると同時に、
現在の充実した生涯学習環境を紹介します。

History

これまでの本学の生涯学習に関わる主なトピックを取り上げて紹介します。
さまざまな時代の学習環境の中で、本学はどういう役割を担ってきたのでしょう。

（本誌編集部および制作会社調べ。ノンディグリープログラムを中心にまとめています）

講義録による在宅での学習。学ぶ意思を
持ちながらその機会を持たない方々のた
め、
通信教育の先駆けとして始まる。
1938
年までに受講生累計100万名を超える盛
況ぶりだった。津田左右吉、
猪俣津南雄、
佐々木更三、
田中角栄らは、
本学の校外生
として勉学に励んだ

column
近代学校制度が定着 〜明治〜

1887 1893

明治

着した。
1886年、
帝国大学令公布に基づき帝国

大学が設置。民間でも東京専門学校（早稲田
大学の前身）や慶應義塾、
同志社など私立の教

育機関が活躍する。しかし明治40年頃の大学

進学率は約3％と、
まだまだ限られた人に向けた
ものだった。

1902

（明治35）

1907 1910
校外教育部を
新設

（明治40）（明治43）
校外生を
対象とした
夏期講習会を
開催

高田早苗の
考案により、
各学科の
講義録を発行
（通信講義録の
始まり）

東京専門学校創設
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1886

（明治19）

る。義務教育の6年制など、
近代学校制度が定

早稲田大学と
改称

1882

（明治15）

日本各地での
巡回学術講話会を開始

校外生制度を設ける
『東京専門学校講義録』とし、
政治部講義、法学部講義の２種に整理

（明治20）（明治26）

西欧列強に追いつくために、
富国強兵に基
づく近代化を目指し、
教育水準の向上が図られ

column

2003

高等教育の拡大 〜昭和後期〜

昭和

37.4%にまで上昇した。また、
文部省（当時）が各国立大学学長宛に「大学開放の促進につ

いて」の通達を出し、
大学の学問研究の成果を地域住民および社会一般に開放する努力を
要請。各大学で公開講座を開設する動きが活発になる。
1973年に東北大学教育学部の附
属施設として大学教育開放センターが開設されたことを皮切りに、
各国立大学で同様の施設

1981 2001

教養、
語学、
スポーツ・
健康、
ビジネスなど38
の講座と、
1,526名の
受講生でスタート。ト
ラベルスタディなどの
フィールドワークを加
え、
学習に深みをもた
せた。当時 の受 講 生
の80 % が60歳 以 上
だった

エクステンション
センター八丁堀校を開校

エクステンション
センターを開設

（昭和56） （平成13）

2011

太平洋戦争による
用紙不足などを
背景に、通信講義録の
発行が困難になる。
また、時代の変化により、
１９５６年に
通信講義録の購読者の
募集を停止

夜間の教育機関として、社会人を対象と
した課程。現在の芸術学校に引き継が
れている

文学学術院で
考古調査士養成
プログラムを開始

年代

2002

早稲田大学
校外生の
「友の会」誕生

column

システム科学研究所（当時）が
社会人を対象とする
1年制の全日制研修教育機関
「早稲田大学ビジネススクール」を開校

1936

（昭和11）

１９６８年に生産研究所
（当時）が平日の夜間に
行われる「経営科学講座」を
開設。１９７３年には
社会人を対象とした
全日制の「システム分析・
設計コース」
（１年間）の
教育コースを設立した。

年代

文学部が社会人を対象とした
学芸員資格課程 夏期集中講座を開講

早稲田工手学校を
開校

（昭和58）

1960 〜 70

30

（平成14）

1983

（明治44）

◦エクステンションセンター
創立 周年

2007

（平成19）

（平成23）
◦芸術学校創立100周年

1940 〜 50

1911

（平成21）
教育・総合科学
学術院で
教員免許更新講習開始

第二次世界大戦後、
産業構造の変化や国民の生活水準が向上したことにより進学需要
が増加。
1954年に10.1%であった高等 教育進学率は、
1970年には23.6 %、
1980年には

が設置され、
私立大学もそれに続いた。

2009

人間科学部通信教育課程
（eスクール）スタート。
日本で初めての
スクーリングを除く
すべての課程を
インターネット上で
配信する通信教育課程

（平成15）

（写真上）エクステンションセンター創立30
周年記念式典
（写真下）芸術学校創立100周年記念式典
にて、
鎌田総長（左から2人目）と歴代校長

column

自由教育から戦時色の強い教育へ 〜大正から昭和初期〜

大正

大正デモクラシーの風潮を追い風に、
自由教育の考えが広がりをみせた。高等学
校の卒業者数増加により、
大学の入学選抜が行われるようになる。帝国大学を中心

生涯学習ニーズの高まり 〜平成〜

平成

1990年には生涯学習審議会が設置され、
「生涯学習の振興のための施

策の推進体制等の整備に関する法律」が施行。自由時間の増大、
高齢化、

に公開講座が広がりを見せたが、
大学所在地での実施に限られていた。昭和に入る

定年退職する団塊世代や、
変化の激しいグローバル化に対応した知識を求

と、
教育においても次第に戦時色が強くなる。
1939年、
第二次世界大戦の勃発を

める社会人の増加などを背景に生涯学習ニーズが高まる。
1983年に設置

背景に、
学校教育の機能は徐々に低下。
1945年の戦時教育令では国民学校初等

された放送大学の拡充に合わせて、
多くの大学で生涯学習の仕組みができ

科以外の学校での授業が停止されるなどした。

ていった。
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Intervi

生涯学習の役割

大学は、生涯学習を通して、人々そして社会にどのような貢献ができるのでしょうか。
加藤哲夫エクステンションセンター所長に話を伺いました。

生涯学習の切り口から
社会貢献の
可能性を広げたい

大学のもつ知の財産を
社会と共有する

ニング講座を開設するなど、より良い環

―早稲田大学が生涯学習の場を提

―地域のカルチャーセンターなど生

供する目的、意義についてお聞かせくだ

涯学習機関はほかにもたくさんありま

さい。

す。その中で大学は何を重視すべきなの

本学では、エクステンションセンター

境づくりにも取り組んでいます。

でしょうか。

をはじめ多くの機関が、
大学が培ってき

生涯学習の機会を提供するだけで

た知の財産を社会に広く開放するとい

はカルチャーセンターとの違いがなく

う役割を担ってきました。近年、大学に

なり、大学が関わることの意味が薄れ

は研究・教育のみならず社会貢献も期

てしまいます。大切なのはやはり早稲

待されるようになっていますが、本学で

田大学に関係する学内外の教員が生

は創立者大隈重信の時代から「知の開

涯学習の機会を提供することに携わっ

放」を社会貢献と位置付け、取り組んで

ている点です。それが本当の意味で大

きた歴史があります。

学の知の開放と考えています。エクステ

実際、エクステンションセンターで学

ンションセンターでは、先生方それぞれ

んだ方々は、1981年の設 立以来、延べ

研究活動や正規の授業でお忙しいとこ

50万名を超えました。これだけ多くの

ろ、退職された名誉教授を含め約250

方々が本学の知の財産を共有してきた

名にも及ぶ早稲田関係の教員に講座を

という事実は、非常に大きな意味を持

担当していただいています。このことは

つと考えています。早稲田が脈々と築い

非常に貴重なことと考えています。

てきた研究の成果を市民一人ひとりの

また、独自の単位を設定し、修了制

生き方や生活に直接役立てていただく

度を設けている点も当センターの特徴

ことで、社会はより良い方向へと発展す

です。会員一人ひとりの希望によって

るのではないでしょうか。

体系立てて学習したことを教育機関で

また、生涯学習において大切にしな

ある本学が認定して修了証を出すこと

ければいけないのは、
「いつでも、どこ

は、受講生の方々の熱意に応えるととも

でも、誰でも」学ぶことができるという

に、継続した学習意欲を引き出すこと

視点です。エクステンションセンターで

につながっています。

は、
2009年にオンデマンド形式のeラー

加藤哲夫
エクステンションセンター所長
（法学学術院教授）
かとう・てつお
早稲田大学法学部卒業後、
同大学院法学研究科に進学。博士（法学・早稲
田大学）
。専門分野は民事訴訟法、倒産法。
2002年法学部長就任、
2004
〜 2006年法 学 学 術 院 長（学 部 長 兼 任 ）
。
2006 〜 2009年 図 書 館 長。
2010年9月より現職。
文部科学省科学技術学術審議会専門委員、国立情報学研究所（NII）客員
教授等歴任。現在、日本民事訴訟法学会理事長、最高裁判所・下級裁判所
裁判官指名諮問委員会（東京）委員等を務める。

10

Special Report
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思いに応える

iew
広がる年齢層
学生へのサポートも

―最近、
学生を対象とした講座にも力を

これまで述べた通り、
本学は生涯学習

注がれています。その背景と目的について

の面から人々のライフステージに関わりを

お聞かせください。

持つようになってきました。今後は、地域

―どのような目的を持った方々が通わ

例えば今年の4月から、
将来法曹を目指

や自治体・企業、
各種団体など、
各セクター

れていますか。またプログラムの組み立て

す学生を対象に、
法律基本科目を基礎か

との結びつきを広げ、
深めることがいっそ

などで配慮している点があれば教えてくだ

らしっかり勉強する「法曹をめざす基礎講

う重要です。

さい。

座」を開講します。近年いわゆるダブルス

生涯学習の先進国アメリカには、大学

クールの学生が増えています。その要因の

は知を獲得しこれを実践に移す場として、

会員の年齢層は非常に幅広いのが特
徴です。従来から多いのはシニア層の方

一つとして、
学生たちが将来を不安に感じ

社会の先端に位置する機関であるべき

ですね。若い時に戦争などの影響から十

ている点があげられるでしょう。将来の進

との考えが広く行き渡っており、
学外セク

分な学習機会を得られなかった方もい

路選択や就職活動で学生に求められる素

ターと連携しながら社会的課題の解決に

らっしゃいますし、
経済的、
時間的な余裕

養が複雑化、
高度化しています。従来の大

あたる多くのプログラムが存在します。大

を持てるようになったことをきっかけに、

学の授業に加えて、
学生たちのこれからの

学で得た学識を社会を通じ実践すること

いま一度学び直したいと考え通われてい

人生をサポートする学習機会が必要と考

によってはじめて大学教育は完成します。

る方もいます。最近は団塊世代や現役の

えますし、
そのニーズにも応えていくことが

キャップストーンという四角錐の石を頂上

社会人も増えています。前者は第二の人

重要だと認識しています。

に置くことによりピラミッドが完成すること

生として興味がある分野の知識を深める

この講座には本学出身の弁護士が講師

ため、
後者はキャリアアップを図るためと

として参加しますので、
法曹現場の生の声を

ステージにわたって関わり続けるという、

いった具合に、
それぞれ明確な目的意識

届けるとともに、
学生に近い目線で学習をサ

キャップストーン・プログラムと呼ばれるも

をお持ちです。

ポートすることができるという大学の生涯学

のです。こうした考えを本学が標榜する生

社会の価値観が多様化する中、
人々が

習機関ならではのメリットがあります。これか

涯学習にも取り入れていくことが、
いっそ

関心を持つ対象も多岐にわたるようになっ

らは情報発信をより充実させ、
より多くの学

う充実した社会貢献につながると思って

ています。そうした状況を踏まえ、
当セン

生に利用してもらいたいと思っています。

います。

ターではさまざまな講座を開講して支持さ
れてきましたが、
そこには講師陣だけでは
なく職員スタッフの力がとても大きいと考

になぞらえ、
大学が人々の人生のあらゆる

当センターにはすでに大使館や自治体

生涯学習から広がる
さまざまな可能性

と連携した講座開設の実績があります。
こ
うした連携講座は大学ならではのもので

えています。職員スタッフは常に企画テー

すし、異文化交流の促進にもつながりま

マに関するアンテナを張り巡らし、
情報収

― 生涯学習の機能も期待される大学

す。
これからも生涯学習という切り口から、

集に余念がありませんし、
講座の企画会議

は、
今後どのような姿を目指すべきとお考

さまざまな可能性を追求していきたいで

では時に激論になることもあります。

えですか。

すね。

「講義録」の意義を説いた大濱総長
1955年、
海外の大学を視察した第7代総長の大濱信泉は「学歴偏重の反省」と題する一文の中
で、
それまで早稲田大学の通信教育がいかに社会的使命を担ってきたかを述べている。
「
《前略》…教育は学校の独占物ではないということである。裏返していえば、
学校へ行かなくとも、
出版物の発達した現代においては、
心掛次第で学問をすることができるということである。
…《中
略》…知識をひろめ、
見識を高めることは読書によっても十分にその目的は達せられる。しかし読
書といっても、
手あたり次第の乱読では、
労多くして効果がすくない。せめて高等学校程度までは、
系統的に学ぶことが望ましい。そのための制度が通信教育にほかならない。早稲田大学は、
この点
に着目して、
高等教育の普及をその社会的使命の一つとして、
古くから講義録による社会教育に力

を捧げているのである。
…《後略》
」

（
『早稲田大学通信教育の概要』1956年、
本文より一部抜粋）

11

多様な学び方を提供する早稲田の生涯学
早稲田大学ではさまざまな形で生涯学習を提供しています。
その一部について、目的や内容、魅力を紹介します。

オープンカレッジの講座（エクステンショ

受講生の学習ニーズに対

エ

クステンションセンターは、
早稲田
大学における研究教育の成果を

広く社会に開放（Extension）することを
目的に、
1981年に設立された生涯学習機
関です。同センターが主催するノンディグ
リーの講座をオープンカレッジと称し、
早
稲田校および八丁堀校の2箇所で、
春・夏・
秋・冬の4学期制の下、
年間約1,500講座
を提供しています。
4年ごとに更新する会
員制を採用しており、
会員は年齢や学歴
を問わず講座を受講できるシステムです。
オープンカレッジの講座は、
いずれも
早稲田大学の教授・名誉教授をはじめ、
早稲田大学正門近くに建つ
エクステンションセンター本館（早稲田校）

昭和初期に建てられた旧京華小学校の校舎を改装し、
2001年に3階にオープンした
エクステンションセンター八丁堀校（京華スクエア）

各分野の第一線で活躍中の研究者や実
務家などが講師を担当。扱う内容も「文
学の心」
「日本の歴史と文化」
「世界を

設 置 箇 所と主な 講 座 名 一 覧
早稲田校講座
◦「
 近代文藝の百年」
◦「
 考古学入門」
◦「
 Death Education―死と向き合って生きる―」
◦「
 近代日本政党史」
◦「
 世阿弥を読む」

学生キャリア形成支援
◦法曹をめざす基礎講座（2012年4月開講）
◦大学生のための就業力・就活力向上セミナー
◦公務員試験対策講座

八丁堀校講座
◦「
 隅田川トポグラフィー」
◦「
 和歌と伝統文化」
◦「
 日本語の論理構成―日本語文書作成技法―」
◦「
 管理職のためのリーダーシップ講座」
◦「
 アサーティブ・コミュニケーション」

eラーニング講座
◦「
 自分と向き合う心理学」
◦「
 『吾輩は猫である』解読」
◦「
 地域資源をいかした活性化の試み」
◦「
 やさしくたのしい統計学」
◦「
 ロジカルプレゼンテーション」

知る」
「芸術の世界」
「人間の探求」
「く
らしと健康」
「現代社会と科学」
「ビジネ
ス・資格」
「スポーツ」
「外国語」
「江戸・
東京」など多彩なジャンルに分けて展開
しています。
受講生は、
主にシニア層や子育てがひ
と段落した方、
ビジネスマン・ウーマン、
大
学生など、
さまざまなバックグラウンドを
持つ方々が、
多くの講座の中から自らの
学習意欲に応じて講座を選択し、
生き生
きと受講されています。
また、
各講座にはオープンカレッジ独

―修了証の次の目標として―

オープンカレッジ紺碧賞
エクステンションセンター創立30周年を記念して、
修了生の継続的な学習の応援を目的に
新たに設けた「オープンカレッジ紺碧賞」
。
150単位を取得した受講生を対象とした表彰制度
です。本学第一応援歌の「紺碧の空」にちなんで命名されました。初年度である2011年の受
賞者は203名。多くの受講生が高い学習意欲を持って真剣に学ばれてきた証と言えます。
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太田章スポーツ科学学術院教授の「社会人のため
の楽しいレスリング」
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習

ンセンター）

エクステンションセンターが発行する、
パンフレット
『早稲田大学オープンカレッジ』
（左、
中央）と、
会員コ
ミュニケーション誌『早稲田の杜』
（右）

応した多彩なプログラム
自の単位を設定しており、
76単位を取得す

目的で、
センター設立30年を契機に、
150

ることにより修了する「修了生制度」を導

単位取得者を対象とした「オープンカレッ

入しています。この制度により、
これまで

ジ紺碧賞」が昨年新設されたところです

1,578名の方が修了しました（2011年4月

（P12囲み参照）
。

現在）
。修了者には、
初の修了者からこれ

ほかにも「いつでも・どこでも・なん

まで途切れることなく、
総長から「オープ

どでも」をキーワードに、
2009年よりイン

ンカレッジ修了証」が手渡されています。

ターネットを介したeラーニング講座が開

さらに、
修了後の学習の継続を支援する

設されました。ここでは、
既存の人気講座

また、
学生のキャリア形成の支援を目指

を中心とした教養

した講座の充実も図っており、
各種資格試

講座に加え、実践

験対策講座や、
2012年4月から始まる将来

的なビジネス関連

法曹を目指す学生を対象とした「法曹をめ

講 座など、全25講

ざす基礎講座」をはじめ、
今後も順次、
社

石見清裕先生の「唐代の国際関係―ユー
ラシアと日本―」

佐藤恵子先生の「プロフェッショナルとし
て求められるコミュニケーション・スキル」

座（2012年4月 開

会人の基礎力養成につながる講座を開講

講予定）が設置さ

する予定です。

れています。

詳しくは http://www.ex-waseda.jp/

Student’s Voice
今後の自身のキャリアを考える上で勉強になった
私は会計やICTなど、
ビジネスに関する素地を養いたいという思い
から専門職大学院である早稲田の会計研究科に進学しました。今回

仲間から刺激を受けながら、
もっと知識を豊かにしたい
私は20数年、
専業主婦として家庭を支えることに一生懸命でした

佐藤恵子先生の「キャリア戦略講座」を受講したきっかけは就職活

が、
子供が大学卒業間近になり、
改めて何かを学びたいとオープンカ

動を控え、
今後自身が会計という道具を用いて一体何をしていきたい

レッジ講座の受講を決意しました。美術館が好きだったこともあり、

のかを明確にさせたかったからです。

まずは美術史のクラスを受講。日本・世界で一流と称される先生方の

講座にはさまざまな年代、
ご職業の方がいます。グループワークや講
座後の座談会を通じて各々の方が抱えている悩みなどを赤裸々に共
有させていただいた経験は、
今後の自身のキャリアを考える上でとても
勉強になりました。

講義を聴き、
そして90代にして積極的に最前列で学ぶクラスメートの
先輩方の姿に刺激を受ける毎日です。
受講を始めてから10年が経ち、
歴史から国際政治まで、
広い範囲で
さまざまなことを学びました。理解が深まるにつれ、
学んだ内容につい

キャリアについては一生考えていくべき問題でもあると思うので、
社
会人になってからでも定期的に受講していきたいと考えています。

市川義人さん
（専門職大学院 会計研究科 会計専攻 修士1年）
講座名：
「“理想の自分”に近づくための
キャリア戦略立案と実践」
受講歴：1年目

て家族と話をしたり、
今までとは違った視点で新聞やニュースを見る
楽しみを感じています。今後も平常心で、
幅広くたくさんのことを学び、
知識を豊かにしていきたいと思っています。

T・Hさん（60代・女性）
講座名：
「国際問題と日本の外交」
「唐代の国際関係―ユーラシアと日本―」ほか
受講歴：10年目
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Vario

多様な学び方を提供する早稲田の生涯学習
通信教育課程などオンデマンド講座

世代を越えて、地域を越えて学べる学習システム
設 置 箇 所と概 要
人間科学部 通信教育課程（eスクール）
◦αコース：32単位を上限に単位が認定される2年次編入制度。短期大学や
高等専門学校を卒業または卒業見込みの方や、
4年制大学において62単位
以上取得した方などが対象。年次に替えて3段階のレベルを進級。統計学、
実験調査研究法、
演習、
専門科目などを学びます。
◦βコース：高等学校を卒業または卒業見込みの方を対象に、
入学から最低
4年間かけて学びます。
4段階のレベルを進級します。
詳しくは http://www.waseda.jp/e-school/

日本語教育センター 日本語教育学オンデマンド講座
日本語教育論、
日本語教授法、
日本語研究論、
地域に広がる日本語教育など
のコース（全8回）と、
それらすべてを受講するコースがあります。
詳しくは http://www.waseda.jp/cjl/ researcher/

エクステンションセンター eラーニング講座
自宅にいながら学びたい授業を受けられるため、
幅広い年齢層の受講生が在籍

い

※本誌P12 〜 13をご参照ください。

つでも、
どこでも、何度でも学べ

中 でも人 間 科 学 部 通 信 教 育 課 程

して、
また履修や受講の進め方や悩みを

る新しい学習システムに、
オンデ

（eスクール）は、
日本で初めての、
オンデ

受け付ける相談窓口として学生をサポー

マンド講座があります。オンデマンド講座

マンド授業の受講のみ（体育実技や実

とは、
インターネット上の学習システムを

験・実習を伴う一部のスクーリング実施

通じて動画配信される授業を受講する

科目を除く）で卒業可能な正規の大学教

システムです。人間科学部通信教育課程

育課程です。
2003年に始まり、
これまで

（eスクール）や日本語教育研究センター

450名以上の卒業生を送り出してきまし

の日本語教育学オンデマンド講座、
エクス

た。小テストやレポートの提出などもイン

テンションセンターのeラーニング講座な

ターネット上の学習システムを利用して

どがあり、
キャリアアップを図る社会人や

行っています。さらにBBS（電子掲示板）

学部学生をはじめ、
時間や距離の関係で

での「ホームルーム」を開設し、
共に学ぶ

通学が難しい方々などが学んでいます。

仲間との連帯感を形成する交流の場と

トしています。

オンデマンド授業のイメージ（加瀬裕子人間科学
学術院教授の「老人福祉論」
）

Student’s Voice
中島深雪さん
（eスクール 健康福祉学科 3年）
履習科目名：
「演 習（行 動 療法 ）」
「統 計 学
Ⅲ」
「生活習慣病学」
「子ども
と家庭の福祉論」
「地域福祉
論Ⅱ」
「学校コミュニティー心
理学」
「教育心理学」ほか
履習歴：2年目
履習した科目数：23科目
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自宅にいながら専門家から学べるeスクールで資格取得を目指す
小学校で不登校や問題行動の支援、
相

ら学べること、またBBS上の投稿や討論

談の仕事をしてきましたが、
専門的な知識

を通じて受講生同士の学びを共有でき、

を身につけたい、
将来は大学院を卒業し

さらに多角的な視点に立って学べること

臨床心理士の資格を取得したいと思い進

はeスクールの魅力だと感じています。

学を決めました。

現在、
行動療法演習を受講しています

特に学びたかった行動療法、
認知行動

が、
心理学だけでなく体系的に学びを深め

療法に関係する科目が多く、自宅にいな

ていき、
「人」に向き合える心理臨床家を目

がらこの分野の専門家である先生方か

指したいと思います。
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ous ways
仮

社会人を対象としたビジネス系の講座

社会変化に即応できる柔軟性と知識を学ぶ場

複
各分野の専門家による体験談を踏まえた講座が魅力
（
「インベストメント・バンキング講座」の様子）

設 置 箇 所と主な 講 座
ファイナンス研究センター
ビジネス情報アカデミー ビジネス講座
◦ファンドマネジメント講座
◦インベストメント・バンキング講座
◦信託とファイナンス特別講座
※公益財団法人トラスト60協力講座
◦IT経営革新・企業再生実践講座 ほか
詳しくは
http://www.waseda.jp/wnfs/seminar/

商学学術院総合研究所
WBS研究センター ビジネス講座
◦エグゼクティブプログラム
◦MBAエッセンシャル講座
◦オーダーメイドプログラム ほか
詳しくは
http://www.waseda.jp/wbs/wbsrc/

雑化する経済環境下において、
変

としたプログラムを開講しています。

化に対応できる柔軟性と十分な

商学学術院総合研究所WBS研究セ

知識を身につけたいというビジネスパー

ンターのビジネス講座では、
早稲田大学

ソンの学習ニーズが高まっています。早稲

ビジネススクール（WBS）と連携し、
働き

田大学では、
大学院教育の枠内に収まり

ながら学び続けたい、
ビジネスにおける

きらない、
社会人学生を対象とした学習

新しい知識や技能を身につけたいという

機会の場を積極的に展開しています。

方のために実践的なノンディグリー（非

ファイナンス研究センターによるビジネ

学位取得）のプログラムを開講していま

ス情報アカデミーでは、金融・経済環境

す。これまでに1万1千名を超える受講生

の著しい変化の中で、
変化に対応できる

が、
学んだ成果を社会の実務に活用して

柔軟性と知識をもった人材の育成を目的

います。

Student’s Voice
仲間と切磋琢磨しながらスキルアップできる生涯の学び舎
3年前に早稲田のファイナンス研究科を修了。層の厚い講師陣
や魅力溢れる多様な講座は、
新たな学習意欲とマネジメントへの
探究心をもたらし、
多くの仲間と切磋琢磨しながらスキルアップす
ることができました。
現在私は金融教育に関する会社（プルーデント・ジャパン㈱
東京都中央区）の役員を務めており、
修了後も、
経営者としての探
究心のもと、
「ファンドマネジメント講座」を受講。第一線で活躍さ
れている講師の皆さんは見識も深く、
疑問点をどれほど追い求め
られてもヒントを与え続け、
答えを導きだしてくれました。
早稲田は私の原点であり、
求めれば底を見ない懐の深さを持っ
た生涯の学び舎です。

瀧川茂一さん
講座名：
「ファンドマネジメント講座」
受講歴：1年目

公開講座・セミナー

本

学では、一般の方も対象とした公
開講座やセミナーなどを積極的

に行っています。イベント情報は本誌（年
5回発行）P23ページで紹介しています。
また、
「学 術講演会・公開行事」の最
新情報をWebサイトおよびメールマガジ
ン（月2回発行）でご案内しています。
本学Webサイト内「学 術講演会・公開
行事」ページよりご登録ください
http://waseda-events.jp/

公 開 講 座・セ ミ ナ ー 情 報 の 一 例
法学部

http://www.waseda.jp/hougakubu/main/
◦横川敏雄記念公開講座
  
（2012年6月～ 7月頃開催予定）

教育総合研究所

http://www.waseda.jp/kyoikusoken/
◦教育最前線講演会シリーズ
（年2回／ 7月、
12月）

産業経営研究所

http://www.waseda.jp/sanken/
◦産研フォーラム（年1回／ 10月）
◦産研アカデミック・フォーラム（年1回／ 6月）
◦産研講演会（年数回）

ファイナンス研究センター

http://www.waseda.jp/wnfs/finance/
◦野口悠紀雄 特別講義シリーズ
◦フォーラム「中国ビジネスを理解する」シリーズ
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多様な学び方を提供する早稲田の生涯学習

Various ways

その他の学び方
文学部
学芸員資格課程 夏季集中講座

「羅馬使節」の絵の前での講義風景

文学学術院
考古調査士養成プログラム

芸術学校

社会人課程の授業の様子

3年次の講評会風景

学芸員資格の取得をサポートする講座

最新の調査・保存技術や文化財関連

2010年より建築デザインに特化した建

で、
単位制の正規課程です。博物館や文

の法令、
考古学理論、
コンプライアンスな

築科・建築都市設計科へと改変。本学

化財を取り巻く領域に関する講義と実習

どを学ぶ短期集中型のプログラムです。

の教授陣をはじめ、
第一線で活躍する多

で構成され、
本学會津八一記念博物館

埋蔵文化財の事業に携わる社会人や、

くの建築家や実務家による少人数制のス

の展示室を使い、
「本物の美術品」
を使用

考古学コースの学部学生などが学んで

タジオ型教育が特徴です。授業は週5日、

した実習を行います。指定管理業務関係

います。修了時に考古調査士の資格を

18：15 〜 21：25に行われるため、
社会人

者や博物館経営者、
定年を迎えた方や

得られ、
発掘技術者の雇用促進や調査

以外に大学とのダブルスクール生が多く

子育てを終えた方など、
年齢も立場もさま

環境の改善など、
学問の発展にも献身し

在籍しており、
卒業後は1級、2級建築士

ざまな受講生が共に学んでいます。

ています。

資格取得を目指すことができます。

詳しくは
http://www.waseda.jp/curator/

詳しくは
http://www.waseda.jp/prj-maibun/

詳しくは
http://waseda-aaschool.jp/2011/

教育学部 教育学科
教育学専攻 生涯教育学専修

学問として「生涯学習」を学ぶ

エンパワーメントが可能な生涯学習の仕組みを研究
坂内夏子生涯教育学専修主任
（教育・総合科学学術院教授）
本学教育学部は1949年、
旧高等師範部を礎

教育施設や児童館などの社会福祉施設の職

に発足した私学最初の教育学部であり、
優秀

員、
公務員、
家庭裁判所調査官、
企業内教育担

な教育者および社会の各分野で活躍する有

当者、
ジャーナリストになる者や大学院に進学す

能な人材の輩出を目指してきました。その中で

る者など、
多彩な分野に進出し活躍しています。

生涯教育学専修は、
教育を学校教育だけにと

1年次専門必修科目の「生涯学習概論」で

どまらない幅広い視点から考え、
青少年の発

は、
すべての市民が自己肯定感や自尊感情を

達や成人の学習保障・学習援助、
公民館・図書

育みながらエンパワーメントが可能な、
生涯学

館・博物館の在り方、地域社会の役割等々の

習の仕組みについての基礎的な理解を図って

農業体験と地域づくりのインターンシップの様子
生 涯 教 育 学 専 修 の 授 業 一 例

◦「社会教育実習」 ◦「社会教育課題研究」
◦「社会教育施設・職員論」
◦「学校開放論」
◦「成人教育論」
◦「企業内教育」
◦「博物館概論」
◦「図書館学」

ほか

理論と実践を、
現実に即して具体的に学ぶこ

います。チョーク&トークで終わらないように講

とを主目的としています。グローバルな視野に

義とディスカッションを組み合わせた授業が

立ったカリキュラム編成のもと、
多くの留学生を

特徴です。
また、
学生には農業体験と地域づく

受け入れているのも特徴のひとつです。

りのインターンシップへの参加を課すなど、
さ

分の足で稼ぐ」大切さを実感してほしいと考え

まざまな教育現場の見学や調査に力を入れる

ています。

卒業生は、
社会教育主事をはじめ、
各種社会
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ことで、
インターネット情報にとどまらない「自

Special Report

学びたい 早稲田の生涯学習
思いに応える

「学びたい」という思いに触れて

Lecturer interview
「生涯学習」関連の講座で教えている 2 名の講師に、受講生との関わりで感じたことなどを伺いました。

数の講座を担当しています。無意識という基礎的な
テーマを扱うものに始まり、
神経症との具体的な付
き合い方などを学ぶ講座まで、
体系的に用意してい
ます。受講生の多くは、
講座を通じて習得した知識や
知見を実生活に生かしたいという明確な目的を持っ
ておられます。そのせいか、遅刻は皆無ですし、講
座開始の1時間前には席に着いて待っている方もい
らっしゃるほどです。これは普通の学生では考えら
れないことですね。学びに対する強い意欲をお持ち
の分、
講義への要求は非常にハイレベル。いつも気
を引き締めて講義に当たっています。
従来から、
生涯学習が社会的課題や個人の問題
を解決するための重要な役割を果たすと考えてき
ました。言い換えれば、
学校教育とは異なる機能を
持っているということです。例えば日本では自殺者が
年間3万人を超えるという異常事態が長らく続いて
いますが、
心の問題への対処法について学校教育で
は教えてくれません。生涯学習が普及して多くの方々
が、
人生の重要な局面に必要な学びを得ることがで
きれば、
こうした状況が少しは改善されるのではな
いでしょうか。
日本の皆さんに、
学校教育は決して万能ではなく、
生涯学習はそれを補完しうるものであるということを
もっと知ってほしいと思います。学校教育と生涯学習
の両輪が揃うことで、
個人にとってはよりよい人生が
実現し、
ひいては社会全体にも好影響があると言っ
ていいでしょう。私は受講生の方々の真摯な姿とそ
の成果に触れるにつれ、
その認識をより深めている

「お互いが真剣勝負。良い意味の緊張関係がある」

「社会や個人の課題を解決する重要な場」

私はエクステンションセンターで心理学に関する複

早稲田大学ビジネススクール（WBS）
の「リーダー
シップ論」では、
ビジネスの現場でリーダーとして働
いている経営者や事業部長クラスのゲストを招き、
彼らの口からビジネスについて語っていただきます。
その後、
ゲストスピーカーと受講生とのディスカッショ
ンを通じて、
リーダーシップのあり方を肌で感じてい
ただくのが特徴です。
WBSの中でも、
昼間働きながら夜に講義を受け
ている夜間主の学生たちは、
大半が自費で来ている
だけに問題意識も強く、
よほどのことがない限り欠席
する学生も少なければ、
講義中寝ている学生もいま
せん。それだけに、
講義においては真剣勝負といっ
た空気が漂い、
うかうかしていると教員の方が言い
負かされてしまうのではと感じることも。良い意味の
緊張関係があります。
教員も過去と同じ内容で講義をやっていては、
時
代から遅れてしまい、
学生から見透かされることにな
ります。そのため、
毎年のように講義の中身を部分的
ではありますが進化させ、
実社会のニーズに合うよう
に努力しています。
一方で、
WBSの価値は、
ここで学ぶ知識やスキル
にあるのではなく、
ものの見方や考え方を学ぶこと、
さらには意思決定の疑似体験をすることにあると信
じています。したがって、
学生がクラスでのディスカッ
ションに積極的に参加し、
時には恥をかくことで成
長するよう仕向けています。
私の講義では発言の質は問いません。そして、
「こ
こで培ったネットワークは一生ものであるから大事に
しろ」と伝えています。

ところです。

加藤諦三

内田和成

早稲田大学名誉教授

商学学術院教授

講座名：「自分と向き合う心理学」
「何が心に影響するか」ほか

講座名：
「リーダーシップ論」ほか

かとう・たいぞう
東京大学大学院社会学研究科修士課程
修了。1970年、早稲田大学理工学部専任講師、同大学文学部
兼任講師、1972年、理工学部助教授、文学部兼任助教授を経
て1977年、理工学部教授。1986年〜 1990年エクステンショ
ンセンター所長。2008年より名誉教授。

うちだ・かずなり
東京大学工学部卒、慶應義塾大学経営
学 修 士（MBA）。日本 航 空 株 式 会 社を
経て、1985年ボストンコンサルティング
グループ（BCG）入社。2000年6月から2004年12月まで日本
代表。2006年4月、本学商学学術院教授就任。競争戦略論や
リーダーシップ論を教えるほか、エグゼクティブプログラムでの
講義や企業のリーダーシップトレーニングを実施。
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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。

文部科学省
高等教育局私学部長

小松親次郎

さん

［プロフィール］
こまつ・しんじろう
1956年生まれ。1981年本学政治経済学部卒業。同年文部省入省。大臣官
房、生涯学習局、初等中等教育局、高等教育局、学術国際局、石川県庁、日本
学術振興会等勤務を経て、2011年より現職。

M essage to the next generation

新しい社会の在り方について
早稲田大学からの提唱を期待。
文部科学省で教育・研究行政全般に関わってこられ、
現在は私学部長を務めている小松さん。文部科学省を
志した理由のほか、
現在のお立場から、
私立大学の課題や早稲田大学に期待することをお聞きしました。

政治経済の視点から
世の中の仕組みを
学ばせてもらった4年間
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サークルでは楽しい思い出を作りましたし、

書の言葉を引用され、
早稲田大学に来た

家庭教師のアルバイトでは、
子どもの成長

ことは、
結局何か大きな力によるのであっ

に深く心を動かされたことを覚えています。

て、
君たちにとって最善の結果であると話

早稲田大学は、
本当に多様な人間の集

されたことです。
「測り縄」というのは、
古

― どのような学生時代を過ごされましたか。

まりで、
一筋縄ではいかないような友人も

代に所有地を決めるために思い切り投げ

通常の学業とサークルやアルバイト、
旅

いましたね。エネルギーが次々沸いてくる

てみてその落ちたところを自分に選ばれ

行などで過ごす当時の平凡、
典型的な学

場だなあと、
いつも目を見張る思いでした。

た地面とするものなのだそうです。お話の

生だったと思います。専攻は国際政治学

印象に残っているのは、入学式のときに

時はぴんと来ませんでしたが、
振り返って

で、
吉村健蔵先生のゼミに入り、
米国を中

祝辞に立った名誉教授の先生が、
「測り縄

みて、
その言葉は本当だったと納得される

心に各国の政策を勉強しました。テニス

はわがために良き地に落ちたり」という聖

学生生活でした。

——文部省を志したのは、
なぜでしょうか。

増すために必要なことは、国際交流や語

に書かれていたのを思い出します。大きな

その理由を大学生活との関係で説明

学教育の充実や先端研究の推進だけで

理想を決して失わない一方、
それが実学、

するためには、
大学の進路選択の話から

はなく、学生が旅行先の情報をインター

実務を軽んじた大言壮語に堕さないとい

始めなければなりません。高校時代は文

ネットで調べたり、
原書により親しんだり

う、
そのバランスは非常に難しいことです

学など人文の方面に関心が強く、
そういう

するような身近なことまで、国際化を進

が、
その精神を鍛え続ける大学の姿が世

仲間と「人間とは？」などといろいろ議論

める方法は幅広くあります。また、日本の

に示されればと思います。

するのが好きでした。しかし、
このまま話

大学は良くも悪くも自由で、
漫然と過ごし

もう一つ言えることは、
もはや教育対象

が合う仲間とばかりつき合っていては、

ても「主体的に過ごした」という言い訳

は、
18歳や日本人だけではないということ

視野が偏って世の中の本質が見えなく

ができてしまったり、
何も学んでいなくて

です。社会に出た人にも学習機会を提供

なってしまうかもしれないと自分に危機

も出席率が高ければ「勤勉」という評価

し、
世界中からも学生を集めていくことが

感を覚え、大学では、社会科学、政治や

が通用してしまう部分がある。大学とし

求められています。

経済の面から物事の仕組みを学んでみ

ては、学生が自然と実のある勉強をする

たいと考えました。

ように仕掛けていって、その取り組みと

ところが、
各国の政策決定過程などを

成果を世界に積極的に情報発信し、安

勉強するにつれ、
多くの人間の多彩で流

定した信頼感を獲得することが必要だ

動的な感情や遠い過去からの世代毎の

と思います。

広い視野に立ち、
専門性に裏打ちされた
意見を発信すべき
——早稲田大学に期待することをお聞か

記憶などの大きな影響力をかえって痛感

早稲田大学に関して言えば、
継続的に

するようになり、
改めて、
理屈では説明で

努力していて成果も随分挙がりつつある

きない人間の心、
精神などと制度や政策、

ように思われますが、さらに密度の濃い

東日本大震災を経て、社会の在り方が

法規、
社会慣習などとの相関関係に問題

学びの場を提供して、大学教育の在り方

変わったと言われますが、実は、すでに

意識が戻ってきたのです。そこで卒業後

をリードしていけるポテンシャルも十分あ

大きく変わっていた社会の姿が浮き彫り

は、
「職業」として、
一面、
恐ろしくもありま

るのではないでしょうか。

になってきたという面もあると思います。

したが、
政治や、
経済、
法律といった社会

せください。

日本人がどうしたらよいか戸惑い、世界

科学と、人間の喜怒哀楽や成長欲求な

——一方、
国内の私立大学の現状は、
学

も日本の対応に注目する中、新しい社会

ど、
魂そのものを扱う人文学が交差する

生にとっては就職難や重い経済負担、
大

の在り方や仕組みの提唱を利害関係や

場所で働きたいと考え、
行き着いたのが

学にとっては学力格差への対応や定員割

意見調整の限界に縛られず引き受ける

文教行政、
文部省の仕事でした。

れなどさまざまな課題が山積みです。私立

ことができ、また、そう期待されている社

大学に求められることは何でしょうか。

会セクターは、大学以外にはありません。

建学の精神を軸に
大学の魅力向上を

私学は、
「建学の精神」を軸に各々特色

企業にも政府にもマスメディアにもでき

を出し、
それを社会変化に合わせながら

ないことです。広い視野から、大学なら

魅力を増していく、
という工夫に尽きるの

ではの専門性に裏打ちされた発信が待

——日本の大学は、
国公私立を問わず、
厳

ではないでしょうか。早稲田大学の場合、

たれます。早稲田大学は、その挑戦をも

しい国際競争にさらされていますが、
この

注目したいのは、
校歌の1番の「現世を忘

う始められたと伺っていますが、混迷す

競争に勝ち残るために必要なことは何だ

れぬ 久遠の理想」です。特に、
「久遠の理

る世の中で、大学への期待は高まる一方

と思われますか。

想」を本気で追う志操を支えるのは、
「現

です。多様性とバイタリティにあふれた

大学は本来、国際的な存在です。その

世を忘れぬ」
地道な努力だという点でしょ

早稲田大学だからこそ、大学セクターの

原点に返って、世界の中でどのような位

うか。同じことを、
社会政策の権威だった

先頭に立って、
新しくて迫力のあるパラダ

置づけを目指すのかを考えることが大

平田富太郎先生が、
ご自分のモットーと

イムをさまざまに提唱されることを願っ

切だと思います。世界における存在感を

して「目は高く、
手は堅く」と学内広報誌

ています。
19

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2004年に設立された国際教養学部のFDの取り組みと
ピニングトン先生ご自身の授業のこだわりについて伺いました。
「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。

※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

教員・学生の多様性が
世界基準の授業をつくる
国際学術院

エイドリアン・J・ピニングトン

教授

学生の期待値の高さが
教員にプレッシャーを与える

の授業で実施されていますが、
平均評価

りました。ソウル、
北京、
香港、
早稲田をつ

は高く、全体的に満足度は高いと言える

ないだビデオカンファレンスによる授業

国際教養学部（School of International

でしょう。しかし仮に、ある授業の平均

です。単位は取得できませんが、他大学

Liberal Studies以下SILS）は2004年の設

点が低かったとしても、一概にその授業

の優秀な教員の授業を受けることができ

立以来、
FDに力を入れてきました。
SILS

が良くないという結論にはなりません。

るため、
学生からも好評です。ゆくゆくは

では、
授業のほとんどが英語で行われ、
教

学生の知的好奇心を満足させる授業が

早稲田からも授業を発信したいと考えて

員の構成も3分の1 が外国籍、
3分の1 が

ある一方で、授業について行くには学生

います。

女性と多様性に富んでいます。多くの教員

にかなりの努力が求められる科目もあり

が、
FDが進んでいる欧米で授業をした経

ます。
後者の授業では学生の評価が高く

験があることから、
積極的にFDに取り組

なるとは限らないため、平均点の高い授

んでいます。

業だけが良いとは言えないのです。

SILSの学 生は、
3分 の1 が 留学 生で、

知らないことは恥ずかしい
という感覚を大切に
私の授業では、あえて難しい言葉を
使って、
学生が知らないと言うと、
「なぜ知

教員同士が
切磋琢磨する環境

らないの？」と挑発しています。知らない

教員の質を維持するため、
学部設立当

思うからです。ただこれは少人数のゼミな

初から、
若手を対象にテニュアトラック制

ど、信頼関係が構築されていないと効果

に早稲田の評価を報告するため、
授業の

度を導入し、
3年間の試用期間を設けて

がありません。大人数の講義では、私の

質が直接、
翌年の留学生獲得にも影響し

います。評価は、論文数などの研究成果

冗談に対して笑いが起こるかなど、学生

てきます。また、
SILSは必修科目が少な

だけでなく、
教育に熱心でFDに貢献して

の反応を見ながら授業を進めています。

く、
選択科目が多くなっているため、
授業

いるかどうかも考慮しています。また、
教

学生たちに伝えたいことは、
日本人の

の人気度合いが受講者数に反映されま

員間の取り組みとして、査読の制度を他

学生に対しては二つ。一つは、
自国の文化

す。そうした学生の評価が、教員に良い

学部に先駆けて始めました。査読とは研

や文学を知って誇りを持ってほしいとい

意味でのプレッシャーを与え、学部全体

究者同士が互いに論文を評価、
検証する

うこと。もう一つは、
外国を知ることで、
日

の授業が改善されています。

ことです。紀要に掲載するかどうかも二

本の変えるべきところを真剣に学んでほ

また、SILSでは独自の授業評価制度

人が査読した上で決めています。このこ

しいということです。また、
外国人の学生

を実施しています。学期の終わりにアン

とが研究活動に自信を与え、
海外の雑誌

に対しては、
日本の良いところを学んで、

ケートを行い、その結果は担当教員と教

に積極的に投稿したり、
国際学会に参加

自国を良くすることを考えてほしいという

務主任、学部長で共有しています。
90 %

したりすることにつながっており、
結果と

ことです。
SILSはそれらを学ぶことがで

してFDにも貢献していると考えて

きる場だと自負しています。今後も学生を

日本人学生も留学経験があり、
海外の大
学の授業を経験しています。そのため、
授業に対し高い期待を寄せていますし、
1年プログラムの留学生は派遣元の大学

ことは恥ずかしいという感覚が大切だと

います。その他、
「ファカルティ・セ

大切にしながら、
さらに盛り上げていきた

ミナー」を毎週実施し、
教員による

いと考えています。

研究発表を行っています。同僚だ
からこそ、
発表の善し悪しについ
てお互いに意見を言いやすく、切
磋琢磨する雰囲気が醸 成され、
講義の改善につながっています。
昨年秋から新たな取り組みとし
て、
「ソウルナショナルユニバーシ
▲授業では、
各国の学生から活発な意見が飛び交います
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ティ・パイロットプログラム」が始ま

プロフィール
エイドリアン・J・ピニングトン
ロンドン出身。サセックス大学大学院英文学
博士号取得。本学国際教養学部立ち上げに
関わり、
2004年より現職。国際俳句交流協会
顧問。専門は、
英米文学、
日本文学、
比較文学。
2002年にToshiba International Prizeを受
賞。著書「R. H. ブライス、
1886-1964」を含
め、英文学・日本文学に関する随筆や論文を
数多く執筆。

L

inking language
to science
Since I am a founding member of the Faculty of Science and Engineering’s Center for English
Language Education, most people would probably describe me as a language specialist.
But, when I reflect on my life to date, I have had a very unusual relationship with languages. I
grew up in the very rural town of Huddersfield on the edge of the bleak but beautiful Yorkshire
moors. At school in the 1980s, I never enjoyed studying foreign languages and escaped from
French, German, and Latin at the earliest opportunity. My passion was in the sciences and
the new exciting world of computers. In those days, the only way to use a computer was via
a programming language. It’s quite ironic that after giving up all foreign languages, I ended up
spending all my days learning a different kind of foreign language called BASIC. I continued
programming through junior and senior high school, and it became an integral part of my
university degree.

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。

It was also during this time that I began to develop a passion for Japanese culture. In the 1980s,
Japan was a very, very distant place to a Yorkshire man like myself. But, through movies

like The Karate Kid and the TV drama The Master, I became interested in martial arts and
very quickly the country itself. At university, I entered the Wado Ryu Karate club and in my
second year became the club captain. This was also the year that I visited Japan for the first
time. My image of Japan had been based on movies and books, but nothing could prepare me
for the real thing. Everything was different; the people, the buildings, the sounds, the smells...
I was addicted. I soon decided that I wanted to live in Japan after graduating and experience
it on a daily basis. I returned to Britain and for the first time in my life began studying a foreign
language seriously. Japanese is certainly not the easiest language to learn, but it is amazing
what motivation can achieve! I returned to Japan in 1991 and have never left.
After arriving in Japan a second time, I began working with scientists and engineers here, editing
their papers and bringing their research results to publication. Like me, many of them had not
enjoyed foreign language education at school and often their skills were quite weak. But, in
their case, the foreign language was English; they could not simply give it up. To me, the need
to improve scientific English education in Japan was obvious. So, I began thinking how I could
make a contribution and I found the answer in a rapidly growing field called corpus linguistics.
A corpus is a large database of electronic texts that can be analyzed using software to reveal
frequent words, common patterns of language use, keywords, and so on. However, in the early
1990s, not only was the software quite limited, but also few researchers had collected samples
of scientific English or analyzed it in a principled way. Realizing this, I set about developing
new software tools that could be used for this task. I also began using these tools to analyze
scientific writing and thinking how they could be introduced into the writing classroom.

Laurence Anthony

Professor, Faculty of
Science and Engineering

ローレンス アントニ
理工学術院教授

Profile
Born in Huddersfield, UK. Received
the M.A. degree in TESL/TEFL and the
Ph.D. in Applied Linguistics from the
University of Birmingham, UK, and the
B.Sc. degree in mathematical physics
from the University of Manchester
Institute of Science and Technology
(UMIST), UK. Currently serving as the
coordinator of the Faculty of Science
and Engineering Graduate School
technical English program.

Today, I continue to develop software tools, including AntConc, a more general corpus tool that
is installed on all the Waseda computers. In the Faculty of Science and Engineering, our center
has now introduced a coordinated technical writing course in which students first learn how to
use corpus software before proceeding to analyze the language of their own specialized fields.
What gives me the greatest pleasure is to see our students improve so much. Perhaps this is a
result of our course, but then again, it could simply be that students today realize how important
English is when finding a job. As I found for myself, it is amazing what motivation can achieve!

抄訳：モチベーションを持つことの大切さ
学生時代、
外国語を学ぶのは苦手でしたが、
ソフトウェア工
学に関心があった私は、
コンピュータ言語にのめりこみました。
そんな私が日本に興味をもったのは中学時代。日本を題材に
したテレビドラマに魅了され、
「いつか日本に行ってみたい」と
思うようになりました。難しいとされる日本語の勉強を決意し、
今ではここ早稲田で学生のために、
ソフトウェアを開発したり、
技術英語の習得法を研究しています。私がかつて経験したよ
うに、
興味や意欲がさまざまなことを達成するキッカケになる
ことを学生に知ってほしいと願っています。
AntConc software for analyzing writing

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/
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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
「キャリアの羅針盤」。今回は「人」と「組織」に関する研究機関であるリクルート ワークス研究所所長

学生と進路選択

の大久保さんに、これからの企業人に求められる条件や学生時代の過ごし方についてお聞きしました。

グローバル社会を生き抜く力を
大学生のうちに鍛えよう

リクルート ワークス研究所 所長

大久保幸夫

Profile
おおくぼ・ゆきお
1983年一橋大学経済学部卒業。同
年株式会社リクルート入社。人材
総合サービス事業部企画室長、地
域活性事業部長などを経て1999
年にリクルート ワークス研究所を
立ち上げ、所長に就任。2010年よ
り内閣府参与を兼任。2011年専門
役員就任。著書に『キャリアデザ
イン入門ⅠⅡ』（日経文庫）、
『30歳
から成長する！「基礎力」の磨き
方』（PHPビジネス新書）など。
リクルート ワークス研究所
1999年設立。株式会社リクルート
の中にある「人」と「組 織」に関す
る研究機関。次世代の労働市場の
あるべき姿やキャリアなどに関する
研究活動、
調査活動、
情報発信など
を通じて、
「一人ひとりが生き生きと
働ける、次世代社会の創造」をミッ
ションに活動。

グローバルか、ローカルか？

が求められています。海外を飛び回っても平

就職のために、大学4年間のうちに準備で

えることのできる行動力も必要です。学生時

きることは、社会人としての基本的なスキル

代をぼーっと過ごしていると、当然のことな

を磨くことだと思います。大学生は、アルバイ

がらそうした環境に対応できません。

トを除けば職務経験がありませんから、
「自

もう一つの条件は、ダイバーシティプレッ

分が仕事の世界でどのように活躍していくの

シャーに勝てるかどうかです。グローバル企

か」をイメージすることには限界があります。

業では、文化も価値観も違う人々と一緒に仕

しかも、20 〜 30代は気持ちが変化する時期

事をします。学生時代は同質的な人間との付

で、関心の矛先は変わっていきますから、自

き合いになりがちですから、他大学の学生や

分の可能性は広くとっておいたほうがいい。

年齢の違う人や外国人など、自分とは異なる

普通の人がこの仕事でやっていこうと気持

背景を持つ人々と何かを一緒に成し遂げる

ちが定まるのは、大体40歳頃だと言われてい

経験を持ちましょう。早稲田大学には多くの

ます。また、今は上場企業の寿命は40年とい

留学生がいるのですから、目の前に大きなダ

う時代ですし、転職市場も広がっていますか

イバーシティチャンスがあります。アクティブ

ら、入社した会社で一生勤め上げる人は少

な4年間を過ごし、タイムプレッシャーとダイ

数派になっています。

バーシティプレッシャーに耐えられる大人に

今後、日本の人口が減少し続ければ、過去

なってください。間違っても、家と大学とバイ

のような経済成長は望めないため、企業は海

ト先を往復するだけの学生時代を送っては

外に市場を求めないと生き残ることができま

いけませんよ。ちなみにローカルで仕事をす

せん。海外の顧客や外国人の同僚は珍しくな

る場合でも、
リーダーになれば、
二つのプレッ

くなり、すべての企業人にグローバル化が訪

シャーはつきものです。

れます。学生の皆さんも、まずそのことを念頭
に置きましょう。一方、生まれ育った地域から
キャリアセンターより
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気な強靭な体力が必要ですし、走りながら考

出ることなく、地元に根を生やしてネットワー

学生時代に
経験を積み、
自分を変える努力を

クを作って仕事をする人もいます。グローバル

よく就職活動の時期になる
と対策予備校に通おうとする
方がいます。確かにある程 度
自分の売り込み方を知っておく
ことは必要ですが、
やはり企業
がみているものは、
学生生活で
の経験とそこから得られた力
です。その意味において大久
保さんの勧める学生時代の経
験は、
就職活動において大き
な武器となることでしょう。こう
いった経験をしっかりした上で
キャリアセンターの対策講座
を利用すれば「鬼に金棒」
、
か
なり就職活動を有利に進めら
れることでしょう。

大学 4 年間は
人生の大切な時間

かローカルかという二者選択になってくると

私自身のことをお話しますと、高校生のと

思いますが、今すぐどちらにするか決める必

きは人見知りで、人前で話すことが大の苦手

要はありません。しかしどこかで腹をくくる必

でしたが、大学入学を機に、違う自分になろう

要はあるでしょう。

と決意し、落語研究会に入部し、苦手を克服
しました。そのことが今、自分の財産になって

タイムプレッシャーと
ダイバーシティプレッシャー

います。大学時代は自分を変えるチャンスで
す。行動すればするほど、世界が広がり、自分
を変えることができます。

早大生の多くは、グローバル企業で働くこ

ご両親にとっては、子離れする大事な時期

とを視野にいれていると思います。グローバ

です。成人した子供をしっかりと自立させる

ル企業が人材に求めている条件は二つ。一つ

のは親の役目であり、
大学4年間はそのファー

は、タイムプレッシャーに勝てること。グロー

ストステップ。親が子離れしないと就職活動

バルビジネスは24時間動き続けていますか

も厳しくなると思います。学生だけでなく、親

ら、一晩経ったら状況が変わっていることも

にとっても大学4年間は大切な時間。悔いな

あります。そうした変化に迅速に対応する力

く過ごしてほしいですね。

B

3-4 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

※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。

『アジアの非伝統的安全保障Ⅰ 総合編』
『アジアの非伝統的安全保障Ⅱ 中国編』
勁草書房

2011年11月

総合編では、グローバリゼーションがもたらし
てきたさまざまな負の側面、とりわけ感染症、
環境、
地域民族紛争などに焦点を当て、
現地調
査の豊富な専門家たちによるリアルな実態報
告、克服のための方策などを包括的に、わかり
やすく解説しています。また中国編では、負の
社会問題の解決という取り組みを通して従来
の一党体制とは異なった新しいガバナンス・メカニズムを模索する新しい中国
を理解していきます。

『3.11 死に神に突き飛ばされる』
加藤典洋（国際学術院）著

vents

本学で4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

天児慧（国際学術院）編著

E

岩波書店

2011年11月

この本には昨年3.11の東日本大震災、
福島第一原発災害の後
に、何をどのように考えれば良いのかをめぐって記した文章を
収録しています。新聞、
雑誌に発表した文章などのほか、
新たに
書き下ろした二百数十枚の論考「祈念と国策」などで、
被爆国
日本にとっての原子力平和利用が被爆者の祈念を礎石に、
核兵器製造の潜在
的可能性を担保する核燃料サイクルの問題点に目を向け、
考えられなければな
らないことを述べています。
■『一亡命者の記録―池明観のこと―（韓国語版）』
堀真清（政治経済学術院）著 小花出版ソウル 2011年8月
■『アジアを学ぶ―海外調査研究の手法』
鴨川明子（国際学術院）編著 勁草書房
■『国際関係の思想と実際』
山本武彦（政治経済学術院）著

2011年11月

ヌース出版

2011年12月

■『政治学 補訂版 New liberal arts selection』
田中愛治（政治経済学術院）他共著 有斐閣 2011年12月
■『大山郁夫と日本デモクラシーの系譜―国家学から社会の政治学へ―』
堀真清（政治経済学術院）著 岩波書店 2011年12月
■『著作権ビジネスの理論と実践Ⅱ』
高林龍（法学学術院）編著 成文堂

2011年12月

■『社会法の再構築』
島
 田陽一・菊池馨実（以上、法学学術院）他共編
■『注釈国際私法 第1巻』
道垣内正人（法学学術院）他共編
■『民法 7 親族・相続』
棚村政行（法学学術院）他共著
■『儒教 その可能性』
永冨青地（理工学術院）編

有斐閣
有斐閣

旬報社

2011年12月

2011年12月
2011年12月

早稲田大学出版部

2011年12月

■『情報セキュリティの価値と評価―消費者が考える個人情報の値段』
櫻井直子（学生部事務副部長）著 文眞堂 2011年12月
■『「環境」と倫理を問い直す 震災下での学び』
早稲田大学教育総合研究所監修 学文社 2011年12月
■『ドリス・レッシングを読む』
大社淑子（名誉教授）著 水声社

會津八一記念博物館
①2階 常設展示室 ②1階 富岡重憲コレクション展示室 ③企画展示室
※日曜・祝日休館。ただし、3月25日㈰卒業式、4月1日㈰入学式は、16：00まで開館
日程 ① 3月1日㈭〜 4月7日㈯ 10：00 〜 17：00
山内俊祐氏の寄贈コレクションから、堂本印象や寺崎広業など、主に近代
に活躍した画家が描いた四季折々の風景画を展示します。
②3月2日㈮〜 4月25日㈬ 10：00 〜 17：00
禅 宗の僧たちが、禅の真髄を示したことば、語録にあることば、偈頌の一
部などを一行または二行に書いた26点を撰び展示します。
③3月21日㈬〜 4月21日㈯ 10：00 〜 17：00
計 3回の甲子園優勝を経験し、早稲田入学後も華麗なプレーと端正な容
姿で神宮を沸かせた松井栄造。将来を嘱望される中、中国戦線で壮絶な
戦死を遂げた、その24年の軌跡を追います。
問 ① ②會津八一記念博物館 TEL：03-5286-3835
http://www.waseda.jp/aizu/index-j.html
③大学史資料センター TEL：03-5286-1814
E-mail：archives@list.waseda.jp

会場

エクステンションセンター
オープンカレッジ 模擬講義・ガイダンス
①早稲田キャンパス 22号館 5階 各教室
② 八丁堀校 中央区京華スクエア 3階 各教室
日程 ① 3月10日㈯ 10：00 〜 14：50 ②3月17日㈯ 11：00 〜 15：30
オープンカレッジの講座や、担当講師の雰囲気を知ることができたと毎年好
評のオープンキャンパス。まだオープンカレッジ講座を受講されたことがな
い方にもオープンカレッジを身近に感じていただける機会を提供します。
※八丁堀校イベントへの参加には、Eメールまたはファックス・八丁堀校窓口
での事前予約が必要です。受付期間：2月13日㈪〜 25日㈯。
問 早 稲田大学エクステンションセンター http://www.ex-waseda.jp/
①早稲田校 TEL：03-3208-2248
②八丁堀校 TEL：03-5117-2073 FAX：03-5117-2074
E-mail：oc8@w-int.jp

会場

坪内博士記念演劇博物館
①現代演劇シリーズ 第39弾「つかこうへいの70年代」展
②六世中村歌右衛門展 ―わたしの好きな歌右衛門―
坪内博士記念演劇博物館
①3階「現代」コーナー ②1階 六世中村歌右衛門記念特別展示室
日程 ① 3月1日㈭〜 8月5日㈰
1970年代、若者から絶大な支持を集め、
「つかブーム」と呼ばれる現象を
生み出した、故つかこうへい氏の演劇活動の軌跡をたどります。
②3月25日㈰〜 4月25日㈬
歌 右衛門丈と直接交流のあった知友から一般のファンまで、それぞれの
“わたし”の好きな歌右衛門を館蔵品から振り返ります。
“あなた”の好きな
歌右衛門丈を（再）発見してください。
問 坪内博士記念演劇博物館 TEL：03-5286-1829
http://www.waseda.jp/enpaku/

会場

教育総合研究所 特別講演会「子どもの発達と脳科学」
2011年12月

■『図説 平清盛がよくわかる！ 厳島神社と平家納経』
日下力（文学学術院）著 青春出版社 2012年1月
■『寺田寅彦―漱石、レイリー卿と和魂洋才の物理学』
小山慶太（社会科学総合学術院）著 中央公論新社 2012年1月
■『ゲーム理論講義』
船木由喜彦（政治経済学術院）著

會津八一記念博物館
①特集展示 山内コレクションの風景画
②一行書・二行書
③2012年度春季展
「戦地に逝ったワセダのヒーロー ―松井栄造の24年―」展

新世社

2012年2月

早稲田キャンパス 小野記念講堂（入場無料、入退場自由）
3月17日㈯ 14：00 〜 17：00
	脳科学の最新の研究成果を手がかりにして、学校教育の体系と、いまの子ど
もの心理的・生理的な成長・発達との不整合性をとらえ、今日的な教育と学
校とがどうあるべきか、学校カリキュラムの開発を視野に入れて、3名の先生
方に子どもの発達と脳科学をめぐって講演を行います。
問 教育総合研究所 TEL：03-5286-3838
http://www.waseda.jp/kyoikusoken/
会場
日程

23

表紙および写真上：佐藤洋一（社会科学総合学術院 教授）
写真下：田中丸豊次

cover stor y
表紙のお話

アーチ天井の架かる歩廊
中世ヨーロッパ建築を思わせる半円アーチ型の天井が連なる石畳。
大隈記念講堂の正面ロビーから貴賓室へと続く歩廊です。
高田早苗総長が要望したというゴシック様式を基調とする講堂ですが、
茶白のスクラッチタイル貼りの重厚な壁面や建物頂部の装飾、
このアーチ型天井などにロマネスク様式が取り入れられ、
天井を支える円柱はプレヘレニズム様式のクノッソス宮殿のそれに類似しています。
その歩廊の中程にたたずむ大礼装姿の大隈重信像。
創立25周年（1907年）に際して学苑のキャンパス中央に建てられましたが、
やがて、大勲位の正装が大隈には似つかわしくないとの異論が。
そこで創立50周年を機に、キャンパスの方はガウン姿の大隈銅像に場所を譲り、
講堂竣工時から用意されていた歩廊壁面の凹みに移設されることとなります。
自ら丹精を込め、日々を過ごした大隈庭園を見渡す大隈は、
あたかも演説のため緑のバルコニーに歩を進めようとしているかのようです。

CAMPUS NOW

【キャンパス ナウ】2012年3月1日発行 通号200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
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※CAMPUS NOWは年5回発行の予定です。次号は、4月下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。

