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早稲田から始まる

健康ライフ
Interview： 早大生の充実した人生のために「学生の健康に責任を持つ大学」へ。
Mission：「健康キャンパス」の実現を支える保健センター
もしもの時にサポート：大学が提供する学生への補償制度
健康キャンパスの活用法： 早稲田で自己ヘルスマネジメント
授業紹介： 運動・食・医療・心のケアから健康を考える
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U 2011年度卒業式・学位授与式、入学式を挙行
希望を胸に新しい世界へ

UNIVERSITY

3月25日・26日の2日間、
2011年度学部・

には、学部生・大学院

芸術学校卒業式、
大学院学位授与式が

生 あ わ せ て13,496名

執り行われ、
12,345名が巣立ちました。

を新たに迎えました。

当日は天候にも恵まれ、スーツ姿のほ

新しい環境への期待

か、色とりどりの振り袖や袴に身を包ん

と不安を胸に式に臨

だ卒業生やご家族の笑顔でキャンパス

んだ新入生たちに、鎌

は華やいだ雰囲気に溢れました。鎌田

田総長は「主体 的に

総長は、
「本日、早稲田大学校友の一員

できるだけ多くの経験

となられた皆さんが、建学の精神をさ

を重ねながら、
ぜひ幅広く深い教養と豊

導する卓越した研究業績を挙げ、社会

らに発展させ、世界の平和と人類の幸

かな人間性を育んでください」と激励し

的に極めて高い評価を受けた本学の

福を実現するため、終生努力してくださ

ました。

元専任教員を称える栄誉フェローの贈

スポーツ功労者が贈られた
宮城淳氏（右）

栄誉フェローを贈られ挨拶する
毛里和子名誉教授

呈もあわせて行われました。

るものと確信しています」とはなむけの

1日の学部入学式では、スポーツの振

言葉を贈り、その前途を祝福しました。

興に顕著な功績のあった校友に贈られ

スポーツ功労者の日本テニス協会顧

また、
4月1日・2日の2012年度入学式

るスポーツ功労者表彰および学界を先

問・宮城淳氏（1955年第一商学部卒）
は、競技力で戦後の日本人に勇気を与
えるとともに、後進の育成や地域社会
のスポーツ発展に尽力および本学への
永年にわたる多大な貢献が賞されたも
のです。また、栄誉フェローはこれまで
に、河竹登志夫、清水司、池原義郎、竜
田邦明の各名誉教授に贈られており、
今回は毛里和子名誉教授（元政治経

総長から学位記を授与される卒業生

新入生と家族でにぎわう早稲田キャンパスの様子

済学術院教授）への贈呈となりました。

U 中野国際コミュニティプラザ起工式
バックグラウンド豊かな学生が学ぶ学生寮

UNIVERSITY

3月8日、本学中野国際コミュニティプ
ラザ建設予定地にて起工式が行われ

究機能を活かして、地域社会に開かれ

行うための、約870名規模の学生寮機

た生涯学習の場づくりを提供します。

能を持たせます。将来、社会の一員とし

ました。
2014年度のオープンを目指して

また、2階〜 11階には、日本人学生と

て企業・組織の中で活躍していくため

建設される中野国際コミュニティプラ

外国人留学生とが混住する環境で相

には、多様なバックグラウンドや価値観

ザ1階の教育施設では、本学の教育研

互理解や国際感覚を深める取り組みを

を持った人々とグローバルに関わり、協
働していかなければなりません。同学
生寮では、その土台をなす「新たな能
力〜社会人としての基礎体力〜」を身
に付けるためのプログラムを展開して
いく予定です。
起工式当日は、鎌田総長らが掛け声
とともに勢いよく鍬入れを行い、
工事の

鍬入れする鎌田総長
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完成予定図

無事完成を祈りました。

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

複雑な配電網で効率的に
電気を流すための計算手順を開発

を調べる超高速アルゴリズム（計算手
順）を開発しました。この技術を用い
て、電力品質を満たしつつ、送電損失

本学先進グリッド技術研究所長の

を最小化する最適構成を得ることに初

標準解析モデルの最適構成

林 泰弘教授らは、北海道大学大学院

めて成功。さらに損失最小化への応用

石燃料を節約することができます。

情 報 科 学 研 究 科 の湊 真一教 授らの

によって、
その有用性の一端を明らかに

今回の成果には、将来のスマートグ

グループと共同で、配電網の膨大なス

しました。この技術によって、追加の設

リッドを支える基盤技術としての活用が

イッチ構成（ON/OFFの組み合わせ）

備投資なしに送電損失を最小化し、化

期待されます。

しました。

数の高精細な動画が扱えるものです。

スーパーハイビジョン用
ビデオ復号LSIを開発

ビデオデータは、
そのままではサイズが

この研究開発は文部科学省が福岡

極めて大きいために 1/10 〜 1/20程度

県へ委託した地域イノベーションプロ

北九州市にある大学院情報生産シス

の圧縮処理を行い（符号化）
、
データの転

ジェクトの中で生ま

テム研究科の後藤敏研究室が、
ハイビ

送後、
伸張処理（復号化）でデータを復

れたもので、
今後、
成

ジョンの16倍となる超高精細の解像度を

元しています。
今回開発したスーパーハイ

果を企 業 へ 移 転し

実現したスーパーハイビジョン向けのビデ

ビジョン用ビデオ復号LSIは、
フルハイビ

実用化に向けて努力

オ復号LSIの開発に、
世界で初めて成功

ジョンの16倍の7,680×4,320という画素

する予定です。

世界初・細胞内の局所的温度変化を測定
細胞内を歩くナノ温度計を開発

開発したチップ

されることにより、
環境が時々刻々と変
化する細胞内の局所的な温度を、
正確に
素早く測定することが可能となりました。

理工学術院および重点領域研究機

ミクロンサイズの細胞内小器官につい

構・早稲田バイオサイエンスシンガポー

て、
その内部の温度変化を直接測定し

ル研究所の石渡信一教授と武岡真司教

たのは世界で初めてです。また生きた細

授らのグループは、
動植物の細胞内の

胞の中で、
世界最高レベルの空間分 解

局所的かつわずかな温度変化の測定を

能で、
温度変化や分布を高速に測定で

蛍光ナノ温度計のコンセプト。蛍光色素（赤）を
複数のポリマーで包むことで、
他の環境因子（pH
やイオン強度など）を遮断する

可能にする「細胞内を歩くナノ温度計」

きる手法であることも示されました。こ

ベルから詳細に解析することが可能に

を開発しました。

の手法を応用することで、
例えば細胞代

なるなど、
基礎医学分野への波及効果

謝に関する研究において細胞一個のレ

が期待されます。

会で発表しました。

は今回が初めてとなります。

細胞内で分子モーターによって輸送

理論的存在を初観測
新種の「毒蜘蛛パルサー」を発見

毒蜘蛛パルサー自体、これまで見つ
かった数はごく少数ですが、いずれも

理工学術院の片岡淳研究室は、東京

強い電波を発します。今回見つかった

工業大学の谷津陽一助教らとの共同

ものは電波が検出されない全く新し

研究で、周囲にある星を高温で溶かし

いタイプのパルサーで、ミリ秒という高

ていくことから「毒蜘蛛パルサー」と

速な自転周期で回転をしていることが

呼ばれる新種の中性子星の観測に成

予想されます。理論的に存在が予想さ

功、3月19日から開かれた日本天文学

れていたものの、実際に観測されたの

観測から見えてきた「毒蜘蛛パルサー」
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R 『社会問題解決リーダー育成のための文理相乗連携プログラム』成果報告会

RESEARCH
&
EDUCATION

文理融合チームでリーダー育成へ

3月13日、本学博士キャリアセンター
が「社会問題解決リーダー育成のため
の文理相乗連携プログラム」
（文部科

宮城まり子法政大学教授による基調講演

学省実践型研究リーダー養成事業）の

院教授が今年度の成果を報告したの

第1回成果報告会を開催しました。

ち、招待講演として同事業採択校であ

文部科学省科学技術・学術政策局

る大阪府立大学と東京大学からそれぞ

板倉周一郎基盤政策課長の挨拶で始

れの活動紹介がありました。また、
2011

まり、
基調講演として宮城まり子法政大

年度の活動に参加し、
シンクタンク、
材料

学教授から「キャリアデザイン」の考え

メーカー、地方自治体で企業演習をし

方について「充実度の高いキャリアを

た本学博士課程の学生からそれぞれ

開発・形成していくには正しく自分を理

のチーム活動報告もあり「文と理のバ

解し多様なネットワークを構築していく

ランスがとれた早稲田らしい取り組み」

必要がある」とのお話がありました。続

「若い学生の異分野への挑戦に感銘」

いて、同センター長の朝日透理工学 術

との意見・感想が出されました。

R 特別講演会「子どもの発達と脳科学」

RESEARCH
&
EDUCATION

脳科学から探る教育と学校のあり方とは

本学教育総合研究所が、
特別講演会

統括討論では脳科学の視点から、

「子どもの発達と脳科学」を3月17日に

学校教育の体系と、今の子どもの心理

開催。当日は、教育・総合科学学 術院

的・生理的な成長・発達との不整合性

の安彦忠彦教授による「子どもの発達

をとらえ、学校カリキュラムの開発も含

と脳科学とカリキュラム開発」、中垣啓

めて、
今日的な教育と学校とがどうある

教授による「知的発達の謎と脳科学」、

べきかについて議論が展開。訪れた約

坂爪一幸教授による「発達の障害と脳

200名の参加者は熱心に聞き入ってい

科学と教育的支援」の3講演が行われ

ました。

左から、
堀誠同研究所長、
安彦・中垣・坂爪の
各教授

ました。

P 本学教員が科学技術分野の文部科学大臣表彰を受賞
科学技術水準の向上に寄与

PRIZE

文部科学大臣表彰が発表され、本
学の5名の教員が受賞しました。同賞
は科学技術に関する研究開発、
理解増
進などにおいて顕著な成果を収めた者
について、
その功績をたたえることによ

※我が国の科学技術の発展などに寄与する可能性の高い独創的な研究または開発を行った者が対象

受賞者名

受賞テーマ

石渡信一（理工学術院教授）

階層構築手法による筋収縮制御機構の研究

中川 武   （理工学術院教授）

アンコール遺跡等のアジアの文化遺産の保存修復技術の研究

新倉弘倫（理工学術院准教授） 再衝突電子を用いたアト秒分子ダイナミックスの研究

り、科学技術に携わる者の意欲の向上

■ 若手科学者賞

を図り、もって我が国の科学技術水準

※萌 芽的な研究、独創的視点に立った研究など、高度な研究開発能力を示す顕著な研究業績を挙げた
41 歳未満の若手研究者を対象

の向上に寄与することを目的とし、定め
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■ 科学技術賞 研究部門

受賞者名

受賞テーマ

られました。
5名の教員の、今後のます

井村考平（理工学術院准教授） 動的光イメージングによるナノ物質の波動関数と光特性の研究

ますの活躍が期待されます。

片岡 淳   
（理工学術院准教授） 高エネルギー宇宙と先端医療を結ぶ放射線応用物理学の研究

U 大学全般

P 受賞

R 研究・教育

A 学内活動

U 2011年度の就職状況について

震災の影響を受けつつも、例年と変わらぬ結果に

UNIVERSITY

2011年度卒業・修了者の就職活動も、

告者3,057名のうち、
就職が2,145名（70.2%）

ウンセラーおよび学生キャリアアドバイザー

例年通り2010年秋から始まりましたが、
3月

進学・留学などが243名（7.9%）
、
資格試

11日に震災が発生したため、
多数の企業は

験受験が247名（8.1%）
、
その他・進路未

全てのプログラムが連動しており、
表

「採用活動を当面は延期する」
旨を発表し

定が422名（13.8%）
となっています。前年

層的な就職支援に留まらず、
厳しい社会

ました。
しかし、
前年度と同様に4月には内

度に比べ、
就職が3.5ポイント増、
進学が

を生き抜き、
さらなる活躍ができる学生

定を出す企業も多く存在するなど、
多少、
混

2.1ポイント減、
資格試験受験が1.5ポイン

を育成するという方針の基に編成されて

沌とした状況がありました。
こうした中で、

ト減、
その他が0.1ポイント増で、
就職状況

います。

文部科学省やキャリアセンターもホーム

についてみると、
大学院生は健闘したと言

2011年度企業団体別就職状況（学部･大学院）

ページやポータルサイトを通じてさまざま

えます。

な情報を発信。スマートフォンの普及と相

企業別の就職状況（20名以上）は右

まって学生たちはTwitterやmixiといった

表のとおりですが、
全体としては、
金融機

ソーシャルメディアも活用しながら情報収

関や製造業が大きな割合を占めるなど、

集をし、
この難局を乗り切っていきました。

ほぼ例年通りの傾向となっています。

本学の多くの学生が志望するメガバン
クや大手商社、
一部大手メーカーは実際
に採用活動を延期したため、
就職戦線

キャリアセンターの
キャリア・就職支援について

は例年より若干、
長期戦となりました。企

本学キャリアセンターでは大きく2つの

業の内定出しの山場は、
5月〜 8月と後ろ

カテゴリーで学生支援を実施していま

にずれ込みましたが、
最終的な就職状況

す。まず、
学部1・2年生には「自分創り」の

は、
例年とあまり変わらない結果となって

ための大学リソース活用方法について冊

います。

子で案内したり、
「生きる」
「働く」
などにつ
いて複数の社会人に公開インタビューを

卒業生の進路状況

行うセミナーを実施。
さらに、
低学年から

学部生は、
進路報告者9,343名のうち、
就 職 が6,019名（64.4 %）
、進 学・留学な

参加可能なインターンシップやジョブシャ
ドウイング（ビジネスマンに密着し仕事の

どが2,067名（22.1%）
、
資格試験受験が

様子を観察する）
などの体験型プログラ

237名（2.6%）
、
その他・進路未定が1,020

ムも用意しています。

名（10.9%）
となっています。近年、
学部生

就職活動をする3年生以上の学生向け

の進路は、
就職する者が6割から7割の

には、
業界研究講座や学内企業説明会な

間、
進学者が2割前後という傾向にありま

どの業界・企業研究用のプログラムや面

す。
2011年度は前年度に比べ、
就職が0.1

接特訓講座、
グループディスカッション対

ポイント減、
進学・留学などが0.8ポイント

策講座などの就職スキルセミナーを開催。

減、
資格試験受験が0.8ポイント減、
その

加えて、
Waseda-netポータル上に求人票

他・進路未定が1.6ポイント増となってい

やOB・OG名簿を掲載したり、
冊子やメー

ますが、
就職について言えば、
大きな変化

ルマガジンで情報を提供しています。

はありませんでした。

また、
学年を問わず受けられる個別相

また、
大学院生（修士課程）
は、
進路報
2011 年度進路状況
進路報告者
学部

談も随時実施しており、
職員、
外部からのカ
※進路報告率…学部 96.1%、大学院 90.4%

就職

進学・留学など

9,343名（100.0%） 6,019名（64.4%） 2,067名（22.1%）

大学院（修士課程） 3,057名（100.0%） 2,145名（70.2%）

243名（7.9%）

資格試験受験

その他・進路未定

237名（2.6%）

1,020名（10.9%）

247名（8.1%）

422名（13.8%）

（内定者、
後期のみ）
が対応しています。

企業名

合計

㈱三菱東京 UFJ 銀行
特別区（東京 23 区）職員
㈱エヌ・ティ・ティ・データ
（NTT データ）
富士通㈱
三菱電機㈱
東京都教員
東京都職員Ⅰ類
みずほフィナンシャルグループ
㈱日立製作所
㈱三井住友銀行
東京海上日動火災保険㈱
野村證券㈱
日本放送協会（NHK）
東日本電信電話（NTT 東日本）
国家公務員Ⅱ種
東日本旅客鉄道（JR 東日本）㈱
㈱東芝
日本生命保険（相）
ソニー㈱
アクセンチュア㈱
㈱野村総合研究所
国家公務員Ⅰ種
楽天㈱
三井住友海上火災保険㈱
KDDI ㈱
三菱商事㈱
第一生命保険㈱
住友商事㈱
あいおいニッセイ同和損害保険㈱
㈱ニトリ
三菱 UFJ 信託銀行㈱
みずほ証券㈱
日本アイ・ビー・エム㈱
三井物産㈱
SMBC 日興証券㈱
日本電気（NEC）㈱
㈱電通
三井住友トラスト・グループ
ワークスアプリケーションズ
㈱損害保険ジャパン
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ㈱
ヤフー㈱
ソフトバンクグループ通信 3 社
㈱ゆうちょ銀行
東京瓦斯㈱
パナソニック㈱
㈱リクルート
三菱重工業㈱
大日本印刷㈱
りそなグループ
埼玉県教員
丸紅㈱
㈱キーエンス
農林中央金庫
キヤノン㈱
㈱かんぽ生命保険

116
77
71
69
68
66
65
62
55
51
51
42
38
37
36
36
33
33
31
31
30
30
30
30
29
29
29
29
28
28
28
27
27
27
26
25
25
25
24
24
24
23
23
23
22
22
22
21
21
21
21
21
20
20
20
20

※ 20 名以上の就職先

男
55
47
40
50
52
33
36
41
42
30
27
27
31
26
25
24
25
13
24
22
23
20
16
16
19
19
18
18
19
19
16
23
17
14
21
22
18
11
16
14
14
16
10
9
19
17
12
20
14
14
14
11
19
18
16
14

女
61
30
31
19
16
33
29
21
13
21
24
15
7
11
11
12
8
20
7
9
7
10
14
14
10
10
11
11
9
9
12
4
10
13
5
3
7
14
8
10
10
7
13
14
3
5
10
1
7
7
7
10
1
2
4
6
（名）

※表はいずれもキャリアセンター調べ（2012年4月11日現在）
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A 国際教養学部などが3か国でクールジャパンイベント
内閣官房「Japan Next」事業に協力

ACTIVITY

2月〜 3月にかけて、内閣官 房 知 的
財産 戦 略 推 進 事 務局主催 の「Japan

学生・教職員からは盛んに歓声があが
るなど熱気にあふれました。

待が示されました。
翌16日に中国、北京電影学院で開催

Next」事業の一環として、
本学と本学の

また3月15日にはオーストラリアのク

された「日中文化交流フェスティバル」

海外協定校が協力したイベントが3カ国

イーンズランド大学で、ポカリア国際学

では、本学と同学院が共同製作した日

で実施されました。

術院教授およびウォラル高等研究所准

本文化をテーマにした映画『京都掠影』

2月7日にタイのチュラローンコーン大

教授等による「Remaking Japan 〜新

などが日本での公開に先駆けて上映さ

学で開催されたシンポジウム「ユース世

世代を切り開く日本の建築の感性と哲

れ、学生と漫画家の一条ゆかり氏や俳

代による新価値 創造〜若者文化を基

学」が開催され、
400名を超える聴衆が

優の別所哲也氏らが、安藤紘平理工学

軸としたクール・ジャパン」は、
飯野公一

参加。同国出身の教員による震災後の

術院教授の司会のもと、
クールジャパン

国際学術院教授および国際教養学部

日本の現状報告に加え、日本の自然共

について討論。訪れた850名にのぼる北

生18名が、
「身の回りの日本ポップカル

生的な価値観と高度な建築技術とのコ

京の学生たちは日本のアニメや伝統文

チャー」などの紹介を行い、約300名の

ラボレーションに強い関心と大きな期

化への関心の深さを実感させました。

クイーンズランド大学で行われたシンポジウム

本学学生がチュラローンコーン大学で
プレゼンテーション

日中文化交流フェスティバルでの
パネルディスカッションの様子

A 女子スキー部初の総合優勝、山岳部は南米最高峰アコンカグア登頂に成功
引き続き体育各部が大健闘

ACTIVITY

2月21日〜 29日の1週間にわたり岩手

グア登山隊2012”の5名（コーチ1名を

すことができ、
良かったと思います。部員

県雫石市、
八幡平市で熱戦を繰り広げた

含む）が南米最高峰アコンカグア（標高

全員が初めて7,000m近い高度を経験し

第85回全日本学生スキー選手権が幕を

6,962m）の登頂に成功しました。中山駿

ましたが、
皆全力を出し切りました」と達

閉じ、
女子では本学スキー部が初の総合

主将（登頂時）は「事故なく目的を果た

成感あふれるコメントを寄せました。

優勝を成し遂げました。男子もクロスカン
トリー・リレー 4連覇を達成、
総合結果も
準優勝を果たしています。倉田秀道監督
は「念願の女子の初優勝は本当にうれ
しい。選手はパフォーマンスを存分に発
揮してくれました」と喜びを語りました。
一方、
3月3日、本 学山岳部“アコンカ

写真提供：早稲田大学スキー部

写真提供：早稲田大学山岳部

■新箇所長の嘱任について
箇所・役職名
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役職名氏名

任期

総合人文科学研究センター所長

浦野正樹

2012.4.1 〜 2012.9.20

情報生産システム研究科長
情報生産システム研究センター所長

植田敏嗣

2012.4.1 〜 2012.9.20

U 大学全般

P 受賞

R 研究・教育

A 学内活動

A 映画から風景画まで各種展覧会などを開催
キャンパス各所で企画展

ACTIVITY

坪内博士記念演劇博物館

日活向島と新派映画の時代展

てた企画展「日活向島と新派映画の

映前の小松弘文学学術院教授の解説

時代展」を開催しました。

とともに、来場者は皆興味深く耳を傾

同展では、新派劇をはじめとして、歌

けていました。

舞伎や新劇といった、日本の近代演劇
2012年は、世界の映画会社の中でも

の多様な潮流の影響を色濃く受け、新

有数の歴史を有する日活が、創立から

派映画という独特な映像表現を開花

百年目を迎える年になります。この機

させた、向島撮影所の歴史と魅力を振

会に演劇博物館では、12月3日〜 3月25

り返りました。関連企画として無声映画

日まで、日活が大正時代に隅田川の河

「うき世」
（大正5年製作）の上映会が

畔に建設した向島撮影所に焦点を当

柳下美恵氏のピアノ伴奏で行われ、上

日活向島展会場の様子

も含んでいます。

岳や木々、川や海など顔彩で表わされ

3月1日〜 4月7日まで、江戸時代後期

會津八一記念博物館

山内コレクションの風景画

の望月玉川、二代目歌川広重、幕末明

た風景を、訪れた人々はゆっくりと楽し
んでいました。

治期に活躍した塩川文麟、明治から昭
山内コレクションは2008年、本学出

和期の寺崎広業や菊池芳文、現代作家

身の山内俊祐氏（現・宝石油化学株式

としては堂本印象、稗田一穂らの風景

会社代表取締役会長）より寄贈を受け

画21点を展示。寺崎の「山家春色図」

た作品群で、近世から近現代の絵画作

にみる春の景から稗田の「飛雪」に表

品を中心に中国や日本の陶磁器類など

現された厳冬にいたる四季の表現、山

じっくりと絵画を眺める来館者

日本館も彼が創設したと言っても過言

架け橋となった薩摩治郎八、
バロン・サ

ではありません。
「バロン・サツマ」とは、

ツマの刺激的な生涯を振り返ることが

そんな治郎八の破天荒にも見える振る

できます。

図書館

薩摩治郎八関連資料受贈記念展示
バロン・サツマが来たァ！

舞いに与えられた「称号」とも言えます。
薩摩治郎八（1901 〜 1976）
は東京駿

近年、
複数の評伝が刊行され、
あらため

河台の豪商の家に生まれ、
早くに渡欧

てその生涯に注目が集まっており、
この

し、
パリを拠点として戦前のフランス社

度、
その遺愛の品々や原稿、
写真などの

交界で華々しく活躍、莫大な私財を現

関連資料が、
治郎八の令閨、薩摩利子

地で活動する多くの文化人や日本から

氏より本学図書館に寄贈されました。

彼の地に渡る人々の支援のために費や

5月24日まで総合学 術情報センター

しました。今日も残るパリ国際大学都市

で開催されている展示会では、
日欧の

原稿や写真、
遺愛の品々が展示されました

2012 年早春号にて掲載しました内容に誤りがありました。お詫びして訂正します。

お詫びと訂正

■P7 2011年度体育各部団体学生日本一 表

正

部名
漕艇部
競走部

成績等
優勝 ※3連覇
総合優勝

※競 走部の欄内「3連覇」の記載がありまし
たが、
正しくは漕艇部の優勝3連覇です。

■P9 年表 1983年の箇所

誤 「早稲田ビジネススクール」

正 「早稲田大学ビジネススクール」

■P16 その他の学び方 芸術学校 5行目
「本 科に付帯する平日開 講のコース～」は
2010年度をもって廃止、
本科のみとなってお
ります。詳しくは
http://waseda-aaschool.jp/2011/
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東日本大震災関連のニュース
東日本大震災から1年を迎えた3月11日、被災した東北地方はもとより全国で、犠牲者への祈りが捧げられるとともに、
復興への願いを込めたさまざまな行事が行われました。
早稲田大学でも、地震発生の午後2時46分には大隈記念講堂の鐘を鳴らして哀悼の意を表しました。
また、鎌田総長が「東日本大震災発生一年にあたって」と題したメッセージをホームページ上に掲載。
今後も震災からの復興に向けた歩みを支援し続け、
日本および国際社会のさらなる発展のために力を尽くすとの決意を表明しました。

学生・教職員ボランティアが
「3.11ゆりあげの集い」
「3月11日からのヒカリ」へ参加
ゆりあげ

宮城県名取市閖上で「3.11ゆりあげの

第一部は、閖上自慢の海の幸などを販

や買い物を楽しみました。4,000名が訪

集い」が第一部と第二部に分かれて実施

売する「ゆりあげ 港朝市」の開催。参加

れた第二部では、閖上中学校でキャンド

され、
本学の72名の学生と教職員13名が

したボランティア学生は交通整理などで

ルナイトや追悼ライブ、護摩焚き、手作り

ボランティアを行いました。

参加者の誘導を行い、訪れた方々は試食

絵灯篭への点火が行われました。
また、
気仙沼市「3月11日からのヒカリ」
には学生37名・教職員5名がイベントの
運営支援を行いました。同イベントは、
犠
牲者を弔おうとする方々が集う場所や、
手
を合わせる慰霊碑のない被災地に、
“悼み
と希望のひかり”として人工の光を灯すと
いうプロジェクトです。
参加した学生は「今
後も継続的に支援をしていきたい」と口々
に語りました。

会津サテライトオフィス開設
大学院環境・エネルギー研究科が4月、

難者の主体形成を狙いNPOと国際環境

福島県会津坂下町に「会津サテライトオ

リーダーと交流し、フェイスブックなどの

フィス」を開設しました。東日本大震災や

ソーシャルメディアを駆使しながら活動を

それに伴う原発事故による被害からの復

活性化させていく予定です。

興支援を目的に、福島出身の同研究科修

3月11日はキックオフイベントを開催。

了生らを中心に設立することになった拠

会津の経営者や、農家の方々と作りあげ

点です。現地の若者やキーマン、被災・避

た事業化計画を発表しました。

「人間科学は、東日本大震災に何ができるか？」をテーマにシンポジウム
3月16日、震災後の1年を振り返り、今

取り組みなどをスライドで紹介。佐藤将

援に関する具体的な支援活動の内容が

後の復興と支援について人間科学の観

之同学術院教授らが登壇し、避難家族の

報告され、有意義な意見交換、情報交換

点より考えることを目的に、本学人間総

支援や子供たちをとりまく環境について

の場となりました。

合研究センター・人間科学学術院「震災

など白熱したディ

と人間科学ネットワーク」主催のシンポジ

スカッションが展

ウム「東日本大震災と人間科学」が開催

開されました。ポ

されました。

スターセッション

当日は、佐藤友紀同学術院教授による

では、研究者や現

被災地の現状報告にはじまり、地域ごと

地支援活動者、学

の被災状況や被災地での復興における

生から被 災 地 支
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東日本大震災復興研究シンポジウムを開催
今後の日本社会の震災復興に不可欠な

「地域の再生・復興」をテー

政策提言の足がかりをつかむことを目的と

マに松岡俊二国際学術院

して、
3月8日に、
本学東日本大震災復興研

教授や勝田正文理工学術

究拠点・複合災害研究所などの主催で、
シ

院 教 授ら震災復 興にかか

ンポジウム「東日本大震災と福島原発災

わる研究者からの解説があり、松岡教授

提言。当日は、同席した東京工業大学や

害から１年―複合巨大クライシスの原因・

は「福島原発の問題から今後のエネル

フランスパリ政治学院の研究者も加わっ

影響・対策・復興―」が開催されました。

ギー、地域の再生・復興については一貫し

たディスカッションを行うと同時に、参加

セッションでは、
「福島原発事 故の原

て議論すべきであり、議論することで本

者からのご意見をも交えた有意義な意見

因、
影響、
対策」
「今後のエネルギー政策」

当の意味での新しい日本が見えてくる」と

交換の場となりました。

野球部が被災地でボランティア
野球教室を通じて高校生らとの交流を深める
被災地で野球教室を通じて復興を支援

練習を指導した本学野球部。

ことから実現しました。

しようと、
1月28日・29日の2日間にわたり岩

今回の野球教室は県立宮古高校野球部

手県宮古市・陸前高田市の高校球児らに

の佐藤泰監督（2003年人間科学部卒）
、
県

参加した岡村猛監督、
佐々木孝樹主将ら
14名は、
大学と同じメニューの厳しい練習

立高田高 校の

に応える高校球児らのひたむきな姿を通じ、

佐々木明志監督

「困難な状況でも純粋に野球がうまくなり

（1986年教育学

たいという高校生の姿に胸を打たれた」
など

部卒）が、
共に本

と、
逆に勇気をもらうとともに、
野球で活躍し

学校友であった

夢を与えることで貢献することを誓いました。

これからの日本を考える
オープン教育センター「東日本大震災復興支援科目」を開講
以上の時間を要すると言われ、震災・原

授がコーディネーターを務め、全15回に

健康などの面から多角的に学ぶ「早稲田

東日本大震災を政治、
経済、
法律、
科学、

発事故によって発生した諸問題や明らか

わたる講義には、柴山知也理工学術院教

大学発・これからの日本を考える〜東日本

になった諸課題も数多く散在します。

授、辻内琢也人間科学部教授、赤間高雄

大震災復興支援科目」
（2012カレントト

震災によって日本にどのような変化が

スポーツ科学部教授など、さまざまな分

ピック科目）がオープン教育センターで開

起こったか？ どのような変化が求められ

野の専門家が震災・原発事故問題にアプ

講されます。

ているのか？「これからの日本」につい

ローチします。

東日本にかつてない甚大な被害をもた

て、本学の視点で考える授業です。

らした震災と原発事故。復興までは10年

同講義は田中愛治政治経済学術院教

『ブックレット〈｢震災後｣ に考える〉
』シリーズ 他
前号から引き続き、
本学では、
早稲田大学出版部より震災直後から教員を中心とした執筆陣によるブックレットを刊行しています。
また、
本学教育総合研究所からも震災関連のブックレットが刊行されました。
前号以降の続刊をご紹介します。
■『大規模災害に強い自治体間連携
現場からの報告と提言』
稲継裕昭（政治経済学術院）編著

■『文化遺産の保全と復興の哲学
自然との創造的関係の再生』
中川武（理工学術院）、中川研究室編著

■『《当事者》としていかに危機に向き合うか
震災復興の政治経済学を求めて②』
河野勝／小西秀樹／荒木一法／清水和巳
（以上、政治経済学術院）、
友利厚夫（教育・総合科学学術院）

■『
「日常」の回復 江戸儒学の「仁」の思想に学ぶ』
土田健次郎（文学学術院）

■『早く的確な救援のために
初動体制ガイドラインの提案』
中村民雄（法学学術院）編著

■『新聞は大震災を正しく伝えたか
学生たちの紙面分析』
花田達朗（教育・総合科学学術院）、
花田ゼミ編著

■ 早稲田教育ブックレットNo.6
『「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
■ 早稲田教育ブックレットNo.7
『震災と教育―学び、将来へ伝える―』
早稲田大学教育総合研究所監修

■『三陸にジオパークを 未来のいのちを守るために』
高木秀雄（教育・総合科学学術院）
■『被災地の子どもの心に寄り添う
臨床心理学からのアドバイス』
本田恵子（教育・総合科学学術院）編著

早稲田大学出版部
TEL：03-3203-1551

学文社
TEL：03-3715-1501
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Special Report

健康
早 稲 田 か ら 始 ま る

「健康キャンパス」は、
学生支援の一つ
―「健康キャンパス」の目的についてお
聞かせください。
「健康キャンパス」のプロジェクトは、
創立
125周年にあたる2007年度に、
早稲田大学
のビジョンを示すために作られた中長期計
画「Waseda Next125」
の一環としてスター

ライフ

トしました。自学自習の伝統がある早稲田
大学においては、
これまで大学が学生の
健康について働きかけるということはそれ
ほど多くありませんでしたが、
何かと受け身
的な大学生が増えてきたという実情もあり、
学生支援という観点から、
「学生の健康に
責任を持つ大学」を目指すことにしました。
本来、
若くて健康な学生に対して健康を
啓蒙することには矛盾があるかもしれませ

本学は、学生の健康に責任を持つ大学として、
運動・食・医療・心のケアなどの総合的な視点から、
学生の健康増進に取り組んでいます。
在学中から卒業後の将来にわたるまで、学生が自己の健康を維持し
マネジメントできるように情報発信し、動機づけを行う
「早稲田健康キャンパス」の実現を目指した取り組みを紹介します。

◦学生定期健康診断
◦アルコールパッチテスト・
ヤニ検査・体組成測定会
（学生健康増進互助委員会主催）
◦リフレッシュスタジオ前期オープン
（大隈ガーデンハウス1F）
◦健康キャンパス関連科目
「健康創成論」開講

◦春の健康フェスタ開催
（大学・学生健康増進互助委員会
・生協共催）

4月
6月

健康キャンパス
年間スケジュール

9月

◦健康キャンパス関連科目
「メンタルヘルスマネジマント概論」開講
◦リフレッシュスタジオ後期オープン
（大隈ガーデンハウス1F）

10月

◦総長杯「Tokyoハイク」
◦秋の健康フェスタ開催
（大学・学生健康増進互助委員会・生協共催）
◦歯科検診・体組成測定会
（学生健康増進互助委員会主催）

11月
10

◦体育祭・
総長杯スポーツ大会

ん。しかしながら、
一生を通じて健康な生

員、校友のすべての人が利用する早稲田

提供するだけでなく、一大学の枠組みを

活を送り、
社会に貢献できる人材になって

大学独自のインターネット・サイトである

超えたイベントにもなっていることから、

もらうためには、
学生のうちから自身の健康

「Waseda-netポータル」を通じて、在校生

今後ますます盛り上げていきたいと考え

をマネジメントする意識を高め、
情報を得て

と校友に健康フェスタなどイベントの情

おくことが必要です。
そのため、
学生だけで

報提供を行うほか、年間を通じて、早稲

なく、
校友も対象に、
必要な情報を発信し

田大学生活協同組合や早稲田大学学生

ています。

健康増進互助会の学生組織である学生

ています。

心身ともに健康な社会人に

健康というと身体的な面ばかりを意識し

健康増進互助委員会などが主催するキャ

―現在、特に力を入れている取り組み

がちですが、
真の健康とは、
身体だけでは

ンペーンを行っています。中でも、春と秋

はありますか。

なく心も安定している状態です。心理的な

の年２回開催する「健康フェスタ」は非常

悩みについても保健センターの体制を充

に明るい雰囲気で、気軽に参加できるイ

他人に飲酒を強要するなどのアルコール

実させ、
学生にとって総合的な健康キャン

ベントです。学生のグループと教職員や

ハラスメント防止のためにリーフレットを

パスを意識しています。

企業が連携して、食生活改善の講習会や

作成して配布するほか、
新入生ガイダンス

相談会、体組成測定会、プロのインストラ

でも指導を徹底しています。喫煙マナー

クターによる軽運動教室などが行われ、

については、
各学部の教職員と学生部の

健康の大切さを体感できる充実した内

職員がチームを組んでキャンパス内を巡

容になっています。

回し、
喫煙エリアを遵守するよう指導して

情報提供と環境づくり
―「健康キャンパス」を実現するための
具体的な取り組みを教えてください。

キャンパス内には、授業の合間に利用

飲酒と喫煙のマナーを徹底しています。

います。

学内のさまざまな機関が運動・食・医療・

できるトレーニングセンターやリフレッ

心のケアという総合的なアプローチを図

シュスタジオがあり、日常的に運動がで

―今後、さらに取り組みを強化したい

り、
学生部が全体をコーディネートして活

きる環境が整っています。また、毎年秋

ことは何ですか。

動を推進しています

には、体育祭・総長杯スポーツ大会が行

プロジェクトを始めて4年が経ち、
スター

最も重視しているのは、健康の大切さ

われ、約3,000名が参加しています。中で

トした当時の1年生が卒業しました。個人

を啓蒙するための情報提供です。オープ

も「Tokyoハイク」は、三田の慶應義塾大

的な意見ですが、生涯を心身ともに健康

ン教育センターでは、健康についての正

学をスタートして市ヶ谷の法政大学、駿

で過ごせるかどうかは、
卒業してから数年

しい知識を専門家から学ぶことができ

河台の明治大学、白山の東洋大学などを

間が分かれ目です。プロジェクトの効果が

る講座（健康創成論、メンタルヘルスマ

巡り早稲田大学の大隈講堂にゴールす

問われるところですから、
今後は校友の

ネジメント概論）を設置し、今年度から

る35kmのウオーキング大会ですが、400

健康にもこれまで以上に積極的に関わっ

は全学共通副専攻として「健康・医療」

〜 500名の参加者のうち1割は他大生や

て、
心身ともに健康な人材を社会に送り出

コースを設置しました。また、学生、教職

一般の方です。学生たちに運動の機会を

していきたいと考えています。

Interview

早大生の充実した人生のために

「学生の健康に
責任を持つ大学」へ。
健康キャンパス構想が目指す姿や大学生の健康に関する課題などについて伺いました。

笹倉和幸

学生部長（政治経済学術院教授）

ささくら・かずゆき
1959年生まれ。早稲田大学大学院経済学研究科博士後期課程満期退学。日本鋼管（現
JFE）勤務、福岡大学経済学部助教授などを経て、1999年より本学政治経済学術院教授。
経済学博士。

Mission

「健康キャンパス」の
実現を支える保健センター
学生の健康を支えている保健センターの取り組みを紹介します。

インタビュー

大学生の心と体の健康を
積極的に支えていく
堀 正士 保 健センター所長（教育・総合 科学学術 院 教授、精神科 医 ）

保健センターが「健康キャンパス」の実現

らっています。また今年度から、
学生向け広

ていて、大学生の成熟度は低いと言わざる

のために担っている予防的役割には、三つ

報紙の「Waseda Weekly」でコラム「杜の

をえません。かつては16歳で元服でしたが、

の段階があります。第一次予防は、
心と体の

相談室」を月1回連載することになりました。

今は30歳をすぎても一人前といえるかどう

健康を維持し、病気にならないように対策

心身ともに健康であることは、学生生活の

か議論のあるところです。ですから大学生

すること。第二次予防は、
心と体が不調な学

充実度を高めていく上で非常に重要です。

のうちはまだ、いろいろな意味での手助け

生を早期に発見し、
少しでも早く治療するこ

また、
社会人になってからも、
自身の健康を

が必要で、
大学とご家族が協力して、
学生の

と。第三次予防は、再発しないための教育

セルフマネジメントできることが大切です。

プライバシーに配慮しつつもっと積極的に

や治療です。

保健センターではそのために必要な情報を

学生の心身の健康を支えていく必要がある

発信しています。

と考えています。ちなみに海外の大学では、

第二次予防の役割では、健康診断後の
指導に重点を置きながら、必要に応じて心

早稲田大学の保健センターでは、
心理相

大学側が学生の心身の不調を知っていな

理相談や診療を行い、第三次予防としてそ

談を含む学生相談と診療科が同じ組織内で

がら、家族に伝えていなかったことで訴訟

の後のフォローも徹底しています。しかしそ

行われています。心と体は分けて考えられな

が起きたケースもあるそうです。我々教職員

れだけでは不十分で、
第一次予防の観点か

いものであり、
学生を総合的に支援するとい

は、
今後学問の知識だけでなく、
若者を心身

ら、
オープン教育センターに保健センター主

う観点からも相互の連携が欠かせません。

ともに健全に育てることの2本立てで教育

催の科目「こころとからだの健康」を設置

学生相談室の利用者は年間約1,200名、

をしていくことを考えていくべきでしょう。今

し、心身ともに健康な生活を送るための知

相談回数は約5,000回で、情緒的な悩みが

後も保健センターがその中心になって、
心と

識を提供しているほか、希望に応じて各学

相談内容の7割を占めています。最近の若

体の健康についての啓発活動を推進して

部のオリエンテーションでも話をさせても

者は以前と比べると育つのに時間がかかっ

いきたいと思います。

現場の声

不安定な学生が前向きになっていく姿に
やりがいを感じる

公募で決まった健康キャンパスのロゴ
創造理工学研究科生による作品です

保健センター 5階の精神保健相談室で

ないことも多く、一緒に考えていく姿勢を大

者との連携を今後さらに強化していきたい

保健師をしています。業務は、
学生の精神的

切にしています。さらに学内外での生活に

と考えています。また疾患・障がいに対す

な相談に乗り、適切なアドバイスや情報提

も目を向け、個別的な対応を心掛けていま

る正しい知識・情報の普及に努めていきた

供を行う、重症度や緊急度を判断して必要

す。不安定だった学生が、症状やストレスの

いです。

時精神科医の診療につなぐ、診療後のフォ

自己コントロールができるようになり、学業

ロー、
教職員･保護者との連携などです。

や就職活動など前向きに取り組めるように

精神科への相談は勇気のいること。まず

なっていく姿に、やりがいを感じます。

は来室したことをねぎらい、信頼関係を築

精神的な疾患・障がいは周りの理解や

くことを大事にしています。すぐには解決し

環境調整も大切です。そこで教職員・保護
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看護 師・保 健 師

青木裕見 さん

早稲田から
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Column

保健センターの紹介
センターの淵源は、
1925年、
他大学に先駆
けて設置された学生健康相談所にさかのぼり

健康ライフ

3室が連携しながら学生の健康を総合的にサ

診断の充実、
メンタルヘルスケアの推進と学

ポートしています。

内連携体制の強化、健康支援活動のサポー

ます。
1950年に、
より充実した体制の診療所と

2000年には精神科診療を開始し、
翌2001

して改組され、
1968年には所内の心理相談室

年には学生を心身の両面から総合的にサポー

ト、
オープン教育センター設置の関連科目の

を拡充した学生相談センターが開所。
1999年

トする保健相談業務が本格的にスタートしま

保健センター（25-2号館）

12月に両者を統合した総合健康教育センター

した。
2009年には保健センターと改称し、気

▶http://www.waseda.jp/kenkou/center/HSC/

が発足し、
診療室・保健管理室・学生相談室の

軽に保健相談できる場として定着。定期健康

充実に取り組んでいます。

施設紹介
6階 学生相談室

5階 精神保健相談室
4階 検査室
（X線・血液・心電図他）
3階 診療室
（内科・心療内科・外科）
2階 診療受付／会計

1階 エントランス

大隈ガーデンハウス（25号館）1階 保健管理室
2010年度 保健管理室項目別利用状況

2010年度 学生相談室項目別利用状況

学生相談室の主な相談内容
一般相談

修学問題、進路問題、
経済問題など

心理相談

対人関係、異性関係、
家庭関係、性格関係など

法律相談

商品契約、
交通事故、
法律関係など

各キャンパスに広がる分室
早稲田分室（7号館）

西早稲田分室（51号館）

2009年、早 稲田キャン
パスのほぼ中央に位置
する7号 館1階 に 開 設。
政治経済、法、教育、商、
社会科学、
国際教養学部の学生をはじめ各研究科
の学生などが主に利用しています。応急処置、
健康
相談を中心に対応しています。

1950年の「診療所」発足とほ
ぼ同じころにスタート。基幹理
工、
創造理工、
先進理工学部
と各研究科および芸術学校
の学生が主に利用。実験などがあるため、
学生のキャン
パス滞在時間が長いことが特徴です。また、
労働安全衛
生法施行規則に基づく特殊健康診断を実施しています。

戸山分室（33号館）

所沢分室（100号館）

2001年に学生会館に開
設。文化構想学部および
文 学 部の学 生、各 研究
科や、
学生会館を使用す
る学生が主に利用しています。女子学生の利用が
多く、
他大学の学生も利用することがあります。

本庄分室（93号館）

2003年の本庄キャン
パス設 立と同時にス
タート。国際情報通信
研究科、環境・エネル
ギー研究科の学生が主に利用。

1987年、所沢キャンパスの開設とともにスタート。人間
科学、スポーツ科学部の学生が主に利用しています。ス
ポーツ障害相談やスポーツ医学におけるサポートは、ス
ポーツ科学部にある「スポーツ医科学クリニック」と連
携しています。
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Column

精神保健相談室より

学生一人ひとりが
安心して将来を考えることができる環境づくりを
大学時代は精神的に不安定

双極性障害は、躁（ハイ）とうつが交互に訪
れる病気です。うつ病の理解は進んで市民

大学時代は、精神疾患が顕在化しやすい

権を得てきましたが、双極性障害では、躁状

時期です。親離れして、社会人になるための

態のときに周囲が当惑して理解してもらえな

準備段階であり、自己のアイデンティティを確

いことが多く、そのことに悩んでますます悪

立し、人生の選択を迫られる精神的に不安

化し、最悪の場合自殺につながることもあり

定な時期だからです。私は、10年以上前から

ます。社交不安障害の人は、人前で何かする

本学の精神保健相談に携わっていますが、

のが苦手ですが、最近は、プレゼンテーショ

以前は勉学や就職活動に関する悩みが中心

ン能力が重んじられるようになり、非常に辛

だったのに対し、最近は、対人関係の悩みが

い思いをしています。広汎性発達障害の人は、

多くなりました。大学の中で孤立して友人が

コミュニケーションがうまくとれなかったり、

できない、人付き合いが表面的で本音を言え

場が読めなかったりすることで周囲の人から

ないといった状況で、寂しさや孤独を感じて

浮いてしまうことがあります。以前は、いわゆ

いる学生が増えているのです。今は、能力主

る“不思議ちゃん”の扱いで、良いところを認

義やスピード至上主義により、社会全体に余

めてもらいながら集団に溶け込めていた人

裕がなくなっています。自分のことで精いっ

が、
今では、
仲間から排除されてしまうことが

ぱいで助け合いの精神が希薄になっている

あります。このように、障害を持つ人を取り巻

ことが、精神疾患の誘因になっているのでは

く環境が変化したことで、障害が悪化してい

ないかとも思います。

るケースがよく見られるようになりました。

精神疾患も、がんと一緒で早期発見が大

障害が原因で大学時代にドロップアウト

切です。家庭では、几帳面だった学生がルー

してしまうと、その後の人生でますます社会

ズになったり、睡眠や食欲に変化が見られた

から孤立してしまいます。教職員は、障害を

りしたら、
「どうしたの？」と声を掛けてくださ

持った学生に対して、型にはまったやり方を

い。介入する必要はありますが、大学生です

強要するのではなく、話し合って折衷案を示

から、本人に気づかせ、考えさせるようにアプ

すことが大切です。すべての学生が輝けるよ

ローチしたほうがよいでしょう。しかし、学生

うに、教職員がゲートキーパーになってフォ

が親の管理下にいれば安心とは限りません。

ローしていければと思います。学生との接し

大学時代には、家と大学の往復だけでなく、

方に悩むことがあれば精神保健相談室に相

課外活動やアルバイトなど親の知らない世界

談してください。

でいろいろなことを経験し、人間関係を築く

10年前の物差しがまったく当てはまらな

ことが大切です。そうしないと高校生の感覚

いほど、社会環境は変化しています。大学で

から進歩せず、社会性も身につきません。就

も家庭でも学生一人ひとりに柔軟に対応し、

職活動もうまくいきにくくなってしまいます。

学生が安心して将来を考えることのできる
環境を作ることが必要ではないでしょうか。

精神疾患を理解し、
共に乗り越えることが大切

保健センターも病気を診断して、あとは当人
に任せるのではなく、教職員や家族、そして
キャリアセンターとも連携し、就職して自立で

大学生に増えている精神疾患は、双極性
障害、社交不安障害、広汎性発達障害です。
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きるところまでフォローしていきたいと考え
ています。

保健センター
精神保健相談室 嘱託医

渡邊衡一郎先生
わたなべ・こういちろう
医 学 博 士。1988年 慶 應 義 塾 大 学
医学部を卒業。国家公務員共済組
合連合会立川病院、医療法人財団
厚生協会大泉病院、慶應義塾大学
専 任 講 師を 経て、現 在、杏 林 大 学
医学部精神神経科学教室准教授。
2000年4月より、保健センター嘱託
医を務めている。
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大学が提供する学生への補償制度
「早稲田大学学生補償制度（傷害補償）」と学生健康増進互助会の「医療費給付制度」を紹介します。

大学独自の補償制度

早稲田大学学生補償制度（傷害補償）
（略称：学傷補）

険ではありません。補償金は大学予算で賄われ、査定会社による審査をふ
まえ、大学が補償金額を決定します。教育研究活動中とは、正課中、学校行

補償金入金

この制度は学生を対象とし、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ケガなどをしてしまった際に利用できます。保

査定会社による査定と
それに基づく
補償金額の決定

学生健康増進互助会から
医療費給付が
受けられます
（年度上限6万円）

傷害補償金請求書等の
提出

事故申請書を
30日以内に提出

治療が完了したら

学傷補
対象外の
場合

早稲田大学学生補償制度
（傷害補償）

入院・通院

活動が学傷補対象か確認

活動中に事故が発生
負傷

学傷補
対象の
場合

補償対象者
◦全学部・全大学院の正規学生（過年度生を含む）
◦全大学院の研究生
◦別科日本語専修課程生（過年度生を含む）
◦科目等履修生

事中、学校施設内にいる間、課外活動中（体育各部および公認サークルの

※学 傷補の補償金が支払われない場合の一覧は下記Webサイトをご確認ください。

み）、通学中、施設間移動中を指します。

詳しくはこちら▶ http://www.waseda.jp/student/hoken/gakushouho/

早稲田大学学生健康増進互助会（学生早健会）の制度

医療費給付

契約外医科医院、
契約外歯科医院他
保険証

※2 012年4月から、契 約外歯 科 医院にお
ける医療保険適用範囲内の治療も給付
対象となりました。詳しくは下記Webサ
イトで確認してください

学生早健会は本学独自の組織で、会員（資格のある学生）から納入され
た会費によって会員の健康維持・増進を図るための活動や、医療費の給付・
健康診断補助費の支給などを行っています。医療保険の適用範囲内の治
療について請求に基づき、
会員が病院で支払った医療費の一部を給付して
います（年度上限6万円）。

❶「
 本 人名義口座」
の登録・更新

契約医科医院、
契約歯科医院、
契約薬局で学生証を提示

❷申請
◦申請不要
◦申請必要
記入済の「医療費給付申請書」を
提出、窓口で受領証を受け取る。

医療費給付

大学での手続き

※給付
 金は自己負担額から
500円を差し引いた額が
振り込まれます

受診先

受診

会員（学生）

保険証と
学生証を持参

※申 請の期限は診療を受けた日から3カ月
目の10日まで

契約医院・契約薬局とは
学生健康増進互助会で承認され、協定契約を締結した大学近隣の医科
医院、歯科医院および薬局。契約病院・契約薬局から学生健康増進互助
会に情報が送付されるため、医療費給付の申請手続きが必要ありません。

詳しくはこちら▶ http://www.waseda.jp/student/hoken/gojyokai/

教職員のための「心とからだの健康づくり計画」の推進
本学では、教職員が心身ともに健康で働けることを目指して、2002年

支援体制づくりや、外部機関による健康支援相談窓口「フォローサイト

より「心とからだの健康づくり計画」を推進しています。定期健康診断

EAP」の設置、産業医による教職員のための健康相談など、さまざまなサ

（法定健診・人間ドック）、VDT健診、海外派遣健診、雇入時健診、特殊健

ポートを行っています。

診、脳ドック、消化器・大腸ドックなどを実施。他にも、職場復帰のための
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充実したプログラムが魅力の

設備

運動が苦手でも体を動かせる

「トレーニングセンター」

設備

▶http://www.waseda.jp/student/gakusei/trainingcenter.html

「リフレッシュスタジオ」
▶http://www.waseda.jp/student/health/refresh/

トレーニングセンターは学生会館地下という、早稲

学部生の時からリフレッシュスタジオを利用してもう

田・戸山・西早稲田のどこへ通う学生も利用しやすい

半年になります。論文作成などで行き詰まった時に、息

位置にあり、費用も年間2,000円と手ごろです。マシン

抜きで利用し始めたのがきっかけです。授業の合間に

やダンベルなどの種類は一般のスポーツクラブ並みの

通える柔軟なスケジュール編成も魅力の一つ。週１〜２

数があり、インストラクターのアドバイスも受けられま

回のペースでエアロビ、ヨガ、ストレッチやキックエクサ

す。
私は授業の合間に通うことで、運動を習慣づけるこ

サイズに通っており、身体の軽さを実感する毎日です。

とができ、健康維持に役立っています。

これからも適度な運動を心掛けていきたいと思います。





（教育学部 2年

インストラクターも常駐しています

平野祐希子さん）

さまざまなトレーニングマシンがあります

（教職研究科 修士1年

授業の合い間にリフレッシュ！

鈴木晴香さん）

大隈庭園を眺めながらヨガができます

早稲田で自己ヘルスマネジメント
大学が提供する施設や設備、取り組みなどを紹介します。

課外
活動

体育祭 ・ 総長杯スポーツ大会の一環

「Tokyo ハイク」

学食

学生とコラボ！ 健康を考える

健康に良いメニューの開発

Tokyoハイクは、健康意識の向上という点で非常に有

早稲田大学生活協同組合では、早稲田大学学生健

意義です。私は高校時代にサッカーをしていたので、自

康増進互助委員会と協同で健康に良いメニューを開

分の体力に自信があり、35km歩くことは簡単だと思っ

発しています。ぱっと追加できる「小鉢」
（52円）をは

ていました。しかし終わってみれば、運動不足を実感。そ

じめ、1品で野菜やたんぱく質を効果的に摂れる食事

の後、週2回、水泳をする運動計画を立てました。すべて

を考案中（6月提供予定）。日頃不足しがちな野菜や魚

Tokyoハイクのおかげです。また、当日は他のグループに

なども、食べるようにおすすめしています。また、レシー

参入したり、さまざまな参加

トにカロリーを表示し、栄養バランスに対する意識喚

者と交流でき、非常に面白

起をしています。大隈ガーデンハウスをはじめ学内のカ

かったです。

フェテリア食堂で利用できます。

（経済学研究科 2年




（早稲田大学生活協同組合 石幡敬子さん）

劉 天一さん）

学生・職員が利用できる
高石記念プールの利用方法はこちら
▶ http://waseda-sports.jp/news/10503/

早稲田大学学生健
康増進互助委員会と
の 共 同 開 発メニュー
（昨年の例）
ラタトゥユ

夏野菜カレー

インターネットを活用し、
学生の健康意識を醸成
WEB

学生・教職員・卒業生のすべての人が利用する「Waseda-netポータル」では、学生生
活のサポートの一環として、心身の健康に関する健康フェスタなどのイベント情報を提
供しています。このように、早稲田大学ではインターネットを活用し、学生の健康意識の
向上を図っています。
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運動・食・医療・心のケアから健康を考える
本学における健康・医療に関する科目は、人間科学部（健康福祉科学科）や先進理工学部（生命医科学科）、
また心理学・精神医学系については文学部（心理学コース）や教育学部（教育学科教育学専攻教育心理学専修）などの
カリキュラムに組み込まれています。しかし他学部においては学部生が「健康・医療」について
人文社会科学・生命科学の両面から体系的に学ぶ場はありませんでした。
そこで 2012 年 4 月より、オープン教育センターの全学共通副専攻として「健康・医療」コースを設置。
コーディネーターの大島登志男理工学術院教授に、意義、目的を伺いました。

全学共通副専攻「健康・医療」

現代社会が抱える問題を把握し、
問題解決できる健康・医療分野の
人材育成を目指して
健康や医療に関心がある方が多いと思

面のみならず、人文社会学的側面があり、

コーディネーター

大島登志男
理工学術 院 教授
おおしま・としお
1990年山梨医科大学大学院
博士課程修了。医学博士。
1991年国立精神神経
センター流動研究員、
1993年米国NIH、
HINDS
Visiting Fellow、
2004年 同センター副チーム

います。日々健康に過ごしたいですし、将

文理融合的に健康・医療について知識を

来健康・医療関連で就職をしたいと考え

持ち、俯瞰的に現代社会が抱える問題を

ている場合もあるでしょう。健康食品は本

把握し、問題解決できる人材が社会的に

当に身体に良いのか？さっき飲んだ薬は

求められています。こうした新しいタイプ

ついて学んでもらいたいと考え、
「医療ボ

どうして病気に効くのか？健康保険制度っ

の健 康・医療 分 野の人材を、健 康・医療

ランティア実習」「ディベートで学ぶ健康・

てどうなっていて、病院で払う金額ってど

のさまざまな側面を学んでもらい育成す

医療問題」などを新たに設置しました。

うやって決まるのか？などいろいろ皆さん

ることを本副専攻のねらいとしています。

の身近に健康・医療の問題はあります。

そのため、講義のみならず、実体験やディ

路を健康・医療関連分野で考えている方

ベートを通じてより深く「健康・医療」に

などを対象とした専攻です。

健康・医療の分野は、生命科学的な側

リーダーを経て、
2007年より早稲田大学理工学
術院教授。専門領域は分子神経科学。

健康・医療に関心のある方や将来の進

コア科目

キックオフシンポジウム
「我が国の医療の抱える諸問題
―医療の将来を担う
人材の育成に向けて」

「ディベートで学ぶ健康・医療問題」 池田康夫理工学術院教授 他
3 名の講師による 2 コマの講義を秋学期期間中に行い、健康・医療の諸問題を理解したのち、
春季休暇中に 1 泊 2 日の合宿形式で、講師と学生間のディベート形式の討論会を行う。新聞
社の科学医療部記者や、医学部教授を講師に招き、健康・医療における諸問題について解決
策を考え、自らの言葉で発言し討論できる能力を養う。

4月14日、本学先端生命医科学セ

「医療ガバナンス」 須賀晃一政治経済学術院教授 他

ンターにて、全学共通副専攻「健康・

3 日間の夏季集中科目として、
「健康・医療」のガバナンスを学習。医療政策、医療経済、
医療経営、医療に関する法的・経済的側面などについて各講師がそれぞれの概要を解説し、現
代医療の問題点をさまざまな角度から論ずる。生命倫理については受講生自らが考え議論する
形式を取るなど医療倫理についても理解を深める。

◦生命科学概論
◦医療ボランティア実習
◦地域医療学概論
◦先端放射線医療工学

医療」キックオフシンポジウムを開
催。コア科目を担当する本学教授に
よる「先端医療と法的課題」などの

◦こころとからだの健康
◦メンタルヘルスマネジメント概論
◦生命科学の最前線
◦医学入門（東京女子医科大学）


オープン教育センター設置「保健体育科目」

講演をはじめ、コーディネーターであ
る大 島 教 授らによる「健 康・医 療」
コース履修の紹介が行われました。

※他に選択科目あり

Column

競技スポーツ、健康スポーツ、スポーツ理論にわたり250クラスを超えるラインアップがそろうオープン

教育センターの保健体育科目。
「ラグビー」や「野球」
「
、サッカー」などバラエティー豊かな早稲田スポー
ツを体感できるスポーツ実技はもちろん、心身ともに健やかな人生を過ごすための健康スポーツや、ス
ポーツを通じた主体性・社会性の育成、健康増進を目的としたスポーツ理論により体系的な知識を得る
ことも可能です。
ほかに、
「カバディ」や「自動車」
「ヨット」といった珍しい実技科目や、
豪雪地帯の雪ほりに挑戦する「ス
ポーツボランティア」
など、
ユニークな科目も目白押し。他学部・他学年同士の交流も活発に行われています。 「弓道」の授業の様子
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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。

ジャーナリスト

高野 孟

さん

［プロフィール］
たかの・はじめ
1944年生まれ。1968年本学第一文学部卒業。通信社や広告会社の勤務
を経て、1975年からフリー・ジャーナリストとなり、ニュースレター『インサイ
ダー』や独立系メディアの総合サイト『THE JOURNAL』などを立ち上げる。
2002年、本学客員教授に就任。オープン教育センター「21世紀日本の構想
〜大隈塾〜」
「大隈塾演習：インテリジェンスの技法」や大学院政治学研究
科「ニューズルーム（新聞の読み方）」などの授業を担当している。

M essage to the next generation

時代は移り変わりつつある。
求められるのは、
考え抜く力。
日本を代表するジャーナリストとして、
テレビやインターネットで言論活動を展開されてきた高野さん。
ご自身の学生時代や早稲田大学での講義、
これからの大学像についてお聞きしました。

学生運動の先にあった
ジャーナリスト
という職業
―どのような学生時代を過ごされましたか。
いわゆる模範生とは正反対の学生だっ
たと思います。私は附属の高等学院から早
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し、
大学では学生運動にも参加しました。

だったと思います。それでも当時の学生た

大学4年生だった1966年には授業料の値

ちを突き動かしていた動機はとても純粋な

上げが引き金となって第一次早大闘争が

ものでした。
「天下の早稲田大学がこれで

起こり、
全学ストライキに突入。
私もバリケー

いいのか」
「独立不覊の精神はどうした」

ドを築いて大学の封鎖にかかわりました。

と誰もが真剣に憤っていましたからね。と

正直に言って、
ろくな学生ではなかったで

にかく学生が熱く元気な時代でした。そし

すね。

て学生運動に熱を上げ、
二度も留年してい

ふ き

稲田大学に進学したのですが、
高校時代

今になって学生運動を振り返ると、
少

るような私が今では母校で教鞭を執って

には仲間とジャズバンドを組んで米軍基地

しばかりバリケード封鎖したところで大学

いるわけですから、
人生はつくづく分から

のキャバレーでサックスを吹いていました

が解体するわけもなく、
完全に若気の至り

ないものだと感じます。

——卒業後、
ジャーナリズムの道を選ばれ

きに想像力が働きません。参考にすべき

ることで学生たちに刺激を与え、自分自

たのはなぜですか。

手掛かりがないため自分のやるべきこ

身の生き方を考える際のヒントにしてほ

とが見えないのです。しかし、もし明治

しいのです。実際に講義でイラク戦争に

したのは、
やはり学生運動です。お世辞

維新の志士たちのことを知っていれば、

おける子どもたちの惨状を知り、
「医師に

にも真面目とは言い難かった私ですが、

この時代と重ね合わせて自分のやるべ

なりたい」と早稲田大学を卒業して医学

当時の風潮に漏れず本だけはたくさん読

きことを想像できるかもしれません。少

部に入学した学生もいます。

んでいました。
読み終えると仲間と議論し

なくとも考えるうえでのヒントにはなるで

世間で叫ばれているように、近年は安

て、
キャンパスに主張を書いたアジビラを

しょう。近年、
「自分が何をすれば良いか

定志向の学生が増えているのが実状で

まく。これはジャーナリズムに極めて近い

分からない」という学生が増加している

す。こうした傾向を一概に否定する気は

行動です。卒業後は通信社に入社しまし

原因の一つは、
過去に対する知識不足だ

ありませんが、学生たちには固定観念に

たが、
はっきり言って仕事の内容は学生

と私は考えています。

縛られることなく、自分自身と真剣に向

将来を決めるうえで大きな影響を及ぼ

時代にやっていたこととほとんど変わり

き合ったうえで生き方を決めていってほ
——早稲田大学ではゼミや大隈塾で教

ませんでした。
ただ、
通信社では自分の書いた文章が
ニュースになるわけですから、記事の書

鞭を執っておられますが、どのような想い
で講義に臨まれているのでしょうか。

しいと私は考えています。

次なる時代も一流で
あり続けるために

き方は徹底的に鍛えられました。徹夜で

学生には“インテリジェンス”を養って

書いた原稿を上司にチェックしてもらう

ほしいと考えています。インテリジェンス

と、
目の前で丸められてごみ箱に捨てら

とは情報や知識を駆使して自分の考え

——今後、早稲田大学に期待することを

れる。それをあとでこっそりと拾い、
どこ

を組み立て、行動を決断する力のことで

お聞かせください。

が悪かったのかを確認するわけです。大

す。日本語で言えば「知恵」になるでしょ

かんな

先ほど述べたように、日本の大学では

工の見習いが怒鳴られながら鉋 のかけ

う。日本ではいまだに「知識」と「知恵」

インテリジェンスを育むための教育が圧

方を覚えるように、
私も上司にみっちりと

の定義が曖昧で、結果として「知識」ば

倒的に不足しています。これは大学教育

しごかれながら記事の書き方を覚えまし

かりが偏重されています。インテリジェン

だけに限った話ではありませんが、今後

た。
いまでは笑い話ですが、
当時はとても

スを鍛える機会が圧倒的に不足してい

は考える力を伸ばすための教育が重要

苦労しましたね。

るのです。

になることは間違いないでしょう。

自分自身と
真剣に向き合い、
人生を決めてほしい

そこで私の授業では、学生たちが自ら

これまで早稲田大学は、世間から一流

考える機会を設けることを意識していま

の大学と見なされてきました。しかし、そ

※

す。大隈塾 の「21世紀日本の構想」を例

れはあくまでも明治から始まった成長期

に挙げると、
講義では毎回ゲストを呼び、

の日本における話です。時代は変わりつ

彼らに人生を語ってもらいます。これま

つあります。頑張っていれば明るい未来

——長らくジャーナリズムの世界に身を置

で20代でバングラディシュに乗り込みカ

が待っているという時代は終わりを迎

いてきた高野さんから見て、
現代の若者に

バン工場を設立した山口絵里子さん、外

え、日本はいまだに目指すべき未来を描

はどのようなものが必要だと思われますか。

交評論家の岡本行夫さんなど、たくさん

けずにいます。今、大学も変わる時期な

現在の若者を見ていると教養、特に近

の方々に足を運んでもらいました。
「こん

のです。そして次なる時代を見据えた教

現代史の知識が圧倒的に不足している

な生き方もあるんだよ」とサンプルを見せ

育を実践できたとき、早稲田大学は本当

ように思います。極端に言えば「ベトナム

の意味で一流になれるのだと私は考え

戦争」を知らない。さすがに早稲田大学

ています。

の学生はある程度知識を持っています

※大 隈塾：日本と世界の明日を担う人材を育て、明
確な将来プランを示して混迷する日本社会を再生
へと導くという使命を果たすために2002年4月に
発足した、学内外の知的資源を結集して活動する
プロジェクト。本学出身のジャーナリストである田
原総一朗氏を塾頭に、高野氏を塾頭代行に迎え、
政治経済学術院の田中愛治・坪井善明教授ら本
学教員とともに、教育と研究、そして社会とが三位
一体となった活動を進めています。

が、
歴史における位置付けや戦争の背景
までは分からないという学生は珍しくあ
りません。
過去を知らなければ、未来を考えると

大隈塾での講義の様子
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北川佳世子
法務研究科教授

２ ０ ３ ２ 年 の 創 立 １ ５ ０ 周 年 に 向 け て 本 学 の あ る べ き 姿 を 考 え る 「 Waseda Vision150
」。
そ の Ｖ ｉ ｓ ｉ ｏ ｎ の ひ と つ 「 世 界 の 平 和 と 人 類 の 幸 福 の 実 現 に 貢 献 す る 早 稲 田 の 研 究 」を 推 進 す る た め 、
女 性 研 究 者 の 活 躍 を 通 じ た 新 た な 視 点 と 思 考 の 導 入 も 期 待 さ れ て い ま す 。初 回 は 、法 務 研 究 科 の 北 川 佳 世 子 先 生 に お 話 を 伺 い ま し た 。

理論の面白さを学び
多様な視点で考える力を養う

早稲田で活躍する女性研究者を紹介します。

明確で理論的な刑法を
追求するため研究者の道へ

の法曹実務を担う能力の向上が望めないから

刑法は犯罪者を罰する法律のため、
法律を

です。自分の見解を主張して終わりではなく、

専門に学んでいない方には「厳しい」
「怖い」

過去の判例を踏まえた上で相手方の主張を予

といったイメージがあるようです。
「なぜ女性が

測し、
どう反論するかといった思考が必要で

刑法を？」と問われることもよくあります。しか

す。そのためにも、
さまざまな見解を理解する

ができれば十分です」といった態度では、
将来

し実際に学んでみると、
他の法律と比べて刑

必要がありますが、
学説を弁護士や検察官の

法は理論的で考え方が非常に明快なように感

主張になぞらえると、
より興味を持ってくれる

じられました。刑法は国家刑罰権を行使する

学生が多いように感じます。

のに用いられる法律であり、
その適用を誤る

面白いのは、
学ぶ過程やアクセス方法を変

と人権侵害になりますから、
その理論的基礎、

えるだけで学生の反応が変わること。研究者

根拠はしっかりとしたものでなければなりませ

志望の大学院生にとっては、
判例は重要だけ

ん。また、
刑法では異なる学説間で激しく意見

れどもひとつの見解であり、
あるべき理論の

が対立する場合も多く、
そうした対立の背景に

構築を目指して研究していることに留意しま

ある理屈、
理論の違いに面白さを感じました。

す。学部学生には、
刑法に関心を持ってもらえ

現在も所属する法務研究科の女性教員の

るよう、
検討する事案を選別して知的好奇心

数は少ないですが、
私の学生時代には法学部

をくすぐる仕掛けが必要です。学部学生でも

にはたしか法学系の女性教員はお一人であっ

興味がわけば、
理論的にも突っ込んだ立派な

たかと記憶しています。とはいえ、
大学院進学

報告をしてくれます。反骨精神というか、
あえて

時にはそのようなことはあまり気にならず、
ゼミ

判例と違う立場に立とうとする学生が多いと

で履修していた刑法について「理解できてい

ころが、
早稲田らしいですね。

ないことが多い、
まだまだ学び足りない」
という
思いで大学院に進学しました。大学院に進学

もっと学生と触れ合い
各自の個性を伸ばしたい

するゼミの先輩や同学年の学友が多かったこ

自身のキャリアを形成していくと同時に、
仕

とも影響しています。社会に出て働くよりも、
進

事と家庭をバランスよく両立していくことも私

学して大学院で学ぶ姿の方が具体的にイメー

にとっては課題のひとつでした。研究職に限ら

ジできました。

ず女性がキャリアを積んでいく際には、
出産と

異なる視点で考える力を
身につけてほしい

いうライフイベントを伴うことが想定されます。

学生には、
異なる視点を通して物事を考え

場合は主人と融通し合えましたが、
主人の職

育児を一人でこなすのは大変です。幸い、
私の

る力を身につけてほしいと考えています。例え

場環境がそれを可能にした面もあると思いま

ば法務研究科のゼミでは判例を検討すること

す。また、
大学でも周囲の先生方からさまざま

が多いですが、
判例の立場を理解するだけで

な配慮をいただき、
手厚くサポートしていただ

なく、
弁護士と検察官の各々の立場からどのよ

きました。周囲の理解と協力があってこそなん

うな理屈でどのような主張ができるか考えても

とか続けてこられたのだと思います。
とはいえ、

らいます。
「効率的に司法試験の勉強をするた

これまで研究や学生との交流に十分な時間を

めに判例だけ学べばいい」とか、
「自説の論証

割くことができませんでした。子供の成長に伴

◀授業で使用している
刑法関連の書籍

い、
合宿を行うなど学生とプライベートな部分
まで交流して、
各自の個性を伸ばせるような指
導をしたいと考えています。さらに学生の卒業
後も交流が続き、
卒業生と在学生の交流が生
まれて人の輪が広がればと期待しています。

▶手 帳に挟んでいる息子さんからの手紙。
仕事で行き詰まった時などは、
この手紙を
見て気持ちを切り替えることも
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プロフィール
きたがわ・かよこ
早稲田大学法学部卒業、同大学院
法学研究科修士課程修了、
同博士後
期課程単位取得満期退学。海上保
安大学校助教授、岡山大学大学院
法務研究科教授等を経て、
2007年、
早稲田大学大学院法務研究科教授。専門分野は刑法。

D

iscovering African
America
Growing up in the Deep South, which consists of the states between Georgia on the Atlantic Ocean
and Louisiana on the Mississippi River, my world was composed of black folks and white folks.
These two groups were divided by the train line that passed through Laurel, Mississippi, where I
was raised. The black folks came across the tracks to work for the white folks during the day and
then drifted back across “their side of the tracks” at the end of the day. The only exception to this
was the Mexican man who sold tamales. He set up his stand in the early evening along the white
side of the tracks, so that white folk could buy his tamales on their own side and black folk could
briefly cross the tracks, make their purchases and then retreat to the black side of town.

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。

When I began college in Memphis, Tennessee, in 1965, the implicit and explicit boundaries between
white and black were beginning to break up. The Civil Rights Movement was challenging Jim
Crow laws and customs one city at a time, one school at a time, and one person at a time. Black
folks and some white folks hoped that progress would continue steadily and peacefully until some
day in the future everyone would have the same opportunities and receive the same respect. The
assassination of Reverend Martin Luther King, Jr., in 1968 in the city where I was studying seriously
rocked those hopes.
While attending graduate school in the North, I was often asked to explain what the South was
like and why it seemed such a backward place. This was the first time I seriously thought about
the subject that I currently teach. Midway through graduate studies, quite out of the blue I had
an opportunity to come to Japan for eighteen months as an English instructor. I knew absolutely
nothing about the country, but it sounded like an adventure, so I came. During that year and a half,
I spent most of my time outside the classroom trying to learn Japanese and everything possible
about Japanese culture, while trying to explain in the classroom what America was like.
After returning to the U.S. completely fascinated with Japan, I entered a masters program dealing
with every aspect of Japanese history, literature, society and culture. Upon graduation, I returned
to Japan with a deeper curiosity about Japanese people and their culture. While traveling around
virtually every part of Japan seeing as much as I could during university vacations, I taught about
America, and increasingly taught Southern literature and culture. It struck me as ironic that I had
returned determined to absorb as much as possible about Japan but had ended up studying with
equal energy the American South and particularly African Americans and their cultural history.
What now motivates me to encourage students to learn about the South is that an understanding
of it helps them become aware just how complex America is, historically, socially and culturally.
My motivation for helping students learn about African Americans is to help them discover just how
important a role these people have played in the development of the U.S., from the days of slavery
to the present day. Discovering how blacks were brought as slaves to America, how they literally
built America, how they fought for their freedom, how they supported one another against white
oppression and how they identify themselves today broadens one’s views of America as a whole.
With the 2008 election of the son of a white woman and an exchange student from Africa, many
people assumed that finally America had attained the dream Dr. King so eloquently expressed.
But as President Obama himself has pointed out, his election has not signaled the achievement
of racial equality. The white-black gap in wages, educational levels, occupational advancement
and social acceptance remains, and it is made even more complicated by competition from the
Hispanics of various national origins. In short, understanding the struggles and the achievements
of African Americans to date is absolutely essential for comprehending American culture—in all of
its colors.

James M. Vardaman
Professor,
Faculty of Letters, Arts and Sciences

ジェームス・Ｍ・
バーダマン
文学学術院教授

Profile
Born in Memphis, Tennessee, USA.
Received the M.Div. degree from
Princeton Theological Seminary and the
M.A. degree in Japanese Studies from
the University of Hawaii at Manoa.

He has written
『黒人差別とアメリカ公民権運動』
（集英社新書、2007）
『ロックを生んだアメリカ南部
ルーツミュージックの文化的背景』
（日本放送出版協会、2006）
『アメリカ南部』
（講談社現代新書、1995）
『アメリカ黒人の歴史』
（ＮＨＫ出版、2011）

抄訳：歴史を学び、
国を知る

Medallions issued to slaves sent to work for
other people in Charleston, South Carolina,
in the 1800s.

アメリカ南部出身の私は、白人・黒人がミシシッピ川を挟んで
別々のエリアで暮らすような生活環境で育った。アメリカ北部の大
学院に進学した時、
「南部に人種差別撤廃が遅れているイメージ
があるのはなぜか」とクラスメートから質問を受け、振り返るとそ
の時の経験が今の研究につながることとなった。どれほどアメリ
カが複雑な社会や文化で形成されているのか、複数の文化融合の
中にある葛藤や戦いが今日のアメリカを形成するのにいかに重要
な役割を果たしているか―。私は今学生に、南部の文化を知る
ことが現在のアメリカという国への理解につながっているのだと
いうことを教えている。

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
企業の採用担当者や専門職の養成に携わっている方に、その分野で求められる人材像についてお聞
きします。今回は本学で教員就職アドバイザーを務められている中野さんに、教員に求められる資質

学生と進路選択

について伺いました。

いつの時代も求められるもの
それは教育への使命感と情熱
教育者としての信念があれば
壁は乗り越えられる
社会でグローバル化や情報化が急速に進展
するなか、
教員にも時代に応じた資質が求めら
教育学部 教員就職アドバイザー

中野修一

Profile
なかの・しゅういち
埼玉県出身、1972年早稲田大学教
育学部卒業。
中学生の時に恩師の勧めがきっか
けで教職の道を志す。卒業と同時
に埼玉県の教員となり、県内の中
学 校 で 教 鞭 を と る。1998年 以 降
は、校長や県教育局の主席管理主
事・主席指導主事などを歴任。また
埼玉県中学校体育連盟会長や県陸
上競技協会副会長なども経験。現
在は本学の教育・総合科学学術院
教育学部に設置された教員就職指
導室で、幅広い視点に立った就職
指導を行っている。
教育学部教員就職指導室
主に採用試験の対策指導を通じ
て、教員を目指す学生たちをサポー
ト。論文添削や面接 指導などの 個
別相談を行っているほか、キャリア
センターと連 携しての採用情 報 提
供、年6回開催している教員就職指
導会では教育関係者による講演会
や集団討論の練習など実践的プロ
グラムを実施。学生たちに貴重な場
を提供している。
オープン時間
（個別相談の予約は不要）
月〜金 10：00 〜 17：00
土
10：00 〜 15：00

キャリアセンターより

民間企業との併願は
細心の注意が必要
教 員志 望者にとって、
民間
企業を併願する場合は、
就職
活 動の時 期が 違うのでスケ
ジューリングには細心の注意
が必 要です。できれば教育実
習に行くまでに民間企業の内
定を獲得しておくことが望まし
いです。教員採用に関する相
談は教員就職指導室が、
民間
企業に関する相談はキャリア
センターが行っておりますの
で、
大いに活用してください。

れています。
1997年に発表された教育職員養

ば壁は乗り越えられると信じています。

意欲がある学生には
すぐ現場に飛び込んでほしい

成審議会による答申では「今後特に求められ

私は教員の資質としてもう一つ大切なものが

る資質能力」として、
「地球的視野に立って行動

あると考えています。それは学び続ける姿勢で

するための資質能力」
「変化の時代を生きる社
、

す。
「率先垂範」という言葉に表される通り、
子ど

会人に求められる資質能力」などを挙げていま

もたちに「勉強しなさい」と言うだけでなく、
自

す。そのため大学在学中、
学生たちにはサーク

らが学ぶ姿勢を示すことが教育者のあるべき

ルやボランティア活動などを通じてさまざまな

姿と言えるのではないでしょうか。特に私が学

立場、
年代の人々とフェース・トゥー・フェースで

生たちに伝えているのは、
実践家から学んでほ

の交流を行ってほしいと考えています。多様な

しいということです。森信三※や東井義雄※をは

価値観に触れることで視野が広がりますし、
コ

じめ、現場経験を通じて培った素晴らしい教

ミュニケーション能力や課題解決能力も磨か

育哲学を持った偉大な先達たちの著作を学生

れるからです。

時代から読み込むようにしてほしいですね。

ただ、
どのような時代においても一番大切な

もちろん実際の現場を知る努力も必要です。

のは、
人に何かを教えたり子どもたちを支え成

教員就職指導室には協定を結んでいる新宿区

長を見守ったりすることを喜びにできる心です。

の教育ボランティアや各地の自治体から特別支

逆にそういうことにやりがいを感じられなけれ

援学級のサポートなど学校ボランティア募集の

ば採用試験で苦労するでしょうし、
現場に出て

情報がたくさん寄せられていますので、
こうした

からも行き詰まる可能性があります。教員を志

情報を活用すれば教育実習を経験する前に、
直

す前に、
まずは自分の素質をきちんと見極める

接現場に触れる機会が得られます。ボランティ

ことが必要でしょう。

アに参加する際、
学生たちにはぜひしっかりし

また、
そうしたベースの上に教育者としての確

た問題意識を持って取り組んでほしいと思って

固たる信念を築いてほしいと考えています。実

います。そうすれば得られるものも違ってきます

際に教養審の答申には「いつの時代にも求め

し、
採用試験で行われる論文テストや集団討論

られる資質能力」として、教育者としての使命

でその時の経験が必ず生きるはずです。

感、
人間の成長・発達に関する深い理解、
子ども

昨年起きた東日本大震災を契機に、
社会の

たちへの教育的愛情などが挙げられています。

システムや価値観の転換が求められています。

教育は国や社会の発展を支える土台にもなるも

私自身は新たな日本を担うのは高い志を持っ

のですから、
常に大きな視野に立ち、
使命感や

た若い人材だと考えています。特に教育現場で

情熱を自らの核として取り組んでほしいですね。

は教員はもちろん子どもたちも、
若い先生を求

近年の教育現場はさまざまな問題を抱えてお

めています。経験は浅くともより近い目線で接し

り、
教員が厳しい場面に直面することも多々あり

てくれる相手の方が、
いろいろな話ができます
し、
学校運営にも若いパワーが必要ですから
ね。だから意欲のある学生たちにはすぐにでも
教育現場に飛び込んでほしい。そう願って止み
ません。

教員就職指導室の様子
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ますが、
教育者として信念を持ち合わせていれ

※森 信三：全国の教育現場に「しつけの三原則」
「学校
職場の再建三原則」
「立腰教育」などを広めた教育者。
数多くの名言を残したことでも知られる
※東井義雄：小学校長として活躍、
綴り方教育に情熱を傾
ける「どの子も子どもは星」を教育信条に「村を育てる学
力」
「培其根」など著作多数「ペスタロッチー賞」受賞

B

5-7 月

ooks

E

vents

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7月までに開催されるイベントを一部ご紹介します。
詳細は、直接【問い合せ先】にご確認ください。その他のイベントにつきましては、
本学Webサイト（http：//www.waseda.jp/）学術講演会・公開行事をご覧ください。

今号のオススメ

※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。

『人を助けるすんごい仕組み―ボランティア経験のない僕が、
日本最大級の支援組織をどうつくったのか』
西條剛央（商学学術院）著

ダイヤモンド社

2012年2月

この本は、あの３・11から始まる。あの揺れと行方のわからな
い原発の中で自ら南三陸町に行き、
プロジェクトを立ち上げて
いく過程を描きながら、有事にこそ有効な構造構成主義の考
え方を伝えていくものだ。最終章では、
今後の震災に備えて、
行
政や日本赤十字社、
日本社会へのさまざまなアイデアを提言。
本書の印税全額とダイヤモンド社の売上の一部は「ふんばろう東日本支援プロ
ジェクト」をはじめとする復興支援寄金となる。

『現場安全の技術
ノンテクニカルスキル・ガイドブック』
小松原明哲（理工学術院）他訳

海文堂

2012年2月

人はミスをする困った存在だが、一方で、人の臨機応変の行動
により事故が防がれることもある。そうした臨機応変のため
には、
「気づき」
「コミュニケーション」などのスキルが必要であ
り、
それらを総称してnon-technical skillという。本書は英国アバディーン大学
Rhona Flin教授らによるnon-technical skillの有名なテキストの邦訳であり、
わが国諸産業の現場力向上に、
大いに参考となる。
■『哲学者マキァヴェッリについて THOUGHT ON MACHIAVELLI（Strauss,Leo）』
飯島昇藏（政治経済学術院）、厚見恵一郎（社会科学総合学術院）他訳
勁草書房 2011年11月
■『警察行政法解説（全訂版）』
田村正博（総合研究機構）著 東京法令出版

2011年11月

■『人生がラクになる数学のお話43』
柳谷晃（高等学院）著 文芸社 2011年11月
■『トクヴィルで考える』
松本礼二（教育・総合科学学術院）著

みすず書房

2011年12月

■『アジア地域統合の展開 アジア地域統合講座 総合研究シリーズ1』
松岡俊二（国際学術院）、勝間田弘（国際学術院）編著 勁草書房 2011年12月
■『言語教育とアイデンティティ ことばの教育実践とその可能性』
細川英雄（国際学術院）編 春風社 2011年12月
■『人の死なない世は極楽か地獄か 潔さの寿命論「寿命」の常識・非常識』
池田清彦（国際学術院）監修 技術評論社 2012年12月
■『ハイブリッド会社法』
尾崎安央（法学学術院）、川島いづみ（社会科学総合学術院）他著
法律文化社 2012年1月
■『論点体系 会社法1』〜『論点体系 会社法6』
以上、江頭憲治郎（法学学術院）他編著 第一法規
■『環境法大系』
大塚直（法学学術院）他編

商事法務

2012年1月

■『事例演習 民法』
田山輝明（法学学術院）著

法学書院

2012年2月

■『水と日本人』
鳥越皓之（人間科学学術院）著

岩波書店

2012年1月

2012年2月

■『がんばらない生き方―あなたの人生を変える「ほどほど」のススメ』
池田清彦（国際学術院）著 中経出版 2012年2月
■『金正恩―謎だらけの指導者』
重村智計（国際学術院）著 ベストセラーズ

2012年2月

■『終わりなきパッション：デリダ、ブランショ、ドゥルーズ』
守中高明（法学学術院）著 未來社 2012年3月
■『ヴァーグナー試論』
高橋順一（教育・総合科学学術院）訳
■『液状化の脅威―叢書 震災と社会』
濱田政則（理工学術院）著 岩波書店

作品社

2012年3月

2012年3月

■『NHKカルチャーラジオ 歴史再発見 科学の歴史を旅してみよう
―コペルニクスから現代まで』
小山慶太（社会科学総合学術院）著 NHK出版 2012年3月
■『テキスト国際開発論 貧困をなくすミレニアム開発目標へのアプローチ』
勝間靖（国際学術院）編著 ミネルヴァ書房 2012年3月
■『国際社会を学ぶ』
勝間靖（国際学術院）他共編

晃洋書房

2012年3月

■『サステイナビリティと平和―国連大学新大学院創設シンポジウム』
勝間靖（国際学術院）他共編 国際書院 2012年3月
■『3・11後の日本とアジア 震災から見えてきたもの』
早稲田大学アジア研究機構編 めこん 2012年3月

坪内博士記念演劇博物館
①座談会「つかこうへいの70年代」
②第74回逍遙祭「逍遙書簡に想う」
③「植田いつ子舞台衣裳」展
①大隈記念講堂 ②小野梓記念講堂
③坪内博士記念演劇博物館 1階 特別展示室 2階 企画展示室
日程 ① 5月14日㈪ 19：00 〜 20：30
ゲストに俳優の風間杜夫氏、平田満氏、根岸季衣氏、司会に扇田昭彦氏を
お招きして故つかこうへい氏を偲びます。※展示も継続中（前号掲載）
②5月22日㈫ 14：45 〜 16：30
講師：坪内ミキ子、菊池明、松山薫 司会：濱口久仁子
【記念上演】逍遙作舞踊「新曲浦島」
立方：若柳翔寶 演奏：杵屋徳衛社中
③5月29日㈫〜 8月5日㈰
現代日本を代表するデザイナーであり、皇后美智子様のお召物の多くを手
がけられている植田いつ子氏。本展では館蔵の舞台衣裳を中心にお披露
目いたします。
問 坪内博士記念演劇博物館 TEL：03-5286-1829
http://www.waseda.jp/enpaku/

会場

石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞
パネルディスカッション「危機とジャーナリズム」
国際会議場 井深大記念ホール
5月18日㈮ 17：00 〜 19：00
	佐野眞一氏、後藤謙次氏、江川紹子氏が登壇し、大震災・原発事故をはじめ
多様な「危機」の時代におけるジャーナリズムの役割を探ります。
問「石橋湛山記念 早稲田ジャーナリズム大賞」
事務局（広報室内）
TEL：03-3202-5454
会場
日程

体育各部の精鋭たちを応援しよう！

体育表彰式・入部式

大隈記念講堂
5月26日㈯ 15：00 〜
	競技スポーツセンター主催で大隈講堂にて体育各部（44部）の表彰（団体・個
人）と入部式が行われます。それに先立ち、
部それぞれのユニフォームに身を包
んだ新入部員が高田馬場から大隈講堂を練り歩くのも壮観です。他の各体育
イベントの試合予定も下記URLで確認できます。
※同日開催13：00 〜
体育各部実行委員会主催新人パレード（高田馬場〜大隈講堂）
問 競 技スポーツセンター TEL：03-5286-3757
http://waseda-sports.jp/
会場
日程

早稲田学生文化・芸術祭2012
①大隈記念講堂（パフォーマンス）、小野梓記念講堂（早稲田演劇週間）
②ワセダギャラリー（展示）
日程 ① 6月14日㈭〜 17日㈰ ②6月5日㈫〜 17日㈰予定
大 学のサポートのもと、本学学生が主体となって企画・運営。44団体が参
加。プログラム等の詳細は、5月24日発行「早稲田ウィークリー文芸祭特別
号」または「早稲田文化」ホームページ（http://wasedabunka.jp/）にて。
問 学 生文化・芸術祭運営スタッフ bungeisai-staff@list.waseda.jp
文化企画課 TEL：03-5272-4783
学生生活課 TEL：03-3203-3418 ※月〜金 9：00 〜 17：00

会場

第84回歴博フォーラム「河童とは何か」
大隈記念講堂
7月28日㈯ 13：00 〜 17：00
	日本の妖怪でも知名度の高い「河童」を多方面から取り上げて、その全体像
に迫ります。
問 文化推進部 文化企画課
TEL：03-5272-4783
http://www.wasedabunka.jp/
会場
日程
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写真：佐藤洋一（社会科学総合学術院 教授）
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キャンパスを結ぶ「WASEDA BEAR」
式帽、ガウン姿の「WASEDA BEAR」が描かれた車体。
早稲田キャンパスと西早稲田（理工）キャンパスを結ぶ連絡バスです。
2006年4月、それまでのマイクロバスから大型バスへとリニューアルされました。
「WASEDA BEAR」は、創立125周年（2007年）を迎えるにあたり、
長年親しまれた「フクちゃん」に代わる大学のマスコットとして制定されたもの。
多数のデザイナーや漫画家ら専門家に制作を依頼し、
制定委員会の選考、学生・校友・教職員等のアンケートを経て、
60点を超える応募作から、漫画家の弘兼憲史氏（1970年法学部卒）の作品が選ばれました。
以後、大学の公式グッズをはじめ、さまざまな場面に登場。
野球やラグビーなどのユニフォーム姿も披露し、
今や早稲田の新しいキャラクターとして定着しています。
「WASEDA BEAR」とともに2台の連絡バスは、
授業やサークル活動、会議等で行き来する学生・教職員を乗せ、
授業のある日には両キャンパスを約25往復。年間延べ15万名が利用しています。

CAMPUS NOW

【キャンパス ナウ】2012年5月1日発行 通号201号
※本誌記事を無断で転載等する事を禁じます。

■発行 早稲田大学 広報室広報課Ⓒ
〒169-8050 東京都新宿区戸塚町1-104
Tel：03-3202-5454 e-mail：koho@list.waseda.jp
■制作協力

産業編集センター

※CAMPUS NOWは年5回発行の予定です。次号は、7月中旬発行を予定しています。

『CAMPUS NOW』は WASEDA ON LINE でもご覧になれます。
■ 日本語版 URL http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/
■ 英語版 URL http://www.yomiuri.co.jp/adv/wol/dy/
小誌へのご意見、ご感想をお待ちしています。左記発行元まで、
お寄せください。

