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PPRIZE 多岐にわたる分野の功績が讃えられ

本学の教員らが各種栄誉を受賞

　新谷眞人理工学術院特任教授らが、
茨城県桜川市にある多目的集合施設

「真壁伝承館」を設計し、2012年の日
本建築学会賞（作品賞）を受賞しまし
た。同賞は近年中に竣工した技術・芸
術の進歩に寄与する優れた建築に対し

て贈られるものです。
　同館は図書館、歴史資料
館、集会施設、ホールが入る多
目的な文化施設。周辺地区の
建物を調査し、景観に合わせ
て市民とともに設計に組み込
んでいく「サンプリングとアセンブリ」
という手法により、都市や歴史との連
続性を保ちつつ、現代環境に合わせた

未来を市民と共に築き上げていく空間
を創造することに成功したことが評価
されたものです。

理工学術院・新谷眞人教授が
2012年日本建築学会賞を受賞

真壁伝承館 撮影：Nacasa & Partners Inc.

新谷眞人特任教授

理工学術院・大石進一教授が
紫綬褒章を受章

　2012年春の褒章受章者が発表され、
大石進一理工学術院教授が紫綬褒章
を受章しました。紫綬褒章は学術、芸
術、技術開発などの功労者を対象とし、

大石教授は精度保証付き数値計算の
研究が評価されました。
　今回の同教授の研究では、情報ロス
のない、近似計算の誤差を計算できる
方法を開発、利用することにより、非常
に高速で誤差の上限を正しく計算する
ことが可能となりました。

　大石教授は「やり
たいことを存分にさ
せていただいた大学
をはじめとする周りの
方々に厚く御礼申し上
げます」と喜びのコメ
ントを寄せました。

大石進一教授

　三友仁志国際学術院（アジア太平洋
研究科）教授が、第62回「電波の日」総
務大臣表彰を受賞し、6月1日「電波の
日・情報通信月間 記念中央式典」にお

いて表彰されました。この表彰は、情報
通信の発展に貢献した個人および団体
に対して行われているものです。
　三友教授は「周波数オークションに
関する懇談会」の座長をはじめ、多年に
わたり電波利用分野の検討会などの構
成員を歴任しています。電波利用に関す

る重要課題の検討に
おいて的確な判断と
有益な助言を行い、電
波行政の発展に貢献
をしたことが評価され
ました。

国際学術院・三友仁志教授が
総務大臣表彰を受賞

三友仁志教授

福田秋秀理事・校友会代表幹事が
高麗大学校の名誉経営学博士に

　5月5日、福田秋秀理事・校友会代表幹
事に、韓国の高麗大学校から名誉経営
学博士号が贈られました。
　福田理事は、海外校友会との連携の

必要性を重視し、2002年本学と高麗大
学校校友会との間で締結された交換交
流協定の実現にも尽力。また、2007年に
はこれまでの本学への功績を顕彰し、

「早稲田大学維持員」の称号を贈呈され
ています。
　本学と日本社会の発展に貢献してき

た福田理事が、今後も
日韓の交流に大いに
リーダーシップを発揮
されることが期待され
ています。 福田秋秀理事・

校友会代表幹事

堀江敏幸教授

文学学術院・堀江敏幸教授が
第23回伊藤整文学賞を受賞

　堀江敏幸文学学術院教授が、『なず
な』（集英社）で2012年度伊藤整文学
賞を受賞しました。同作品は、生後間も

ない赤ん坊を預かることになった地方
紙記者の毎日をつづった長編小説で
す。伊藤整文学賞は、小樽市出身の文学
者伊藤整を記念して1990年に小樽市
が創設した文学賞で、小説と評論の2部
門があり、2010年には同学術院の宮澤

章夫教授が評論部門
で受賞しています。
　6月15日には北海道
小樽市の小樽商科大
学で贈呈式が開催さ
れました。
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生きたマウスの体内時計を
正確に測る方法を開発

　柴田重信理工学術院教授の研究グ
ループが、世界で初めて1個体のマウス
の体内時計を生きた状態で測定する方
法を開発、「Current Biology」誌のオン
ライン版に掲載されました。併せて、マウ
スの末梢組織の体内時計を脳内にある
視交叉上核と呼ばれる小さな神経核が

制御していることも確認しました。
　地球の自転に合わせて約24時間の周
期で振動する時計遺伝子は体の中のあ
らゆる細胞で発現しており、さまざまな
生理現象に「昼・夜」という情報を伝え
る重要なシステムを担っていますが、実
際の生体内で組織や臓器の時計の時
間合わせの能力がどれくらい機能して
いるのかは分かっていませんでした。
　今回の研究によって、多くの基礎的な

実験結果とともに新しく体内時計を正
確かつ簡便に測定する方法が確立さ
れ、今後、他の分野での応用・発展が大
いに期待されます。

研究概要イメージ

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

　笠原博徳理工学術院教授らのグ
ループが、IT・半導体・ソフトウェア関

連12社および3大学と共同で、組み込
み機器からスパコンまでに使われる並
列プログラムを高速かつ低消費電力で
動作させることができるソフトウェア標
準（OSCAR API ver.2.0）を開発し、
Web上で無料公開しました。

　このAPIとOSCARコンパイラを同時
に用いることにより、情報家電（スマー
トフォンなど）、自動車、医療、科学技術
計算用の低消費電力並列プログラム
を短期間・低コストで開発することが
可能となりました。

世界初のソフトウェア標準
（OSCAR API ver.2.0）を

開発・無料公開

　本学および大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構、東京大
学、独立行政法人日本原子力研究開発
機構、広島大学、株式会社日立ハイテク
ノロジーズは、最先端の光高周波電子
銃と超伝導加速空洞を用いた電子線形
加速器により、20MV/m以上の高電界
による大強度電子ビームの加速に成功

しました。日本初の高電界超伝導電子
線形加速を実現したことにより、従来は
50m×50m程度だった高輝度光子（X
線）ビーム源を10m×6m程度まで小型
化することが可能となり、将来的には病
院などに設置し、高度医療診断などへ
の利用に道を拓くものと期待されます。
　この成果は、電子ビームとレーザーパ
ルスの衝突による高輝度X線の発生と
その応用を目指す文部科学省の委託
研究「超伝導加速による次世代小型

高輝度光子ビーム源の開発」により得
られたものです。本学からは鷲尾理工
学術院教授が参加しています。

大強度電子ビームの
超伝導加速を実現

液体ヘリウムクライオスタ

電子ビーム

光高周波電子銃と超伝導加速空洞を用いた
電子線形加速器

　理工学術院の板橋岳志講師と石渡
信一教授は、同学術院の寺田泰比古教
授、東京大学大学院の下山勲教授らと
の共同研究により、哺乳動物細胞の細
胞分裂の進行が力によって外部制御
可能であることを発見しました。これ

は、生物物理学や分子生物学分野の技
術を結集してマイクロマシン技術を統
合することにより、ヒト培養細胞を定量
的に直接顕微操作し、細胞分裂に必須
の染色体分配を外部から物理的に補
完・制御できるというものです。
　このような細胞力学操作の手法と成
果は、染色体分配の動作・制御の力学
メカニズムの解明に寄与するだけでな

く、細胞自体、そして生体組織などの組
織工学や再生医療への応用が期待さ
れます。

外力で細胞分裂を
制御できることを発見 

細胞分裂期細胞の顕微操作像。左から、圧縮前、
圧縮中、圧縮後
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　5月28日、文部科学省と共催の「大学
教育改革地域フォーラム2012 in 早稲田

大学」が300名を超える来場者を迎え
て、「予測困難な世界を生き抜く人材の
育成に、大学はどう取り組むべきか」を
テーマに、本学井深大記念ホールにて
開催されました。
　高井美穂文部科学副大臣や本学前
総長で放送大学学園理事長の白井克
彦氏らがパネリストとして参加し、大学
教育の課題や具体的取り組みについて
白熱した議論を展開。大学教育におけ

る「何を学ぶべきか」という問いへの見
解、主体的な学修を実現可能とする仕
組みの必要性といった多様な観点から
の提言をはじめ、高井副大臣からは学
修時間に関する国のこれまでの取り組
みや法令・制度の必要性、今後の課題
などに関する発表がありました。大学
教育が抱える課題に対して幅広い議論
が展開され、参加者各自が大学での学
びについて考え直す機会となりました。

予測困難な世界を生き抜く人材の育成に、大学はどう取り組むべきか

「大学教育改革地域フォーラム2012 in 早稲田大学」を開催UUNIVERSITY

大学教育が抱える課題について議論を展開

　理工学術院の河合隆史研究室と凸
版印刷株式会社は、映像コンテンツの立
体視（3D）化に関する共同研究を実施
しました。その結果、歴史的な映像資料
の臨場感を高め、絵画を空間的に鑑賞
するといった、従来にはなかった表現・
利活用の方法を提案し、その実現例とし
て3Dコンテンツを試作しました。
　同共同研究では、奥行き情報が少な
い既存の映像に対して、左右眼間の見
え方の違い（両眼視差）を付加して3D

化を行うことで、新たな表現手法や興
味・関心への影響について検討を行っ
ています。この検討対象として、記録映
像「坪内逍遙 最終講義」と、葛飾北斎

の浮世絵「富嶽百景」を選定。今後も研
究の成果に基づき、既存映像の3D化に
よる新たな価値の創出や利活用を推進
していく予定です。

理工・河合研究室と凸版印刷
「坪内逍遙 最終講義」映像を3D化

白黒フィルム映像をデジタルリマスタリングした、
「坪内逍遙 最終講義」の一場面
素材協力：早稲田大学坪内博士記念演劇博物館
制作・著作：凸版印刷株式会社

高精細デジタルアーカイブ化した、
葛飾北斎「富嶽百景」の一場面
協力・底本提供：浦上蒼穹堂　
制作・著作：凸版印刷株式会社

　本学では、現在4,000名を超える外国
人学生が在籍し、年間2,000名以上の
学生を海外に送り出していますが、建学
の精神である「東西文明の調和」のスピ
リットを持ったリーダーを早稲田から世
界へと送り出すことを目指し、今年度か
ら新たに「グローバル・リーダーシップ・
プログラム」（2011年度「大学の世界展
開力強化事業」採択事業）がスタートしま

した。同プログラムは大きく分けて、今後
の国際社会で必要とされるリーダーシッ
プの素養を身につけることを目指す全学
共通副専攻「グローバル・リーダーシップ
学」と、米国トップ5大学（予定）への1年
間の留学を含む4年間の特別カリキュラ
ムで実施する「トップリーダー・プログラム

（TLP）」の二本柱で構成されます。同プ
ログラムに参加した学生には、将来、世界

規模で貢献できるグローバル・トップリー
ダーとしての活躍が期待されます。

RRESEARCH&
EDUCATION

世界を舞台に活躍する真のリーダー育成を目指して

グローバル・リーダーシップ・プログラムがスタート

「グローバル・リーダーシップ学」コア科目
※（　）内は使用言語

「グローバルリーダー入門（日・英）」「グロー
バルリーダーのための比較文化入門（日・
英）」「グローバルリーダーのための政治・
経済・ビジネス入門（日・英）」「Religion 
and Society in Modern Japan（英）」
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　4月9日に、本学主催により「日米高等
教育パネル」をリーガロイヤルホテル東
京で開催しました。当日は、日米文化教
育交流会議（CULCON）、文部科学省、
米国大使館、日米教育委員会、米国国立
科学財団、「大学の世界展開力 強化事
業」B-I採択7大学（東京大、東京工業
大、名古屋大、国際教養大、慶應義塾大、
立命館アジア太平洋大、早稲田大）など

のメンバーが多数参加。日米双方の第
一線の識者が、日米教育交流の現状と
問題点の背景などについて議論。
　日米教育交流は、両国の人材育成並
びに世界的な諸問題を共同で解決する
ために重要であり、交流の意義を再認
識し、数的交流も拡大させていくために
有効な手段を講じることが必要だとの
認識で一致しました。

日米両国の関係者が教育交流について意見交換

「日米高等教育パネル」開催UUNIVERSITY

日米教育交流の現状について議論する識者ら

　5月18日、「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―『危機』の時代に
どう向き合うのか―」が本学井深大記念
ホールにて開催されました。このパネル
ディスカッションは、2012年度
同賞候補作の募集開始にあた
り、現在のジャーナリズムの状
況に対する問題提起などを図
るために企画されたものです。
　パネリストとして、同賞の現・
元選考委員でいずれも校友
であるノンフィクション作家の
佐野眞一氏、ジャーナリストの

後藤謙次氏と江川紹子氏、モデレー
ターとして本学広報室長の深川由起
子政治経済学術院教授が登壇しまし
た。真実を追求し伝えるというジャー
ナリズム本来の役割などについてパネ

リストが講演した後、ジャーナリズムに
おける組織や個人のあり方から、これ
からのジャーナリストに求められる資
質まで幅広いディスカッションが行わ
れました。

「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」を開催AACTIVITY

左から、深川教授、佐野氏、江川氏、後藤氏による
パネルディスカッション会場前にこれまでの受賞作品を展示

　日本を代表する企業のトップと有識
者が、これからの企業経営、そして日本
社会のあり方について議論する「CEO
ラウンドテーブル（早稲田会議）」が、5
月16日、17日にリーガロイヤルホテル東
京で開催されました。16日には、会議に
先立ち、本学井深大記念ホールで記念
講演会を実施。コマツ取締役会長の
坂根正弘氏による講演に続き、坂根氏

と、早稲田大学ビジネススクールの内
田和成教授が公開対談を行いました。
　続いて行われたラウンドテーブルで
は、東芝の西田厚聰会長（校友）や、武
田薬品工業の長谷川閑史社長（校友）
をはじめとする論客たちが、グローバ
ル戦略やイノベーション、国家戦略など
さまざまな観点から白熱した議論を展
開しました。

難局に直面する日本の新たな姿を模索する

「第3回 CEOラウンドテーブル（早稲田会議）」を開催AACTIVITY

公開対談をする内田教授（左）と坂根会長（右）
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　東京六大学野球春のリーグ戦での
優勝により、同リーグ代表として第61回

全日本大学野球選手権に出場した本
学野球部が、6月18日の決勝戦（神宮
球場）で亜細亜大学（東都大学リーグ
代表）を4―0で下し、5年ぶり4度目の優
勝を果たしました。スポーツ科学部1年
生の吉永健太朗投手は7回無失点の好
投で最多となる大会2勝目を挙げ、最高
殊勲選手賞（MVP）に選ばれました。

　岡村猛監督は、「大会を通じ、1試合、
1試合成長していくことで『真のリー
ディングチーム』になれた。下級生が多
いチームでまだまだ発展途上ですが、
しっかりと鍛えて『真のリーディング
チーム』の名に恥じない野球をしてい
きたいと思います」と秋に向けての抱
負を述べました。

東京六大学春季リーグ制覇に続き

全日本大学野球選手権5年ぶり4度目の栄光AACTIVITY

喜びを分かち合うチームメンバー

　5月25日、小野記念講堂にて「The 1st 
Waseda University Korea University 
Global Presentation Competition」決勝
大会が韓国の高麗大学校と合同で開催
されました。同コンペティションは、学生
の英語プレゼンテーションスキルの強化
や、グローバルリーダーとしての意識の
高揚、そして本学と高麗大の国際連携
強化を目的に行われたものです。
　コンペティションのテーマは「Issues 

on Globalization in Asia」。両校の学生
がそれぞれチームを組み、教育、政治・経
済、芸術・文化、科学・技術などサブテー
マを設定し、47チームがエントリーしまし
た。決勝大会では、全6チームが緊張し
ながらも、熱のこもった躍動感あふれる
プレゼンテーションを披露。表彰式では、
上位3チームに両大学の総長名による表
彰状が授与されました。
　今回のコンペティションは第1回目に

もかかわらず、レベルの高い戦いとな
り、今後、回を重ねるにごとに、さらに
レベルの高い、権威あるコンペティショ
ンへと発展することが期待されます。

グローバルリーダーとしての意識を育てる

早稲田大学×高麗大学校 学生プレゼンテーションコンペティションAACTIVITY

表彰式での記念撮影

■ 大学院における新研究科開設、コース新設について

「国際コミュニケーション研究科」開設
　本学では、国際教養学部を母体に
2013年度から大学院国際コミュニ
ケーション研究科を開設することとな
りました。同研究科では、多様な文化や
歴史を理解し、異文化間の差異を意識

しながら、より高度な英語力と異文化
理解の力を持つ人材を育てることを目
的とします。
　修了生には、多国籍企業や国連など
の国際機関、NPO・NGOといった国境

の垣根を超えて活動を展開する組織で
働くグローバル人材として、幅広く国際
社会に貢献することが期待されます。
　6月に文部科学省への設置届出が完
了し、8月には正式に承認の予定です。

スポーツ科学研究科「エリートコーチングコース」新設
　スポーツ科学研究科は、2013年度
より修士課程（1年制）に、トップス
ポーツマネジメント、スポーツクラブマ
ネジメント、健康スポーツマネジメント、
介護予防マネジメントに続く5つ目の
コースとして、「エリートコーチングコー

ス」を新設します。
　オリンピックや世界選手権への出
場歴をもち、かつ修士課程を1年間で
修了できる十分な下地をもつ優れたス
ポーツ選手および指導者が対象となり
ます。科学的な知識や研究方法を修得

し、彼らのもつ経験知や暗黙知を研究
論文という形式知にまとめ、その情報
を発信できる能力を1年間で養成する
カリキュラムを用意し、さらに優れたス
ポーツ指導者に育成することを目的と
します。



東日本大震災関連のニュース

　昨年5月に設立した「東日本大震災復
興研究拠点」によるワークショップが4月
23日に開催され、参加した7課題の責任
者による活発な議論が行われました。
　ワークショップでは約1年間の復興研

究プロジェクトの研究活動状況、およ
び復興研究を推進していく中で明らか
になった課題などを報告。鎌田薫総長
は「震災後、科学技術に対する強い反省
がなされた今、大学と社会のかかわり方

の新しい展望を見出していかなければな
らない。官と民、国内外の大学などとも、
いろいろな分野の連携が必要になってく
る。今後、さまざまな接点が増えていくこ
とが期待できる」などと総評しました。

2012 年度重点領域研究 東日本大震災復興研究拠点公開ワークショップ
1 年間の調査・研究で見えてきた復興への新たな課題

　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。前号以降
の刊行分を紹介します。

『ブックレット〈「震災後」に考える〉』シリーズ 続刊発行のお知らせ
■『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　2012年4月
■『東日本大震災と環境汚染―アースドクターの診断―』
　  香村一夫・名古屋俊士・大河内博（以上、理工学術院）著　2012年6月

　本学東日本大震災復興研究拠点・自
然文化安全都市研究所が、東北三陸地方
の岩手県大槌町において、 4月27日から
5月4日にわたり本学と清華大学の日中
両校による提案型設計ワークショップ研
修を開催しました。
　両校の学生・教職員約30名（うち学
生は早大8名、清華大8名）が、現地調査・
現地住民との対話を通じて、地域社会機

能が失われ、高齢化問題が深刻化する大
槌町の社会的・文化的課題に対応する設
計案を提案しました。同ワークショップ研
修は、大槌町・東北無形文化遺産の再生
や、世界との関係性を考慮した「文化の
多様性の保護育成および文明間対話の
促進」を実現する設計案を目指したもの
で、参加した学生は「グループ内の中国
の学生の考え方の視点を学べたと同時

に、将来性を見据えた復興計画に携われ
たことがとても勉強になった」と感想を述
べていました。

早稲田大・清華大が被災地で日中共同調査設計ワークショップ研修

　宮城県気仙沼市において、6月9日、10
日の2日間にわたり、小学生のサッカー大
会「早稲田カップ」が気仙沼市サッカー協
会主催で開催されました。これはサッカーを
通じて東日本大震災の被災地を支援しよ
うという趣旨のもと、日本サッカー協会特任
コーチで元日本代表主将の加藤久氏（本
学校友）と、本学ア式蹴球部、平山郁夫記
念ボランティアセンター（WAVOC）の協力

で実施されたものです。
　大会には、気仙沼市内および近隣の地
域から8チーム・約160人が出場。会場となっ
た気仙沼小学校では、2日間にわたりボラン
ティアの大学生や保護者の声援を受けて熱
戦が展開されました。また、大会に先立って、
ア式蹴球部によるサッカー教室が行われ、
部員たちは、「今後も何らかの形で、被災地の
復興に貢献したい」と感想を述べました。

ア式蹴球部 気仙沼でサッカー交流「早稲田カップ」に参加

　本学では、防火・防災教育用e―ラーニン
グビデオを国内の大学として初めて制作
しました。内容は「大震災発生」編と「火
災発生・救命」編の二部構成。「大震災発
生編」では教室・エレベーター内などで地
震に遭ったときや揺れが収まった後にど

のような対応を取るべきかなどを、「火災発
生・救命」編では火災を発見した場合や負
傷者が出た場合の対応法や消火器の使
い方など分かりやすく説明しています。
　このビデオは各学部・大学院での講習
会、新入生ガイダンスなどの機会に上映さ

れます。また、全学生・教職員が視聴可能
なポータルサイト「Course N@vi」内でも
視聴可能です。

早稲田大学防災 e―ラーニングビデオを制作
震災や火事が起こった際の適切な対応法を示す
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図解！ 「早稲田大学中野国際コミュニティプラザ」
2014年度オープン予定の「早稲田大学中野国際コミュニティプラザ」。
学生寮施設（通称：WISH）や生涯学習用施設などを整え、
グローバルに活躍する人材の育成と
地域との連携を目指しています。

Special Report

グローバルリーダーを育成する

国際学生寮
昨今、学生寮の教育的機能が再評価されています。
早稲田大学では、2008年の田無学生寮の竣工に伴い学生寮の運営を一新。
大学が提供する学生サポートサービスの一環として学生の成長を促すプログラムや
日本人学生と留学生の交流などに力を入れてきました。
さらに現在、中野区において日本人学生と留学生が混住する
約900名規模の学生寮の建設を進めています。
これからの学生寮について、探ります。

※完成イメージ図
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　早稲田大学では、中長期計画「Waseda 
Next 125」から引き継ぐ「Waseda Vision 
150」の発展戦略として、「グローバルリー
ダー育成のための教育体系の再構築」を
掲げ、国際教育プログラムなどを通して、
幅広い視点と思考を身につける学生の育
成を進めています。その実現のためにも、
現在準備を進めているのが、2014 年度
オープン予定の「早稲田大学中野国際コ
ミュニティプラザ」です。日本人学生と留
学生が混住する約 900 名規模の学生寮
施設（通称：WISH）と、地域社会に開
かれた生涯学習の場づくりを提供する教

グローバルキャンパス を実現させる
「早稲田大学中野国際  コミュニティプラザ」



図解！ 「早稲田大学中野国際コミュニティプラザ」
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［キャンパスまでの所要時間］

約8分

約5分
西武新宿線

約34分（急行利用）

西武池袋線

約6分
所沢
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小
手
指
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稲
田
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育施設から成ります。
　「WISH」とは「Waseda International 
Student House」の略称。日本全国・
世界各地から集まった多様な個性・才能
を持つ学生たちが共に学び生活するこ
とにより、相互理解を進め、生涯にわた
る信頼関係や学部を越えた人脈を形成
し、将来グローバルな舞台で活躍するこ
とが期待されます。そのため WISH で
は、将来に必須となる能力を磨く「Social 
Intelligence （SI）プログラム」への参加
を義務づけます。
　また、住み込みのハウスマスター（管理

人）夫妻が寮生をサポートするほか、RA
（レジデント・アシスタント）と呼ばれる先
輩寮生が寮での日常生活や勉学、課外活
動などをサポート。快適で安全な学生生
活を支援し、初めての一人暮らしで不安を
抱えている新入生を家族のような温かさで
迎えられるよう準備を進めています。
　さらに 1 階の教育施設では、早稲田大
学の教育研究機能を生かして地域社会
に開かれた生涯学習の場づくりを提供予
定。本学の生涯学習機関であるエクステ
ンションセンターを中心に、プログラムを
開発中です。

グローバルキャンパス を実現させる
「早稲田大学中野国際  コミュニティプラザ」

2014年頃の中野駅周辺マップ

「早稲田大学中野国際コミュニティプラザ」フロアマップ
11 階

◦寮室（原則 4 人1 ユニット）　
◦交流スペース・交流ラウンジ　
◦共同トイレ・シャワーブース
※寮室は全室、プライバシーが
   守られた個室となります

10 階
9 階
8 階
7 階
6 階
5 階
4 階
3 階

2 階 ◦共用施設（フィットネスルーム、音楽室、大浴室）　◦学生ラウンジ　　
◦寮室（男子）　◦寮運営事務室　◦会議室　◦管理人室など

1 階 ◦生涯学習用施設　◦社会連携施設　◦店舗　◦寮エントランスなど

B1 階 ◦駐車場・駐輪場（一般用）　◦駐輪場（寮生用）　◦機械室　◦防災備蓄倉庫

女子フロア

男子フロア

Interview

産
学
公
の
連
携
で
、
充
実
し
た
街
づ
く
り
を

が中野区長に就任した 2002

年に、中野駅の北西にあった

警察大学校の移転が完了し、跡地

をどう生かすかが焦点となりました。

議論の末、区では病院、オフィスビ

ル、大学などから成る「中野四季の

都
ま ち

市」を計画。地域、大学、企業

が連携することで、企業にとっては

新しいビジネスチャンスを、大学に

とっては教育・研究を生かす場を、

地域にとっては新しいビジネスシー

ズが供給されることを期待し、産学

公が連携して再開発を進めてきまし

た。その中の施設の一つが、「早稲

田大学中野国際コミュニティプラザ」

です。

　中野は個性的な文化のあふれる

街で、昔からたくさんの学生が暮ら

しています。寮生は、すんなり中野

の街になじんでくれると思いますし、

地域も温かく学生を受け入れるで

しょう。さらに今後は、多くの留学

生が中野で生活することになり、地

域にとっても新たな刺激になること

と思います。大学の講義だけでなく

寮での仲間との交流や、地域行事・

ボランティアへの参加などで経験や

知見を広げ、将来例えば起業して

みるなど、ここ中野でさまざまなこ

とに挑戦してほしいですね。そして

生涯学習講座も行われるということ

で、幅広い年齢層が早稲田大学の

知的資産の厚みを享受し、地域とし

てさらに発展できることを期待して

います。

私

田中大輔中野区長

中野駅JR中央本線

←至高円寺
マルイ

中野サンプラザホール
中野区役所

中野ブロードウェイ

区立中央中学校

野方警察署

東京警察病院
早稲田通り

中
野
通
り

環
七
通
り

早稲田大学 
中野国際コミュニティプラザ

明治大学

帝京平成大学

→至高田馬場

東京メトロ
東西線

WISH
学生寮施設



「早稲田大学中野国際コミュニティプラザ」
フロアガイド
各設備の役割や目的について紹介します。

交流ラウンジ（イメージ）

　1 階の教育施設では、教務部のサテライトオフィスを設置し、早
稲田大学の教育研究機能を生かして地域社会に開かれた生涯学習
の場づくりを提供しています。

地域との
コミュニケーションの場

生涯学習用施設
1F

集合郵便受・宅配ロッカー地下駐車場出入口 駐輪場

多目的教室 理科実験室兼グループ学習室

◦

◦

◦

会議室

◦

教務部（社会連携推進室
中野サテライトオフィス）

◦

事務室

◦

寮エントランス

◦

◦

WC

EV
EV

多目的教室

多目的教室 多目的教室

交流ラウンジ

和室
ごみ庫

交流デッキ 交流デッキ 交流デッキ

店舗スペース

防災管理室
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Voice

　中野は、地元商店街を中心に個性的な文
化に富んだ活気あふれた街。このたび、「早
稲田大学中野国際コミュニティプラザ」が建
設されることになり、コミュニケーションの一

大拠点としてさらに街が活気づくのを今から
楽しみにしています。
　私も在学中は留学生と一緒に寮に住んで
おり、本当に楽しい日々を過ごしました。「百

聞は一見に如かず」と言いますが、実際に足
を運んだり、体験することはとても大切です。
異文化・地域交流を通して価値観が変わって
いくかもしれません。学生の皆さんには、ここ
中野でたくさんの経験をしてほしいと思いま
す。そして、貴重な大学生活において、私たち
中野稲門会もイベントなどを通じ、学生の皆
さんをサポートしていきたいと考えています。

早稲田大学校友会 中野稲門会 副会長・幹事長

高田宜美さん（1962年教育学部卒）

地域と大学との新しいコミュニケーションの形

　ご縁があり今回、母校の工事を施工させて
いただくことになり、非常に光栄に感じるとと
もに、責任の重さを考えると身の引き締まる思
いです。ご存じの通り、多くの建物に被害が発

生した昨年の東日本大震災の教訓から、この
建物には1階の生涯学習用施設と2階以上の
学生寮施設の間に中間免震層を設置。地震
の揺れを低減するために積層ゴム免震装置、

転がり支承、オイルダンパー、鋼製ダンパーと
最新の免震技術を組み込むことで安全を確
保しています。あまり地震を経験したことの無
い留学生も安心して生活できるでしょう。ここ
で生活する後輩の皆さんには、いろいろな人
との出会いを大切にして、日本文化への造詣
を深め、その上で世界の国々の文化と融合を
図り、有意義な学生生活を送っていただける
よう、心を込めて建物をつくりたいと思います。

株式会社大林組 早稲田大学中野工事事務所 現場総監督

一柳謙二さん（1983年理工学部卒）

有意義な学生生活になるよう、
心をこめて建物をつくっています



共に学び、
共に生活する空間
　2 階の学生寮共用施設には保健室や多目的教室を設置。さ
らに音楽室やフィットネスルームなどの設備環境を整え、寮生同
士が交流を図ることができる場を提供しています。そのほかに、
屋上緑化による環境保全にも取り組んでいます。 学生ラウンジ・ロビー（イメージ）

パブリックとプライベートが共存
　寮室スペースが並ぶ 3 〜11 階は、3 〜 7 階が男子専用、8 〜11 階が女子専用とフロ
アで分かれています（2 階の一部も男子専用寮室フロアとなります）。すべての部屋にプ
ライベートスペースを確保。4 人で利用するリビングで、グローバルなネットワークを築く
ことができます※。
※一部例外があります

A 4 人1 ユニットのリビング（イメージ）

B プライベートスペース（イメージ）

4人室 3人室 2人室 1人室（RA専用）

A

A ABB B

B B BB B
B

交流スペース

シャワー・脱衣室

◦

シャワー・脱衣室

交流ラウンジ

◦

ランドリールーム

◦

ランドリールーム

◦
◦ ◦

◦ ◦

交流スペース 保健室（ただし保健師は常駐しません）

ランドリールーム 大浴室・脱衣室
（男子・女子）

4人室（男子）

4人室（男子）

会議室

◦ ◦

◦

◦ ◦◦ ◦

◦◦

◦

3-11F
学 生 寮 施 設

「 　 　 」WISH

WCWC EV

WC WCEV

EV
多目的教室多目的教室

音楽室 学生ラウンジ・ロビー

フィットネスルーム

運営事務室

B

会議室 管理人室

◦ ◦
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　「早稲田大学中野国際コミュニティプラ
ザ」が建設される中野駅北側は、都内でも
最先端の安全性と緑豊かな環境が備えら
れている地域です。周辺には防災拠点と
もなる都市計画公園や都市計画道路、高
度医療技術を有する大規模病院といった

公共公益施設も整備されています。また、
建物は中間免震構造を採用し、地震に対
して通常の建物の1.5倍相当の高い安全
性を確保しています。
　国土交通省の「住宅・建築物省CO2先
導事業」に採択された本施設は、最新の

省エネ・耐震・長寿命建設技術といった
ハード面だけでなく、「エネルギーの見え
る化」などにより、そこに集う世界各国の
寮生自らが自主的に省エネへの取り組み
を行えるようなソフト面の整備にも力を入
れています。

早稲田大学 キャンパス企画部より

ハード・ソフトの両面から省エネ・耐震・長寿命建設技術を整備

2F
学 生 寮 共 用 施 設

「 　 　 」WISH



こだわりの学生寮を紹介！
早稲田大学では、新入生を中心に、大学直営の学生寮に加えて寮運営を専門に手がけ
る企業が運営する早大生専用寮など、さまざまなタイプの学生寮を紹介しています。
詳細は早稲田大学レジデンスセンター Web サイト▶ http://www.waseda.jp/rlc/

　2008 年竣工の田無学生寮は 132 室の定員 168 名。寮室は家
具、ユニットバス付きで、LAN 回線も整っています。男女でフロ
アが分かれており、特に女子専用フロアはオートロックを装備し
セキュリティ管理を徹底。計 7名のRA（レジデント・アシスタント）、
Jr. RAを各フロアに配置、寮生の寮生活をサポートしています。
　グローバルリーダーの輩出を目指した独自のSocial Intelligence

（SI）プログラムへの参加を義務づけています。留学生も多く入居
しており、SI プログラム以外にも異文化交流が可能です。
※ Jr. RA とは、原則として学部 2 年生で、RA 候補生。

　2000 年竣工の市嶋記念千駄木
学生寮は女子専用の学生寮です。
本学初代図書館長の市島春城のご
子孫である市嶋信氏（本学名誉賛
助員）により寄贈された土地に建
てられました。定員は 11 室 11 名。
完全個室タイプの学生寮で、各寮
室にはミニキッチンやユニットバス、
トイレ、室内洗濯機置場が完備。
※ RA は配置されていません。

　1990 年の開寮以来多くの卒寮生を送り出してきた東伏
見学生寮は、2007 年にリフォームを終え新たな学生寮と
してスタート。緑豊かな地域の東伏見は、早稲田スポーツ
の本拠地です。男子専用の学生寮で、定員は 30 室 40 名。
共同のキッチンが各フロアに設置されています。
　5 月には早慶戦観戦、8 月には流しそうめんの会などの
交流イベントのほか、毎月「ふしミーティング」（寮生ミーティ
ング）を実施し、寮生同士の交流が行われています。

田無学生寮

市嶋記念千駄木   学生寮

東伏見学生寮

早稲田大学直営寮

早稲田大学直営寮

早稲田大学直営寮

Voice

　田無学生寮では、寮生全員が共同生活の中でルールを守り、他人
を思いやりながら社会性や規則正しい生活習慣を身につけ日々成
長しています。郷里を異にした多くの友と人間性の向上を図り、有意
義な学生時代を過ごしていただけるよう、また安全で安心な寮生活
を送れるようお手伝いしています。
　入寮時にパソコンの設定ができずベソをかいていた新寮生が

「100キロハイク」を無事完歩した時は一緒に喜びました。留学生の
寮生が体調不良の時、同じフロアの留学生がいち早く報告してくれ、
救急搬送にも同乗し、自国の両親に病状説明もしてくれた時は頼も
しかったですね。
　現寮生の皆さん、OB・OGの方 、々その他多くの関係者の皆さんで、
今までにないSIプログラムを含め、さらなる飛躍ある寮を共に作って

いきたいと思っています。

田無学生寮ハウスマスター・
アソシエイトハウスマスター

鈴木一彦さん（左）、 

いそ子さん（右）

有意義な学生時代をサポートします
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Interview

株式会社共立メンテナンス 
事業企画室

篠田潤一さん
（2006年政治経済学部卒）

大
学
と
の
連
携
で
進
化
す
る
、
学
生
寮
の
運
営
・
管
理

在、学生寮は大きく変貌を遂げています。
少子化に伴い各大学が地方の学生や留

学生の受け入れを推進していることが理由の一
つです。経済的で安全・安心な学生寮に高い
ニーズがあります。最近の学生寮は相部屋は減
り、プライベートが確保されたワンルームタイプ
の寮室が主流。設備も充実しており、かつての
狭い古いといったイメージはありません。一方
で、食堂や浴室などは伝統的な寮のように共用
スペースとして残っています。この共用スペース
が、寮生同士のコミュニケーションの場として重
要な役割を持っているのです。事実、一人暮ら
しの学生よりも寮生の方が大学生活に馴染みや
すいという調査結果が出ています。ほかにもウェ
ルカムパーティーや季節の交流イベントなど、寮
内での活動が一役買っているようですね。
　また、住み込みの寮長・寮母が親代わりとな
り食事の準備や寮内の環境を整えるなど、寮生
の自律した生活をサポート。管理履歴システム
の導入も進み、学生寮は経済面以外に健康面
や安全面においてもご父母の皆様の不安要素
の軽減に寄与しています。同年代が集まる学生
寮は、学生にとってかけがえのない経験を得ら
れる場所でもあるでしょう。
　寮に注目しているのは大学だけではありませ
ん。近ごろ採用活動において学生寮出身者を高
く評価する企業や、入社後の数年間は社員寮
に入ることを義務づけている企業が増えている
ようです。他者との共同生活の中で身につくコ
ミュニケーションスキルや協調性、自律性といっ
た素質を企業が重視しているからでしょう。将
来グローバルな舞台で活躍するために必要な社
会人基礎力でもあります。
　早稲田大学は学生寮への理解が深く、RA
制度や大学独自の Social Intelligence（SI）プ
ログラムを展開するなど、全国的に見ても先駆
的に取り組まれています。寮運営を学生サービ
スの一環ととらえ、グローバルな舞台で活躍す
る人材を育成するという早稲田大学の掲げる理
念に、当社としても寮の運営・管理という面で
陰ながらお役に立ちたいと考えています。

現市嶋記念千駄木   学生寮

早稲田大学直営寮

学生寮アクセスマップ

早稲田大学提携寮

◦公益財団法人和敬塾運営

  「和敬塾学生寮」
◦株式会社共立メンテナンス運営

  「早稲田大学国際学生寮（W
ウ ィ ド

ID）」、
  「早稲田大学推薦学生寮」
　※ WID とは Waseda International Dormitory の略です。

◦株式会社早稲田大学 プロパティマネジメント運営

  「エスポワール目白」

◀�2001年にリニューアルしたWID田無2

▲WID花小金井・WID田無合同
　ウェルカムパーティー

WIDを管理・運営する
株式会社共立メンテナンス
1979年設立。大学や企業と連携し、全
国に学生寮・社員寮を展開。学生寮は
約2万室を運営・管理している。「早稲
田大学中野国際コミュニティプラザ」の
管理・運営代行も受託。ほかにホテル
事業やウェルネスライフ事業など。
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　RA（レジデント・アシスタント）とは、寮に住みながら、
親元を離れて生活する留学生や日本人学生の寮生活
をサポートする学生ボランティアスタッフ（先輩寮生）
のことです。RA は大学が募集し、研修を経て、頼
りがいのある先輩として寮生と接しています。

RA 研修　RA 研修は毎年 3 月と 9 月の年 2 回実施。

寮生が寮生活で困ったことがあれば、経験に基づいたアド
バイスをします。

POINT.1▶ 寮生の良きアドバイザー

交通機関の利用方法などの習得や外国人登録といった
煩雑な手続きなど、来日したばかりの留学生をサポート。
日本人学生との交流を目的としたイベントも実施。

POINT.2▶ 留学生の生活スタートアップを支援

ゼミや就職活動を経験した上級生であるRAの取り組み
は、近い将来の自分をイメージさせてくれます。

POINT.4▶ Social Intelligence（SI）プログラム
をリード（田無学生寮のみ）

フロアミーティングなどコミュニティ形成のリーダーであると
ともに、BBQパーティーや七夕パーティーなどを企画します。

POINT.3 ▶ 学生生活をサポート

RA（レジデント・アシスタント）制度

第一部：全体研修
RAの役割は何かを考え、大学に選ば
れた寮生であることを自覚するための
場。日常の寮生活の中で生じる疑問や
対応に困った事例などを他の寮の RA
と共有し、意見交換することで最善の
対処方法や改善案を見出す機会です。

第二部：寮ごとの研修
大学との連絡体制や連携方法の確認、
成功・失敗事例の共有、新寮生の受け
入れ方法や留学生の外国人登録手続き
などサポートの確認、担当職員との懇
談などを行います。

全体研修の流れ（2012 年 3 月の例）

❸ RA 自身の目標発表
研修で学び気づいたことを参考に、半
年間の自身の目標を発表します。
RAとしてどのようになりたいか、何を達
成・克服したいかなど。

❶「対人関係を築く力」などを
　テーマとした研修（グループワーク）

❷ RA 活動に基づくプレゼンテーション
事前にテーマを提示し、ひとり10 〜15
分程度でプレゼンテーションをします。
テーマは「新寮生受け入れのコツ」「寮
内のトラブル対応」「寮内イベント実施
の成功・失敗事例」「寮における異文化
理解」など。参加した RA 全員に発言
の機会を割り当てることで、お互いに評
価し、労い合い、人となりを知り合える
ようにしています。

◀七夕パーティー

学生サポートサービスの一環
RA制度とSIプログラム
早稲田大学では 2008 年の田無学生寮の竣工に伴い学生寮の運営を一新し、
大学が提供する学生サポートサービスの一環として位置づけ、RA 制度を確立。
Social Intelligence（SI）プログラムや寮生同士の交流などにも力を入れています。

▶スポーツ大会
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Social Intelligence（SI）プログラム

　SI プログラムは社会人として必要な基礎力
や知識、グローバルな舞台で活躍するための
語学力を培うための本学学生寮独自のプログラ
ムです。社会人基礎力を身につけるための「セ
ルフプロデュース プログラム」「キャリアセミ
ナー」、幅広い視野を醸成する「ファカルティ 
ビジット」、英語で考え議論する力を養うための

「ビジネス コミュニケーション」「インターナショ

ナル ダイバーシティ」などがあります。語学系
のプログラムはネイティブの講師がレッスンを行
います。寮内で行われるため気軽に参加できる
と、語学力に自信のない学生にも好評です。
　すでに田無学生寮では、SI プログラムへの
参加が義務づけられており、授業期間中の月
曜日から金曜日の毎日 19 時〜 20 時 30 分に
実施され、寮生は週 1 回のペースで参加します。

◀「ファカルティ�ビジット」

▼「ビジネス�コミュニケーション」



　大学進学を機に始めた日本での一人暮らしは、言葉の
壁が不安でした。そこでハウスマスターやRAのサポートが
ある学生寮に入寮。周りは皆同世代のため居心地が良い。
Social� Intelligence（SI）プログラムの「インターナショナル�
ダイバーシティ」では日本人学生と対話
し、普段では気付かない彼らの考え方を
知ることができました。母国にはないお
花見などの寮イベントは、多くの友人と
知り合うきっかけになっています。

　中国生まれの私は、日本に来た子ども
の頃に文化や習慣に慣れず苦労した経
験があり、来日したばかりの留学生にもサ
ポートが必要だと考えRAになりました。
　RAをしていると、後輩から学ぶことが
多 あ々ります。修士課程で勉強一色にな
りがちな私にとって、共同キッチンで大学
への期待に満ちあふれた後輩と触れ合

うことは、早稲田大学の楽しさを思い出さ
せてくれる場でもあります。後輩も身近に
指標となる先輩がいることで大学生活
が充実するでしょう。
　RAには包容力と度胸が必要です。時
にはプライベートを二の次にしてでも、1フ
ロア約40名の寮生を優先して行動しま
す。深夜の地震に驚いた留学生を落ち着

かせる、寮イベントでは寮生の安全に気を
配る、ゼミや留学などの相談に乗る、時に
は恋愛相談も。それにより寮内の雰囲気
が良くなればとても幸せです。留学のため
一時退寮した時は後輩から必ず帰ってき
てとせがまれ、相手のことを思ってしてき
た行動が伝わっていたと感動。一度築い
た絆はとても強固だと実感しました。

大学の楽しさを思い出させてくれる！

王 新菟さん
（商学研究科1年・
 静岡県出身・
 RA歴3年）

石井一成さん
（文化構想学部4年・
 東京都出身・
 RA歴2年）

　アメリカに短期留学をしていた時にお
世話になった人たちへの恩返しのかわ
りに、日本に来た留学生のサポートをし
たいと考えRAに応募。学生時代は旅行
や飲み会などいろいろな楽しみがありま
すが、本気を出して何かをやり遂げた時
に得られる充実感が一番でしょう。そこ
で「100キロハイク」への参加を立案し、さ
まざまな国籍の寮生約40名と共に挑戦。
2日間で100キロを歩き切るのはとても過

酷で苦しく、挫折しそうになりました。ゴー
ルが見えた瞬間は一緒に歩いた韓国か
らの留学生と共に号泣。この挑戦で心か
ら信じられる仲間ができました。彼らに
とっても日本で仲間と共に本気でやり遂
げた経験は生涯記憶に残るでしょう。
　RA活動を通して、自分たちで新しいも
のをつくり出し、周りを巻き込んでいくリー
ダーシップが身についたと思います。また、
共同生活を通して社会の規律を守るこ

とや他人の気持ちを測ることの大切さを
学びました。先輩RAの皆さんが寮生の
ことを一番に考えていたように、僕も後輩
たちに思いをつないでいきたいです。

本気でやり遂げる楽しさを伝えたい！

RA's Voice

▲100 キロハイクでの一枚

▲ SIプログラムにて。右端がジョウニさん

▲新寮生歓迎 BBQパーティー

寮イベントで友人づくり

思いは伝わる。RAへの感謝の涙が止まらない卒寮式　田無学生寮では、毎年2月初旬に卒寮式を開催。表彰対象者を中心にすべての寮生が参加し、ほかにRAやハウスマスター、教職員などが参加します。その年度のSIプログラムに貢献した寮生の表彰など、卒寮する寮生の皆さんと共に、1年間を振り返る場です。また、卒寮するRAには感謝状を贈呈します。

J
ジ ョ ウ ニ

OUINI J
ジュリアン

ulian y
イ ヴ ス

vesさん
（国際教養学部１年・スイス連邦出身）
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　「自分はどのような人間になりたいのか」。SIプ
ログラムの一つ「セルフプロデュース プログラム」
は、その答えを見つけるきっかけになります。国籍、
学部、学年も異なるメンバーとのグループワーク
では、課題に頭を悩ませ、自分の意見が出ないこ
とや自分の考えが小さく異質なものに感じること

も多々あります。しかしそれを「良くなかった」で
終わらせるのではなく、その場で「ではどうする
か」とひも解く。それがグローバルな舞台に立つ
第一歩でしょう。私はこの経験を生かし、自分の
軸を持った上で他者の考えを大切にする人間にな
りたいです。

大崎萌子さん（写真左から2人目）
（人間科学部2年・埼玉県出身）

「セルフプロデュース プログラム」に参加
SI プログラムは、自分の軸を見つけるチャンス

Student Voice



▲�早稲田大学中野国際コミュニティプラザ
　建設予定地の現況（2012年 6月撮影）

寮運営で学生をサポートする
レジデンスセンター
学生寮の運営を目的に 2010 年に設立された早稲田大学レジデンスセンター。
その活動を振り返り、これからの学生寮に求められる社会的役割と将来の展望について、
同センター長の葛山康典先生に伺いました。

早稲田大学 レジデンスセンター Web サイト▶ http://www.waseda.jp/rlc/

Mission

生寮と聞くと「上下関係が厳しい」「施
設が古い」「プライバシーが無い」といっ

たイメージがつきものでしょう。本学の学生寮
はそのようなイメージを一掃した設備で、学生
一人ひとりのプライバシーを重視しつつも、共
に暮らす仲間とコミュニティを形成し、生涯の
財産となるグローバルなネットワークを構築で
きる仕組みを多数設けています。
　女子学生の増加や近年の社会情勢を反映し
て、男女問わず学生寮の人気が高まっていま
す。本学では民間の専門業者が運営する食事
が提供される提携寮や、本学独自のサービス
を付加した直営寮など数種類の学生寮を用意
しています。
　レジデンスセンターは、大学の学生寮運営
政策の企画立案と学生サービスのための機関
として 2010 年 1 月に設置されました。学生寮

の運営に大きな力を発揮する RA の募集と教
育、ハウスマスター（寮長・寮母）との密接な
連携など、学生サポートに重要な役割を担っ
ています。さらに、学内の国際交流機関であ
る国際コミュニティセンター（ICC）と行事へ
の積極参加といった点で連携を図っています。
他にも健康で健全な寮生活ができるよう、ケー
スによっては保健センターの協力をいただくこ
ともあります。
　また、本庄や北九州に設けられている学生
寮も業務の一部です。
　本学は 2007 年度から 4 年間、文部科学省
の「新たな社会的ニーズに対応した学生支援
プログラム」に採択されたことから、田無学生
寮においてさまざまなプログラムを立ち上げま
した。まったく異なる生活環境や文化背景の
中で育った学生が共同生活を送ることは、容

葛山康典
早稲田大学 レジデンスセンター長

（社会科学総合学術院 教授）

かつらやま・やすのり
博士（工学・早稲田大学）。1989年早稲
田大学理工学部卒業。1993年同助手、
1996年社会科学部専任講師、助教授を経
て、2003年同教授。専門は企業財務論、金
融工学。

充実した共用施設と SI プログラムで
グローバルな舞台で活躍する人材を育成

Interview

学

※直営寮：田無学生寮・東伏見学生寮・市嶋記念千駄木学生寮を指す。入寮申し込み後、書類選考を経て定員数の入寮が決定。
※提携寮：和敬塾学生寮・早稲田大学国際学生寮（WID）・早稲田大学推薦学生寮・エスポワール目白を指す。

学生寮に入居する留学生数の推移 男女の推移（寮全体）学生寮入居者数の推移

16



▲�留学生のために英語パンフ
レットも作成しています

▲�提携企業によるアパートや
　マンション探しのための案内

▲国際学生寮WID案内

▲�レジデンスセンターが発行する
　�「早稲田大学�学生寮のご案内2012」（日本語版・英語版）

早稲田大学 レジデンスセンター

福山小帆里さん

学生寮を軸に
タテヨコのつながりを深めてほしい

　レジデンスセンターでは現在、寮生同士のつながりをどう密にするかという点に力
を入れて取り組んでいます。今までの寮イベントの多くは寮ごとに開催されていまし
た。そこで2011年度より直営寮・提携寮を問わず、RAの強力なサポートを得ながら、
横断的な寮間交流を促しています。2011年12月にはスポーツ大会を実施、田無学生
寮・東伏見学生寮・WIDの寮生が集い、約80名が参加しました。2012年5月には東京
六大学野球早慶戦を観戦。今後も早稲田大学の寮に住まう者同士、横のつながりを
深め仲間を得ながら、多様な個性と出会う中で成長する機会を得てもらえればと期
待しています。
　また、学生寮を卒寮した後もつながりを深められるよう、直営寮・提携寮の卒寮生
を対象に、「学生寮稲門会（仮称）」を創設予定です。卒寮後も学生寮の仲間たちと
接点を持ち続け、同期寮生の近況や卒寮後の活躍を知る場、後輩寮生のサポートが
できる場となる同窓会組織となればと考えています。
　異なる環境で生まれ育った学生が共に暮らすことは簡単ではありません。しかし、
困難だからこそ生まれるものがあります。2014年にオープンする「早稲田大学中野
国際コミュニティプラザ」の学生寮（WISH）の準備が着 と々進む中、レジデンスセン
ターでは今後も、ハウスマスターやRA、提携各社と連携しながら、寮生活を選んだ
学生の皆さんをさまざまな面からサポートしてまいります。

職員の声

▲�レジデンスセンターの皆さん

易ではありません。そこで、ハウスマスター
や RA が中心となり、学生一人ひとりが学
生寮というコミュニティの成員であることの
自覚を促します。さらに、自らの潜在力を
高めるための SI プログラムを開催。コミュ
ニケーションスキルやモチベーションコント
ロールなど、社会で求められる基礎スキル
を涵養します。仲間とディスカッションする
機会を積極的に設け、多才な学生が集う
早稲田の学生寮の特性を生かしたプログ
ラムです。また、ネイティブスピーカーによ
る英語で議論する力を養うプログラムも展
開しています。これらの活動には早稲田大
学校友会より経済的なご支援をいただい
ています。
　「早稲田大学中野国際コミュニティプラ
ザ」に開設される、学生寮施設 WISH は、
国内では最大規模の学生寮です。全室個
室でプライバシーを確保。他にもリビング
やキッチン、シャワーブース、ラウンジ、フィッ
トネスルーム、音楽室、教室、そして大浴
室まで、日本では例を見ない充実した共用
施設を設置予定です。また WISH では田
無学生寮のプログラムをさらに発展させた
新しいフレームワークでコミュニティを創造
する予定です。
　WISH を巣立った学生が自らのネット
ワークを生かしてグローバルな舞台で活躍
し、未来の学生諸君に自らの体験を語っ
てくれる日が訪れることを心待ちにしてい
ます。
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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］
せいけ・あつし
1954年生まれ。1978年慶應義塾大学経済学部卒業。1983年同大学大学
院商学研究科博士課程単位取得退学。1993年博士（商学）。1992年同大
学商学部教授、同大学大学院商学研究科委員。2007年同大学商学部長、同
大学大学院商学研究科委員長、慶應義塾理事。2009年より現職。この間、
カリフォルニア大学ロサンゼルス校客員研究員、経済企画庁経済研究所客
員主任研究官などを歴任。

―どのような学生時代を過ごされましたか。

　日吉キャンパスに通っていた1、2年生の

頃は、出身高校のラグビー部のコーチな

どをしながら、特に将来の目的も決めず

に自分探しをしていました。ゼミの指導

教授は労働経済学の島田晴雄先生です。

労働経済学に出会ったことで、経済学が

いかに人間の行動や社会問題の解決に

役立つ学問であるかを知り、その面白さ

に目覚めました。大学院では、高齢化社

会にいち早く注目していた島田先生の研

究プロジェクト「高齢者の労働供給につ

いての計量分析」をお手伝いすることに

なり、今に続く生涯の研究テーマになりま

した。計量経済学による分析は、当時米

国で急速に発達していたマイクロデータ

（個票）を大型コンピュータで統計解析す

るという新しい方法で、まだプログラム・

パッケージもなかったので、悪戦苦闘しな

がらコンピュータ言語を学び、自分でプロ

グラムを作ったりしていました。

―現在、日本の大学はさまざまな課題

を抱えていますが、大学が果たすべき役割

は何でしょうか。

　大学も社会の一員ですから、社会の

変化にどう対処すべきかを考えていかな

ければなりません。その際の基本となる

のは、何が学生の幸せにつながるかとい

う視点です。その点から大学が果たすべ

本学の良き好敵手である慶應義塾の清家塾長に、現代社会において私立大学が果たすべき役割や、
本学に期待することについてうかがいました。

良き好敵手として触発し合い
さらに高め合う存在に

essage to the next generation
M

慶應義塾長

清家 篤 さん

自分の頭で考える
能力を持った人材を
育成

人生を決めた
労働経済学との出会い
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き役割は、二つあると考えています。

　一つは、変化への対応力をもった人材

を育成することです。いわゆる即戦力と

いうのは、現時点で役立つ力であって、

状況が変われば役立たなくなります。む

しろ身につけるべき最も重要な能力は、

変化への適応力、すなわち自分の頭で物

事を考える力です。

　現在の社会は地球温暖化、少子高齢

化、財政危機といった大きな変化に直面

し、社会構造の持続可能性そのものが

問われています。このような時代におい

ては、過去の延長線上で物事を考え、問

題を解決することは、ますます難しくな

ります。問題を見つけ、仮説を立て、客観

的な方法で検証し、結論を導くという、

自分の頭で考える能力が求められてい

るのです。これは学問の作法に他なりま

せん。つまり、大学で学問をしっかりと修

めることが、自分の頭で物事を考える力

を身につける最良の方法なのです。

　また、課外活動においても考える能力

は養われます。体育会の学生によく言っ

ていることは、スポーツも学問であると

いうこと。例えば早慶戦で勝つという課

題について、勝つための方法を自分たち

で考え、試合に臨むことは、まさに自分

の頭で考えるということです。

　大学が果たすべきもう一つの役割は、

高度に発達した社会において必要とさ

れる高い付加価値を生み出す能力を、

学生に身につけてもらうことです。また、

新しい価値を生み出すには、基礎的な研

究、あるいは将来に価値を生み出す長期

的な研究も必要です。

　今年1月に行われたグローバル・ユニ

バーシティ・リーダーズ・フォーラムでも、

厳しい経済状況の中で、本来大学が担う

べき基礎研究や長期的な研究に資源が

配分されなくなることへの危機感が共

有されました。基礎研究が大切なのは、

現在私たちが享受している物質的に豊

かな社会は、もとをたどれば学問の進歩

によって実現されたものだからです。産

業革命をもたらした近代技術を生み出し

たのは、ニュートンの古典力学に代表さ

れる近代科学であり、その万有引力の法

則のもとになったのがケプラーの法則

です。原子力利用を可能にしたのはアイ

ンシュタインの量子力学、生命科学産業

のもとになったのは、ワトソンとクリック

によるDNA構造の発見です。大事なこと

はニュートンもケプラーもアインシュタイ

ンもワトソンとクリックも、純粋な学問的

好奇心に従って研究をしていたというこ

とです。それが結果的に後の社会を豊か

にしました。

　学問は、私たちが見ているものは必ず

しも真実ではないということを教えてく

れます。コペルニクスの地動説が良い例

ですが、人々は天文学を通じて、長年信じ

てきたことが真実ではないことを理解し

ました。自然科学だけでなく、社会科学

でも同じです。福澤諭吉が「学者は社会

の奴
ど が ん

雁でなければならない」といってい

ます。奴雁とは、雁の群れが一心にえさを

ついばんでいる中で一匹だけ首を伸ばし

て、周囲を窺い危険を察知する役割を担

う雁です。学者は、まだ誰も気づいていな

いことを解き明かしていかなければなり

ません。同時代人に批判されることもあ

るでしょう。しかし、目先の利害得失に流

されることなく、将来を見通す人がいな

ければ、社会は進歩しません。

―このような状況の中で、私学が果た

すべき役割は何でしょうか。

　私立大学には独自の建学の理念があ

り、それぞれの個性が日本の教育・学問

に多様性を与えています。大きな変化の

時代であればあるほど、リスクを分散す

る意味でも、多様な考え方が必要です。

慶應の言葉で言えば「独立自尊」である

ことが私立大学の存在意義でしょう。

―早稲田大学にはどのような印象を

お持ちですか。早稲田に期待することは

何でしょうか。

　早稲田は、慶應義塾にとって良き好敵

手であり、一方で手を携えて向上しあっ

ていく間柄です。よく「早慶」と言われま

すが、セットになることで、単体以上のブ

ランド価値を持ちます。あらゆるスポー

ツの早慶戦もお互いがいてはじめて成り

立つわけです。また、早慶、高麗大学、延

世大学と4校で毎年開催している「日韓

ミレニアム・フォーラム」など国際連携で

の協力も大切です。

　早稲田と慶應義塾の建学の理念は異

なります。早稲田は大隈先生の、そして

慶應義塾は福澤先生の建学理念を今日

まで守り続け、社会に貢献してきました。

今後もそれぞれの建学理念を堅持し、

個性を発揮していきましょう。個性が違

うからこそ、触発し合い、補完し合い、お

互いを高め合うことができます。これか

らもよろしくお願いします。

新しい価値を生み出す
研究を

変化の時代だからこそ
多様なものの見方が必要
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　色彩心理学の研究という道を選んだのは、
たくさんの素敵な巡り合わせのおかげだと
思っています。私は高校の途中までデザイナー
志望だったのですが、矢羽根の向きによって
同じ長さの線が違って見えるなど、目の錯覚
について書かれた本を読んで心理学に興味
を持ちました。「物理で定義される世界と心で
感じる世界は違うのかもしれない」と感じ、そ
れを追究するために心理学の勉強をすること
を決めました。
　大学2年生のときにはシドニー大学に留学し
ましたが、帰国後には当時いらっしゃった有名
な色彩心理学の先生のゼミに参加しようと決
めていました。そして色に対する関心が高まっ
ていた私は、あるとき一つのことに気づきます。
オーストラリアの強い日差しによって、日本か
ら持って行った洋服の色が違って見えたので
す。太陽の光が違えば、きっと好まれる色も違
うはず。そう思い、大学の卒業論文では「色の
好みの国際比較」というテーマを選びました。
　研究で分かったのは、やはり国ごとに色の好
みがあるということでした。そこで修士論文で
は、欧米やアジア地域の色の好みの違いを研
究。すると興味深い事実が次 と々判明します。
例えば、欧米では青は女性的な色とされてい
ますが、それは聖母マリアが青色のガウンを身
に着けているからです。そんな文化的な背景
が見えてくると研究がますます楽しくなり、ずっ
と続けていたいと感じるようになりました。

　研究を続けるには大学や研究所に所属す
る必要があります。私が研究の場として大学
を選んだのは、人に何かを教えることが好き
だったからです。特に初々しさを持った学生
は大好きな存在で、彼らが社会に出る前の教
育に携われるという点も大学を選んだ理由
の一つでした。また、定期的に研究内容を学

生たちに伝えることで、良い緊張感を持って
日々の研究に取り組めるのではないかとい
う気持ちもありました。
　研究者となってしばらくの間は、非常勤講師
としてさまざまな大学で教鞭を執りながら自
分の研究を続けました。女性研究者の数が少
なかったため、キャリアについては多少ハンデ
があったと思いますが、それ以上に得たもの
が大きかったですね。特に学生たちと接する
なかで学んだことは多かったと感じています。
私は美術大学でよく授業を行っていたのです
が、奇抜な髪型や個性的な服装の学生を目に
するうちに、ごく自然に「多様性」の大切さを
学びました。これは今の私にとって非常に大
切な価値観です。また授業やゼミでは気を抜
くと即座に見抜かれるので、学生との時間を
大切にして、講義がマンネリ化しないようにで
きるだけ新しいことを取り入れるようにしまし
た。学生を教えるなかで、学生に教えられる。
大学における私の研究生活を表すには、そん
な言葉がぴったりのような気がします。

　現在、教育と研究に加え、男女共同参画と
募金担当の理事として活動しています。早稲
田大学の創設者である大隈重信は「男女複
本位論」を唱えており、男女共同参画に積極
的だった人物です。こうした早稲田大学の理
念を多くの方に伝えるとともに、もう少し広い
視点に立って誰もが過ごしやすいキャンパス
をつくっていくことが理事としての夢ですね。
　早稲田大学は私学の雄として他の大学を
リードしていく存在です。以前、あるシンポジ
ウムへの協賛に賛同したとき、他大学が次々
に賛同するのを見た関係者の方々から「あり
がとうございます。早稲田大学が動けば、私
学全体が動きます」と言われたことがありま
した。この言葉の重み、そして責任をしっかり
と受け止めて、これからも活動を続けていき
たいと思っています。

興味が尽きなかった
“色”との出会い

学生に多くのことを教えられた
大学での研究生活

早稲田から新しい大学の姿を
発信していきたい

▲�美大で教えていた時に学生たちが
作ってくれたお弁当バッグは「宝物」

▶�京都大学で開催された国際シンポジウム
での招待講演時に、アジアの他の招待講
演者の方 と々

早稲田で活躍する女性研究者を紹介します。
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お
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を
伺
い
ま
し
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プロフィール
さいとう・みほ
1985年早稲田大学大学院文学研
究科心理学専攻博士後期課程修
了。博士（人間科学）。1994年に色
彩学論文賞受賞。1996年早稲田大
学人間科学部助教授を経て現在人

間科学学術院教授。早稲田大学理事。専門は色彩認知
科学、感性認知科学。近著に「眼・色・光―より優れた色
再現を求めて」日本印刷技術協会、「色彩学入門―色と
感性の心理」東京大学出版会ほか。
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YANG Daqing   
Associate Professor, 

Faculty of Social Sciences

楊大慶
社会科学総合学術院教授

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/

Roughly two years ago I first heard about the opportunity to teach in a new program at Waseda 

University for one year. As an innovative project, the Contemporary Japanese Studies Program 

(CJSP) challenges me to design new courses based on my own research. Ultimately, however, it 

is Waseda University itself that convinced me this is an opportunity not to be missed.

First, it is Waseda’s faculty. A now-deseased Waseda historian, with whom my former American 

professor had studied with decades earlier, had generously sent me his books; other Waseda 

professors had generously shared their time with me when I was conducting dissertation 

research in Tokyo more than a decade ago; one of my classmates in a graduate school seminar 

in the U.S. is now a full professor at Waseda; since 2004 I have been working with a Waseda 

professor on a joint research project; in fact, it was a Waseda professor who took me—then a 

graduate student—to the U.S. National Archives and the city that has become my hometown! 

These encounters are not purely personal or accidental; they speak volumes to the impressive 

international profile of Waseda’s faculty. Needless to say, I have also realized the internationalized 

staff has been working hard to maintain and expand Waseda’s international ties.

Then, it is Waseda’s long association with Asia. As any historian of modern Japan-Asian 

relations knows, from the late 19th century many students from China, Korea, and other parts of 

Asia flocked to Japan to study modern science, law, medicine, engineering etc. Among prewar 

Japanese universities, Waseda was one of the most popular for Asian students. Many Chinese 

graduates from Waseda went on to play prominent roles in China. Fast-forward to the 21st 

century, Waseda once again emerged as a leader in internationalization of higher education in 

Japan with its School of Internal Liberal Studies and Global 30 programs. Every time I walk on or 

near campus, I hear many foreign students from speaking in Japanese or in their own languages. 

Being at Waseda is experiencing the cutting edge of regional integration and globalization.

Last and perhaps most attractive for a historian like me is Waseda’s fabulous library. Over the 

past two decades, I have repeatedly taken advantage of its superb collection of Japanese-

language books, pamphlets, and journals related to Japan-Asian relations. Other well-known 

universities (e.g. Harvard, University of Tokyo) may well have more books or rare manuscripts, 

but the user-friendliness of Waseda library is unmatched. To be sure, there are still a few 

remaining oddities—the lack of standardization of newly acquired foreign-language books 

is one—I find the Central Library particularly well-thought out, down to the bright colors and 

layout maps in the B levels. It is a cliché that books and other print materials are on the verge 

of being replaced by all things digital. However, a library is more than just a physical space to 

store, check out and return printed materials. It is the exciting interface between individuals and 

knowledge that cannot be replaced by the internet. The Waseda Central Library shows why.

The people, the outlook, and the resource—they are what make Waseda so appealing.

W　　 aseda’s Appeal

　早稲田大学の魅力はどんなところにあるのでしょうか―？
　国際学界で知名度の高い教授陣が活躍していること。19世紀末から現在にわたり、アジアから早稲田に来た

大勢の留学生が自国で重要な役割を担い活躍していること。最近で
は、国際教養学部やグローバル30プログラム※の取り組みをはじめ、
日本の高等教育国際化においてリーダーの頭角を表していること。
毎日大学の中を歩いていると、たくさんの言語が聞こえてきて、地域
の融合と国際化の両方をキャンパス内で実感できること。そして、他
大学に類をみない早稲田大学の図書館とその蔵書のすばらしさ―。
　すべてにおいて私は早稲田に魅了されています。
※�グローバル30プログラム：文部科学省事業「国際化拠点整備事業（大学の
国際化のためのネットワーク形成推進事業）」に採択された13大学が、留学
生の受け入れや、日本人学生の海外留学の飛躍的増大を目指してさまざまな
取り組みを行うプログラム。

抄訳：早稲田の魅力

Waseda University Library, A Treasure of 
Knowledge
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企業の採用担当者や専門職の養成などに携わっている方に、その分野で求められる人材像や昨今の

就職活動の状況についてお聞きします。今回はJR東海で採用を担当されている小山さんにお話を伺い 

ました。

の

学生と進路選択

学生自身が作り上げてきた
人生のストーリーに注目しています

　鉄道が中核事業である当社は、一般的に
“堅い会社”というイメージをよく持たれます。確
かに鉄道において最も大切なことは安全の確
保であり、当社でも伝統的に規律やチームワー
クが重視されてきました。しかし、近年は流通
や飲食、旅行や不動産など、事業の多角化が進
み、既成概念にとらわれない新しい発想が求
められる機会も増えています。
　そのため当社が求める人材は、自律とチーム
ワークを大切にできることを前提として、既存の
考えに縛られることなく、積極的に新しい分野
に挑戦できる人です。自分自身で新しい日本を
つくっていきたい。そんな夢と情熱を持った人
材を望んでいます。

　日本経団連は「採用選考に関する企業の倫
理憲章」で、各企業に対して学業への配慮を呼
び掛けています。その趣旨に賛同する当社も、
昨年度から週末の土日に会社説明会を行う機
会を増やしました。
　就職活動の期間自体は短くなる傾向にあり
ますが、自分のキャリアについて考え始める時
期が遅くても良いかと言えばそうではありませ
ん。当社では早い時期からキャリアに対する意
識を高めることが大切だと考えており、大学で
のキャリア形成の講義などに社員を派遣して、
職業観やキャリアに関する説明を行ったりもし
ています。
　なぜ、早い時期からキャリアに対する意識を
高めるべきかと言えば、それによって大学時代
の行動が変わってくるからです。意識の高い学
生は一定の期間ごとに自分の課題を洗い出し、
それを克服する習慣が身に着いています。こ
れを繰り返すことで、その学生には確固たるス
トーリーが形作られていくのです。アルバイト選
びを例に挙げると、「時給が良かったから」とい
う理由よりも「苦手なことを克服するために」や

「将来の夢につながるから」といった理由の方
が軸が通っていて説得力を感じますよね。当社
の採用試験は人物重視の面接試験が主です
が、その際は学生が何を課題と捉え、そのため
に自分自身でどのようなストーリーを作ってきた
のかを見るようにしています。

　最後に採用担当者として、最近の就職活動に
ついて感じていることをお話しします。現在はほ
とんどの学生が就職活動にWebを利用してい
ます。情報が集約されたWebは効率的な手段
ですが、情報過多で大切な情報を見失いがちで
す。私は、Web全盛の今だからこそ、自分の足で
情報を稼ぐことも大切だと考えています。ビール
会社志望ならば工場見学に行けば良いし、住宅
メーカーに興味があればモデルルームを見に行
くなど、できることから始めれば良いのです。現
場へ足を運んで気づくこともあるはずですし、
面接ではその行動力も評価されると思います。
　また、近年就職活動におけるミスマッチが話
題になっていますが、社員にあえて「会社の嫌
なところ」を聞いておくことも大事なことではな
いでしょうか。興味のある会社の、「好きなとこ
ろ」はすぐ見つかると思いますが、逆に「嫌なと
ころ」を探し、「嫌なところ」に徹底的に向き合う
覚悟があるかどうか、その上で今後どのような
ことを実現していきたいのか、じっくり考えてみ
るといいと思います。就職は、結婚と似たところ
があって、相手の良いところも悪いところも直視
できて初めてうまくいくと私自身は考えていま
す。私も学生時代は、こういったことを意識して
就職活動を行っていましたし、ぜひ学生の皆さ
んにも実践していただきたいですね。
　また、お子さんの就職を心配されているご父
母の方 も々いらっしゃるでしょうが、自身の仕事
の話や人生における失敗談など、子供にとって
参考になりそうなストーリーを語ってあげるだ
けで十分だと私は思います。就職をするのはあ
くまでも学生自身ですから、よき理解者として
学生が将来をしっかり考えられるよう、応援し
てあげてほしいですね。

自律、チームワークを
重んじつつも挑戦心のある
人材を求む

Web全盛の今こそ、
自分の足で情報を稼ぐべき

キャリアを意識し始める時期が、
その後の明暗を決める

東海旅客鉄道株式会社
人事部 人事課

小山 工

Profile
こやま・つかさ
2004年、経済学部卒業。入社後は現
場実習として駅係員、新幹線車掌、新
幹線運転士などを経験し、2006年 
から現場若手社員や新入社員の教
育を担当。2009年にはトヨタ自動
車やJR東海、中部電力など中部地方
の企業が中心となって設立した学
校法人海陽学園へ出向し、学園所属
生徒の教育・指導に当たる。2010年 
7月から現職。

東海旅客鉄道株式会社（JR 東海）

日本の鉄道の大動脈である東海道
新幹線とともに、東海地方を中心に
12の在来線を運営する旅客鉄道会
社。近年は鉄道事業のほかに、駅ビ
ルの運営や農業など多岐にわたる事
業を展開しているほか、超電導リニア
による中央新幹線プロジェクトや高
速鉄道システムの海外展開なども推
進している。

　この時期は就職活動を続
けている学生と、そろそろ就職
活動を開始する学生が入り混
じる時期です。司法試験、公認
会計士、教員、進学などを目指
す方は、いよいよ佳境に入りま
す。また、これから新たに求人
が発生する業界・企業もあり
ます。夏・秋採用も含め、活動
中の学生を求める求人は来続
けていますので、粘り強く続け
てほしいと思います。

キャリアセンターより

粘り強く就職活動を
続けましょう
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今号のオススメ

■『テレビは原発事故をどう伝えたのか』
    伊藤守（教育・総合科学学術院）著　平凡社　2012年3月
■『環境ビジネスのゆくえ―グローバル競争を勝ち抜くために―』
    長沢伸也（商学学術院）編　日科技連出版社　2012年3月
■『ルーベンス回想』
    新井靖一（名誉教授）著　ちくま学芸文庫　2012年3月
■『大隈重信関係文書8』
    早稲田大学大学史資料センター編　みすず書房　2012年3月
■『明解フランス文法』
    早稲田大学政治経済学部フランス語教室編　白水社　2012年3月
■『世界の中のオーストラリア―社会と文化のグローバリゼーション』
    早稲田大学オーストラリア研究所編　オセアニア出版社　2012年3月
■『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　早稲田大学出版部　2012年4月
■『政治的に考える―マイケル・ウォルツァー論集―』
    齋藤純一（政治経済学術院）他監訳　風行社　2012年4月
■『自治体経営学入門』
    片木淳、藤井浩司（以上、政治経済学術院）編著　一藝社　2012年4月
■『現代社会と刑法を考える』
    甲斐克則（法学学術院）編　法律文化社　2012年4月
■『行政法入門』（第9版）
    畠山武道（法学学術院）他著　有斐閣　2012年4月
■『ロースクール演習 倒産法』
    加藤哲夫（法学学術院）他編　法学書院　2012年4月
■『環境ビジネスの変革者たち』
    長沢伸也（商学学術院）編著　環境新聞社　2012年4月
■『図解 最強の現場力（DVD付）』
    遠藤功（商学学術院）著　青春出版社　2012年4月
■『生命科学概論―環境・エネルギーから医療まで』
    早稲田大学先進理工学部生命医科学科編　朝倉書店　2012年4月
■『古典から読み解く経済思想史』
    若田部昌澄（政治経済学術院）他編　ミネルヴァ書房　2012年5月
■『国際契約実務のための予防法学―準拠法・裁判管轄・仲裁条項―』
    道垣内正人（法学学術院）著　商事法務　2012年5月
■『国際経済法』（第2版）
    清水章雄（法学学術院）著　有斐閣　2012年5月
■『燃焼のための習作』
    堀江敏幸（文学学術院）著　講談社　2012年5月
■『21世紀の世界文学30冊を読む』
    都甲幸治（文学学術院）著　新潮社　2012年5月
■『移民の子どもたちの言語教育―オーストラリアの英語学校で学ぶ子どもたち―』
    川上郁雄著　オセアニア出版社　2012年5月
■『日独比較研究 市町村合併―平成の大合併はなぜ進展したか？―』
    片木淳（政治経済学術院）著　早稲田大学出版部　2012年6月
■『広辞苑の中の掘り出し日本語』
    永江朗（文学学術院）著　バジリコ　2012年6月
■『放送番組で読み解く社会的記憶―ジャーナリズム・リテラシー教育への活用―』
    早稲田大学ジャーナリズム教育研究所他共編　2012年6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10月までに開催されるイベントを一部ご紹介します。
詳細は、直接【問い合せ先】にご確認ください。その他のイベントにつきましては、
本学Webサイト（http：//www.waseda.jp/）学術講演会・公開行事をご覧ください。
※ 電力・交通事情により、会期・時間を変更することがありますので、事前に各Webサイト等をご

確認ください。

B Eooks vents

会場 東伏見キャンパス 79号館（STEP22）
日程 9月3日㈪　9：00 〜 17：30
　　 海外・国内の研究者による講演、箇所間協定締結校の学生および早稲田

大学博士後期課程学生による発表を行います。
問   大学院スポーツ科学研究科 
　 グローバルCOEプログラム「アクティヴ・ライフ」事務局
 　TEL：04-2947-7259（内線76-3731）
 　E-mail：Active-jimu@list.waseda.jp　http://www.sport-sciences-gcoe-waseda.jp/

グローバルCOEプログラム「アクティヴ・ライフを創出する
スポーツ科学」第7回国際シンポジウム

会場 リーガロイヤルホテル東京 2階
日程 9月19日㈬　17：00 〜
　　 稲龍会は産業界で活躍している商学部卒業生を中心に組織された会です。

この度、森喜朗（元内閣総理大臣、1960年商学部卒）による講演会を開催
します。ビジネスリーダーを目指す方々のご参加をお待ちしています。

問   共催：商学学術院　問い合わせ先：稲龍会事務局
 　TEL：03-3203-0874　E-mail：toryukai@list.waseda.jp
 　http://www.waseda.jp/w-com/graduate/toryukai.html

稲龍会創立25年記念大会

2012 RESONA-WASEDA SEMINAR
「企業人とともに現場から経営を学ぶセミナー in Kawasaki City」

会場 ①②早稲田キャンパス 26号館　③川崎市大川町
日程  ①7月27日㈮　18：15 〜 19：45（オリエンテーション）
  ②7月30日㈪　16：30 〜 20：30（グループワーク、懇親会）
  ③8月7日㈫　9：00 〜 18：00（企業訪問）
  早大留学生と日本企業の経営者とが一緒に“ものづくり”の現場を訪問し、

日本企業の強みや課題を多角的な視点でディスカッションを行います。
問  社会連携推進室　TEL：03-5286-8334（直通）　http://waseda-sr.jp/

教育総合研究所〈教育最前線講演会シリーズ〉ⅩⅣ
『子どもの貧困と教育』

会場 大隈記念講堂 小講堂
日程  7月21日㈯　14：00 〜 17：00（入場無料、事前予約不要）
  高い水準で貧困状態にある日本の子どもに対し、教育は何ができるのかなど

に関し、4名の方にご講演いただきます。
問   教育総合研究所　TEL：03-5286-3838　E-mail：IASE@list.waseda.jp
 　http://www.waseda.jp/kyoikusoken/

芸術学校 第1回建築模型製作ワークショップ
会場 西早稲田キャンパス 62号館 1階 大会議室
日程  10月13日㈯　14：30 〜 17：30
  入学検討中の方を対象に、簡単な建築模型製作の模擬授業を開催。建築初

心者でも分かりやすくレクチャーします（参加費無料・HPより要申込）。
問   芸術学校 入試広報担当　TEL：03-5286-3911
 　http://waseda-aaschool.jp/

芸術学校 2013年度入学者のための学校説明会
会場 ①第1回：西早稲田キャンパス 66号館 シルマンホール
  ②第2回：西早稲田キャンパス 62号館 1階 中会議室
日程  ①8月4日㈯　14：00 〜 16：00　②10月13日㈯　18：30 〜 20：30
  教員が直接学校の説明を行います。説明会の最後には2年生・3年生専用スタ

ジオの見学のほか、個別相談もあります（HPより要申込）。
問   芸術学校 入試広報担当
 　TEL：03-5286-3911　http://waseda-aaschool.jp/

秋の留学フェア
会場 総合学術情報センター 国際会議場
日程  10月6日㈯
  留学に興味のある方は、留学への第一歩として留学フェアに参加し、多彩な早

大留学プログラムの魅力と概要についての話を聞いてみませんか。
問   留学センター　TEL：03-3208-9602　http://www.cie-waseda.jp/jp/
 　※留学フェア詳細スケジュールについては、留学センター Webサイトを参照

7-10月

『ハイテク産業を創る地域エコシステム』
樋原伸彦（商学学術院）他著　有斐閣　2012年5月

ハイテク・ベンチャー企業の輩出に成功したシリコンバレー・モデ
ルを再現しようと過去10年余さまざまな政策が世界の多くの地
域で試されてきたが、ほとんどがうまくいかなかった。そのプロセス
で何が欠けていたのか、また特に日本ではどのような方策が必要
なのかを探求したのが本書である。鍵概念である「地域エコシステム」を明確にし
た上で、その構築プロセスについて、米国に限らず、これまであまり語られていない
欧州についても、研究チーム6名の各自の専門の見地から多面的な分析を行った。

『大相撲のマネジメント―その実力と課題―』
武藤泰明（スポーツ科学学術院）著　
東洋経済新報社　2012年7月

不祥事が相次ぐ大相撲であるが、一方で、経営体としての日本相
撲協会は、財務的にも安定した優良企業と評価できる。奇跡とも
言える「競技者自治」はいかにして創られたのか。組織、人事、財務
の評価から改革の提言まで、経営学の観点から日本相撲協会を分析・研究した書。
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学苑草創期の功労者のひとり坪内逍遙が古稀を迎えた1928年、

その半生を傾けた「シェークスピヤ全集」全40巻の翻訳が完成しました。

これを祝して同年に建設された坪内博士記念演劇博物館は、

エリザベス朝時代のシェイクスピア劇場のひとつフォーチュン座を模し、

建物正面は舞台、奥の展示室が楽屋、2階の廊下が上舞台、

建物の両翼は桟敷席で、前庭が一般席にあたります。

正面上部には「全世界は劇場なり」というラテン語が掲げられ、

古今東西の演劇資料を集めた世界でも珍しい博物館である「演
えんぱく

博」は、

その建物自体が貴重な演劇資料でもあるのです。

この舞台で初めて劇が演じられたのは、1947年の「ヹニスの商人」。

翌年の設立20周年からは、5年ごとに記念公演が行われ、

1978年には「ロミオとジュリエット」も上演されました。

夏至の頃、ジュリエットが佇んだ2階バルコニーの窓から夜闇のキャンパスを眺めれば、

それは、「真夏の夜の夢」が終演して客が引けたあとの野外劇場の趣です。

夏の夜の野外劇場
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